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巻  頭  言  
 

                                      川口  道雄 (Ｄｏｕｏ KAＷＡＧＵCHＩ) 
（社会福祉法人光生会創立者兼相談役・僧侶・洞窟環境 NET 学会相談役）  

 
洞窟環境 NET 学会は、特定非営利活動法人として認可されて以来、2010 年から毎年紀要を発刊して

いる。この紀要は、会員たちの熱い思いと、その年の研究成果を綴った第 4 回目の報告書である。  

本学会の会員は様々な顔ぶれであり、論文のテーマも多岐にわたっている。この研究を進める原動力とな

っているのは、学会に集った人々との交流によるものであろう。普段は様々な立場の人々が、学会員が集う

総会やフィールドワークによって、知的発見の感動を共有する意義は大きい。このように、洞窟への関心から

芽生えた知的探求心をそれぞれの研究で生かし、社会への提言を行っていくことが期待される。  

2012 年の洞窟関連のフィールドワークとして、4 月に神秘的な琉球石灰岩の沖縄県「石垣島鍾乳洞」、９

月に島根県猪目洞窟と静之窟の他、10 月には高槻地下倉庫で調査を行った。玉泉洞は沖縄県南陽市

にある鍾乳洞で、国内最大級の長さ 4,500m の規模であり、沖縄県の代表的な観光スポットにもなっている。

猪目洞窟は、島根県出雲市にある海食洞窟で、出雲風土記に記載される黄泉の穴ではないかと言われ

る。静之窟は、島根県大田市にある海食洞窟で、万葉集に詠われる志都乃石室の伝承候補地のひとつで

ある。高槻地下倉庫は、大阪府高槻市にある人工洞窟で、軍事的に利用されることを想定して作られた地

下空間で、通称タチソと呼ばれている。これらの洞窟の調査結果は、本紀要で報告されている。  

島根県の洞窟調査において、会長の沢勲氏は出雲の神話伝承に感動し、「イザナギ海食洞窟」と呼ぶ

模型を作成した。これは、イザナギとイザナミの黄泉の国にまつわる神話と、猪目洞窟や静之窟といった海

食洞窟から発想した洞窟模型であるという。沢氏は、以前から自宅の一部を「さわ洞窟ハウス (洞窟情報サ

ロン )」として改装し、洞窟に関する知識をわかりやすく知ることができる自宅博物館を運営している。ここで

は、洞窟に関する写真や、立体的な模型の他、貴重な岩石も展示され、地域住民や見学を希望する学生

に無料開放されている。  

沢氏は、学問への知的探求心と、その楽しさを人々に伝えられる場を提供することが、より良い社会をつく

る社会貢献になるだろうと述べている。テレビや新聞などのマスコミにも度々取り上げられ、地域だけにとどま

らずに幅広い反響を得ているとのことである。  

本紀要では、人間と洞窟に関する研究の他、歴史や環境問題、信仰、災害、金融、経営、都市計画な

ど様々なテーマの個人研究の論文が掲載されている。  

例としては、  

①由良薫氏の「万葉集と洞窟そのⅡ－「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分」と  

②梶川伸氏の「四国遍路に託す思いの一考察」、  

③八木  誼信氏「少子高齢時代の年金制度  ―公的年金制度は崩壊するのか―」、  

④八頭司彰久氏の「経営戦略としての環境保険の研究」、  

⑤藤浦  淳氏「報道と災害―何を伝えるのか―」といったものである。  

⑥由良  薫氏「アンケートを通して見る現代の大学生像  

⑦高田  雄司氏「世界経済の動向に適応する中堅・中小企業経営」といったものである。  
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これらは、冒頭で述べたように、洞窟への関心から芽生えた知的探求心が突き動かした熱い思いの成果

である。この研究成果が、より良い社会を実現していく提言となることを期待したい。  

研究の進展で大きな成果が得られたのは、調査に同行いただいた方々、資料提供者の方々の多大なご

支援とご協力によるものであり、この場を借りて感謝を申し上げ、巻頭の言葉の結びとしたい。  

 

沢  勲（Isao ＳＡＷＡ） 
（大阪経済法科大学名誉教授  洞窟環境ＮＥＴ学会会長）  

 学会紀要の共同研究の要点は、大阪府下の芸能、歴史資料等の収集・解析結果は次の通りである。い

ずれも次世代に残る貴重な歴史の文化遺産でもある。   

①大阪府八尾市、古代郷土芸能、河内音頭の由来と手足技術 (日英韓中の 4 カ国用語 )  

②大阪府、古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発   

③物部弓削守屋大連公（物部守屋）の情報を検分 -枚岡神社の所蔵文書より   

④大阪府高槻市、高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析は  

  （関西大学大学院ソーシャルデザイン専攻建築学科の穴瀬博一君が、歴史的空間再編コンペティシ

ョンという学生の設計競技でタチソに関する提案を提出したところ、入選することができました。）   

また、以下の７件については、広く国際的な理解を得ることと、次世代に残る貴重な歴史の文化遺産を

紹介するため日英韓中の 4 カ国用語で翻訳を行った。  

①島根県大田市、「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居                        

②島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社の由来と鳥居   

③島根県邑南町、「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居   

④大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量  

⑤大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量  

⑥大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居測量  

⑦大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量  

 
 洞窟環境そのものは、天然の住居地としての利用に始まり、信仰・祭祀の場としても使用されてきている。

過去における人間利用の洞窟遺跡の多くは埋蔵文化財として保護され、遺物の研究は過去の洞窟環境

のみならず、当時の人間及びその生活解析のデータを提供してくれている。それには多くの研究と関連性を

もつ洞窟と神社、洞窟と寺院（遍路）、洞窟と万葉集、洞窟と軍事活動、洞窟と遺跡、洞窟と人間、洞窟と

生物、洞窟と音楽、洞窟と座禅道場にも深めている現状である。こうした広範囲にわたる研究対象のうち共

同研究の主な内容は以下の通りである。  

 
①洞窟と黄泉の関係を調査した。黄泉（よみ）とは、日本神話における死者の世界のこと。古事記では

黄泉國（よみのくに）と表記される。島根県出雲市、「神話の国」成立期、猪目洞窟 (海食洞窟 )は、神話に

伝承されているイザナギとイザナミの黄泉の国を調査した。さらに、島根県松江市、揖夜神社の付近にある

東出雲町の黄泉比良坂も観察した。  

須佐之男命の娘婿である大国主神（別名：大己貴命）と少彦名命の活躍地である島根県大田市、「神

話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量を行った。  

②西淀川区の８神社・八尾市の８神社・島根県の３神社に祀る主祭神を分析した。19 神社の主祭神（配
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祀）の数は 73 神である（表 1）。神功皇后・菅原道真公・天照大御神は 2 神社に祀っている。布都大神・須

佐之男命・大己貴命・少彦名命は 3 神社に祀っている。饒速日命は 4 神社に祀っている。住吉四柱神は 8

神社に祀っている。  

 

表 1.西淀川区・八尾市・島根県にある 19 神社の主祭神（配祀）との関係  

主祭神  西淀川区  八尾市  島根県  

神社名  

野

里

住

吉

神

社  

田

蓑

神

社  

姫

島

神

社  

大

和

田

住

吉

神  

福

住

吉

神

社  

鼻

川

神

社  

五

社

神

社  

大

野

百

島

住

吉  

渋

川

神

社  

木

の

本

神

社  

北

木

の

本

神

社  

南

木

の

本

神

社  

八

尾

神

社  

八

尾

天

満

宮  

穴

太

神

社  

許

麻

神

社  

揖

夜

神

社  

静

間

神

社  

志

都

岩

屋

神

社  

神数  4 4 5 4 4 2 5 9 2 2 2 2 5 2 9 4 4 7 5 

神功皇后 2      ●             ○ 

菅原道真公 2             ◎ ◎      

天照大御神 2              ◎ ◎     

布都大神 3          ◎ ◎ ◎        

須佐之男命 3             ◎   ◎ ○   

大己貴命 3                 ○ ○ ○ 

少彦名命 3                 ○ ○ ○ 

饒速日命 4         ◎ ◎ ◎ ◎        

住吉四柱神 8 ● ● ● ● ●  ● ●       ◎     

 

黎明期、第 14 代仲哀天皇の皇后で神功皇后を祀る主祭神とする 2 神社は、西淀川区の鼻川神社と

島根県の志都岩屋神社である。平安時代、第 60 代醍醐天皇の皇子で、和歌では有名な菅原道真を祀

る主祭神とする 2 神社は、八尾市の八尾神社と八尾天満宮である。天皇家直系､神世 7 代の末：イザナ

ギの初子である天照大御神を祀る主祭神とする 2 神社は、八尾市の八尾天満宮と穴太神社である。物

部氏祖先の根拠地である布都大神を祀る主祭神とする 3 神社は、八尾市の木の本神社、北木の本神

社と南木の本神社である。  

天皇家直系､神世 7 代の末：イザナギの 3 子である須佐之男命を祀る主祭神とする 3 神社は、八尾市

の八尾神社・許麻神社と島根県の揖夜神社である。  

須佐之男命の娘婿である大国主神（別名：大己貴命と少彦名命）を祀る主祭神とする 3 神社は、島根

県の揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社である。須佐之男命の子である大己貴命と少彦名命を祀る主

祭神とする 3 神社は、島根県の揖夜神社・静間神社・志都岩屋神社である。  

物部氏子孫の根拠地である饒速日命を祀る主祭神とする 4 神社は、八尾市の渋川神社、木の本神

社、北木の本神社と南木の本神社である。  

住吉大神とは、底筒男命（そこつつのおのみこと）、中筒男命（なかつつのおのみこと）、表筒男命（うわ

つつのおのみこと）の三神の総称で、息長帯姫命（神功皇后）を含めると住吉四柱神と言う。住吉大神は
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海の神、航海の神、また和歌の神とされる。住吉四柱神を祀る主祭神とする８神社は、西淀川区の野里

住吉神社・田蓑神社・姫島神社・大和田住吉神・福住吉神社・五社神社・大野百島住吉神社と八尾市

の穴太神社である。これ等の神社の由来については日英韓中の４ヶ国語からなる用語解説も付記され、

この種の研究論文としては例を見ない精緻なものとして当該神社関係者はもとより、関連行政当局からも

高い評価を受けている。  

下記の表２は過去 4 年間活動報告の統計（703 件）である。最後に、「洞窟と環境」、「洞窟と寺院」、「洞

窟と神社」、「洞窟と遍路」の関係が、さらに深められたことに対して、関係各位に感謝申し上げる。  

 

表 2. 「洞窟環境 NET 学会」紀要に発刊した年別の実践と活動報告件数  

 

 
CENS の理事兼相談役の記念写真 (２０１2 年 0６月 23 日 )  

項目  2009 年  2010 年  2011 年  2012 年  合計  08 迄実績  

１.  テレビ・ラジオ出演 +右

は毎週金と連像  

4+36＝  8+73＝  6+65＝  4+17＝    

40 81 71 21 213 58 

２.  新聞等記事  26 24 57 22 129 327 

３.  展示会  11 10 13 3 37 15 

４.  講  演  26 11 17 31 85 157 

５.  論文と資料  34 48 52 33 167 249 

６.  フィールドワーク  16 8 27 21 72 221 

年度別合計  153 182 237 131 703 1027 

会員数（人）  20 35 58 67   
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島根県出雲市、「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩 

沢  勲*・梶谷 実**・肥塚 義明*** 

（大阪経済法科大学*・出雲古代史家**・洞窟環境 NET 学会***） 
Form of the Inome Cave (Sea Cave) and its Lava,  

"Mythical Country" Establishment Period,  
Izumo-City, SHIMANE 

Isao SAWA*・Makoto KAJITANI**・Yoshiaki KOEZUKA*** 
 

ABSTRACT 
The ancient people expressed the world of the dead as "Erebus（Yomi）". In "Izumo country topographical 

record（the Izumo-no-kuni Fudoki）, "I die by all means if I reach the side of the cave of this beach in a dream". 
Inome Cave is since olden times called “the slope of Yomi”, and “ the hole of Yomi. If you dream of entering this 
cave you will surely meet with death. I believed that this cave led to "the other world" in the ancient times. 

Inome Cave was located at the west end of the Gulf of 16 islands and was formed by erosion from a rhyolite to 
tufa. In Inome Cave, the precious remains which showed life between until Burial Mound age were discovered in 
Yayoi period. The excavated article of remains is a bracelet, grave goods, shellfish, the birds and beasts, a fish 
bone, the nut of a human bone, the shellfish and charcoal. As a result, it is appointed Inome Cave on the historic 
spot of the country in 1982. 

The Inome Cave layer of relics is designation for designated historic spot 1,957 years of the country. 
Furthermore, I appoint it in Shimane designated cultural assets 1974. 

The scales of the cave are more than 30m in width, 10m in height, 30m in depth or 50m in an entrance part. 
Cave environment includes "Ebisu-Bridge" on the front of the cave. On the other hand, the door in the cave 

uses it as a fishing boat place. 
There is the cave life time between (before 2300 through 1400) until last part of Burial Mound age after the 

Yayoi period. Meanwhile, the many remains which showed a burial and the life that there was were discovered. 
The writers studied the chemical characteristic of the rock about Inome Cave which they investigated as 

follows. In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and (Na2O+K2O). Next, It is potassium 
during from SiO2 and K2O relations. Finally I was proved to be tholeiite from relations with SiO2 and Fe2O3/Mg. 

 
キーワード：猪目洞窟の由来、猪目洞窟の形態、猪目洞窟の成分、海食洞窟 
Keywords： Origin of Inome Cave,Form of Inome Cave,Ingredient of Inome Cave, Sea Cave 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
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5.おわりに 

5-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係      5-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 
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5-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とカリウムとの関係について  

5-5.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸と Fe2O3/MgO との関係について  
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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、「神話の国」である島根県出雲市、猪目洞窟で行った洞窟環境NET学会と「鷺銅山を訪ねる会」の総合学術調査(2012)報

告の一部である。猪目洞窟は、流紋岩から凝灰岩へ海食により形成した海食洞窟である。島根県出雲市の十六島湾からみた

猪目洞窟遺跡遠景遺跡の所在地は、〒691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 番地で、緯度 35°26′23″N；経度

132°42′39″S、標高 13m にある。 

猪目地形の特徴は、新生代新第三紀の牛切層（1450万年前～1400万年前）の流紋岩溶岩から形成した。当時の海底では、

海底火山が多く噴出。噴出した火山砕屑物（火山灰、火山礫）は、熱水の働きを受け変質し、緑色凝灰岩と呼ばれた。また、

噴出した火山角礫が堆積した層も見られるのが、牛切層の緑色凝灰岩と礫岩の層である。一連の火成活動で形成されたと考

えられている。 

猪目洞窟は、弥生時代以降から古墳時代後期まで（2300～1400 年前）の間、生活や埋葬の場で、『出雲国風土記』にも多

くの資料がみられる。さらに、猪目洞窟遺跡にある火山洞窟の岩石（流紋岩、花崗斑岩および凝灰岩の酸性岩類主岩体）を構

成する岩石の組成と比較し類似性について検討する。 

既存の洞窟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。単に火山活動史だけでなく、堆積流とその沿岸地域の海岸地形発達史や環境変遷史との関わりで、洞

窟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。 

古代の人々は、死者の世界を｢黄泉｣と表現していた。『出雲国風土記』には、｢夢にこの磯の窟の辺に至れば、必ず死ぬ。

故、俗人古より今に至るまで、”黄泉の坂”、”黄泉の穴”と名づくるなり｣と書かれた。夢の中でこの洞窟に行くのを見たならば、

必ず死んでしまう。古代には、この洞窟は｢あの世｣につながると信じられていた。 

この”黄泉の穴”と言われる猪目洞窟は、流紋岩から凝灰岩へ海食により形成した海食洞窟である。猪目洞窟には、弥生時

代から古墳時代まで間に生活を物語る貴重な遺物が発見された。遺物の出土品は、人骨・貝の腕輪・副葬品・貝類・鳥獣・魚

骨・木の実および木炭等である。その結果、猪目洞窟は、昭和 57 年に国の史跡に指定されている。 

猪目洞窟の岩石の化学的特性は、まず初めに、SiO2 と(Na2O+K2O)からはアルカリ流紋岩(AH)であることである。次に、SiO2

と K2O 関係から中カリウムである。最後に、SiO2と Fe2O3/Mg との関係からソレアイトであることが判明した。これを中間報告とす

る。今後の研究課題としては、洞窟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. 出雲市の地理的環境と洞窟写真 

出雲市は、島根県の中東部に位置する。県内では 2 番目、山陰地方では松江市・鳥取市に次いで 3 番目の人口である。

出雲市に隣接する都市は、大田市と共に県中部の中心都市となっている。出雲市は「神話のふるさと出雲」と言われ、出雲大

社、須佐神社ほか豊富な歴史・文化遺産に恵まれ、古代史文化の地域である（表 2-1）。 
 

表 2-1.出雲市の内容 
項  目 内  容 項  目 内  容 

市役所住所 〒693-8530 島根県出雲市今市町 70 番地 市の花 キク 
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地 方 中国地方、山陰地方 市の木 クロマツ 

隣接自治体 松江市、大田市、雲南市、飯南町 面積 624.12km² 

総人口 170,582 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日） 人口密度 273 人/km² 

 
 

 
図 2-1. 島根県出雲市の位置 図 2-2. 出雲市の十六島湾にある猪目洞窟付近の地図 

 
出雲市の地理は、2005 年に旧出雲市・平田市・簸川郡大社町・湖陵町・多伎町・佐田町の 2 市 4 町が新設合併し、2011 年

に斐川町が編入合併した。旧出雲市は、室町時代以来、物資の集散地となった今市を中心として、周辺の村が合併して成立

した市である。地域の大部分は旧・簸川郡だが、出雲市地合町、野郷町、美野町はかつての旧・八束郡、出雲市西谷町、佐

田町須佐・大呂・反辺・朝原・原田・宮内はかつての飯石郡、出雲市多伎町神原は昔の石見国（旧・安濃郡）にあたる。出雲平

野を中心として、北部は出雲神話でも知られる島根半島と日本海、南部は中国山地に接する。市の東部には斐伊川が流れ、

宍道湖に注いでおり、海、山、川、湖、平野、温泉と多彩な地勢を有する（図 2-1）。猪目洞窟は、十六島湾の西に位置し、猪

目海水浴場のそばにある（図 2-2）。 
出雲神話の舞台となる出雲市の古代は、肥沃な出雲平野を背景として古代から発展したと考えられる。それは、豊富な神話、

大量の出土品、古墳が根拠となり、古くから栄えた勢力であった。記紀神話においては出雲が舞台とされ、出雲大社の創建が

語られるなど、朝廷から重視された地域である。  
近世後期以降、出雲平野は「雲州木綿」の集散地となり、特に旧平田市にあたる楯縫郡では、明治初期の記録において木

綿の生産高が米の生産高を上回るほどであった。また大正時代から昭和 30 年代にかけては、出雲製織（のち大和紡績）、郡

是製糸、鐘淵紡績などの工場がつくられ、繊維工業の町となった。 
 

   

写真 2-1.猪目洞窟前の十六島湾 写真 2-2.猪目洞窟前の高架道路 写真 2-3.猪目洞窟前は小型船着場 

 
猪目洞窟の前にある高架道路からは十六島湾を眺めることができる（写真 2-1）。洞窟の調査のため、入口の前にある高架

道路から洞窟内へ向った（写真 2-2）。洞窟の入口前からは、高架道路と船着場が見える（写真 2-3）。 
海食洞窟とは、波浪による侵食で海食崖に形成された洞窟である。洞窟には、海崖に断層や割れ目などの弱い部分が存

在すると、侵食の度合いによって海食洞が形成される。海面の形成は、干満の具合により、隆起と満潮時の水位より上に洞窟

が持ち上るものがある。波が来るたびに海水を中の空気と一緒に吹き出すので、潮吹き穴と呼ぶ。海岸が沈降した場合、海底

洞窟となる。海食洞の中には岩を貫通し、トンネル状になったもの（洞門）も見られる。海食洞には人が居住できるほどの空間
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が形成される例もあり、猪目洞窟のように古代の生活跡が残されている場合もある。猪目洞窟の主要岩相は、主として凝灰岩・

安山岩・デイサイト溶岩・流紋岩溶岩である。 
 

   
写真 2-4. 猪目洞窟、傾斜状の洞

窟天井部分、右は小舟が停泊中 

写真 2-5. 猪目洞窟、緑色凝灰岩

の天井部分 

写真 2-6. 猪目洞窟内部から洞口を

撮影・右側には小さい祠の神社 

 
猪目洞窟は、傾斜状の洞窟天井部分で、⊿タイプ(直角三角形)の洞窟形態である（写真 2-4）。入口付近には、小舟が停泊

している。天井部分は、緑色凝灰岩である（写真 2-5）。洞口付近は広く、内部に行くほど狭くなっている（写真 2-6）。また、小さ

い祠の神社がある。 
凝灰岩とは、火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積した岩石である。成分が火山由来であるが、生成条件から堆

積岩（火山砕屑岩）に分類できる。数ミリ以下の微細火山灰が堆積した岩石、石質は軟らかい、割れ方は無方向、風化しやす

い、比重は花崗岩に比べて低く、吸水率も高い、耐火性の建築石材になる。緑色凝灰岩（Green tuff、グリーンタフ）は、中国

地方の日本海側から中部・関東・東北地方に広く分布した。新生代第三紀の大規模な海底火山活動に由来すると考えられる

緑色凝灰岩である。洞口付近には、小さな祠の神社があり、規模は縦 1.20m・横 0.70m・奥行き 0.70m である（写真 2-7）。斜面

上の天井下の床面には、石筍が見られ火山岩華の郡である（写真 2-8）。写真 2-9 は斜面上の天井下、溶岩棚にある石筍の

火山岩華の郡である。 

 

   

写真 2-7.猪目洞窟の神社。規模は

縦 1.20m・横 0.70m・奥行き 0.70m 

写真 2-8.斜面上の天井下、床面に

石筍が見られる火山岩華の郡 

写真 2-9.斜面上の天井下、溶岩棚

にある石筍の火山岩華の郡 
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写真 2-10. 狭い斜面天井の下部に多数

の石筍が生成 
写真 2-11. 狭い斜面天井の下部に岩間

には蟹（赤色）が生息 
写真 2-12. 傾斜天井の石筍と石花が混

在 

 
洞窟内の狭い斜面天井の下部に多数の石筍が生成している（写真 2-10）。また、狭い斜面天井の岩間には、蟹の生息が確

認された（写真 2-11）。傾斜天井には、石筍と石花が混在している箇所も見られた（写真 2-12）。 
 

3. 猪目洞窟の由来と現在 
3-1.猪目洞窟遺物包含層、猪目洞窟遺跡出土遺物（出雲市・出雲市教育委員会 2008（平成 20）年 3 月） 

この洞窟遺跡は、一九四八（昭和二三）年に、漁船の船置場として利用するため入口の堆積土を取り除いた時に発見され

たものです。凝灰岩の絶崖にできたこの洞窟は、東に向かって開口しており、幅約三〇m、奥行き三〇m あります。 
この遺跡は、縄文時代中期の土器片も少量採集されていますが、弥生時代以降、古墳時代後期まで（二三〇〇～一四〇

〇年前）の埋葬と生活の遺跡といえます。埋葬の遺跡としては、人骨が一三体以上見つかっており、特に注目されるものとして

は、南海産のゴホウラ製貝輪をはめた弥生時代の人骨や、舟材を使った木棺墓に葬られた古墳時代の人骨、稲籾入りの須恵

器を副葬した人骨などがあります。生活の遺跡としては、各種木製品、土器、骨角器などの道具や、食料の残滓と思われる貝

類、獣骨、鳥骨、魚骨、木の実など、また多量の灰などがあります。発見当時、大社考古学会により調査が行われた関係から、

出土品は現在、大社町の史跡猪目洞窟遺物包含層出土品収蔵庫で保管されています。（写真 3-1）。 
 
3-2.猪目洞窟（出雲市） 

古代の人々は、死者の世界を｢黄泉｣と表現していました。『出雲国風土記』には、｢夢にこの磯の窟の辺に至れば、必ず死

ぬ。故、俗人古より今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴と名づくるなり｣と書かれ、｢夢の中でこの洞窟に行くのを見たならば、必

ず死んでしまう。ここは昔から黄泉の坂、黄泉の穴と呼んでいる。｣と記されています。古代には、この洞窟は｢あの世｣につなが

ると信じられていたようです（写真 3-2）。 
 
3-3.国の史跡猪目洞窟案内 
 この大洞窟は猪目湾に西端位置し、凝灰岩の海食により出来たのだ。東方に開口している。古く出雲風土記の「黄泉の穴」

に当たると推定され数々の怪談が伝えられていた。去る昭和二十三年に船揚げ場の拡張工事をした際、凝灰岩の微砂、石片、

石塊などの堆積層から多数の人骨や遺物が出した。出土物は弥生時代から古墳時代にかけてのもので、人骨は数十体あり

屈葬と伸展葬の両式が見られ、腕にはめた貝輪やたかつき、大小のつぼ等の副葬品が多数あった。 又多くの木器、貝類、

鳥獣、魚骨、その他稲もみ、木の実、海草類、更に炉の跡、木炭、木灰等住時の生活を物語る貴重な遺物が発見された。昭

和三十二年国の史跡に指定されている（写真 3-3）。 
 

   

写真 3-1. 猪目洞窟看板 写真 3-2. 猪目洞窟看板 写真 3-3. 猪目洞窟看板 
 
3-4.猪目洞窟の由来（出雲市の広報課 http://www.city.izumo.shimane.jp/） 

http://www.city.izumo.shimane.jp/
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猪目洞窟遺物包含層は、国指定史跡 昭和 32年（1957）指定。猪目町にあるこの洞窟遺跡は、今年、発見 60年を迎えます。

洞窟は、猪目海水浴場の西側にあり、高さ約 30m の断崖絶壁の裾に、海側の東を向いて開口しています。洞窟の大きさは、

入口部で幅 30m、高さ 10m、奥行き 30m以上あります。洞窟の前面には恵美須橋がかかり、洞窟内の一部は漁船置き場として

利用されています。 

 
3-5. 猪目洞窟（http://www.japanmystery.com/simane/inome.html） 

現在地は、島根県出雲市猪目町である。昭和 23 年に漁港の改修工事をおこなった際に、堆積物を取り除いて発見された

のがこの猪目洞窟である。考古学的には弥生時代の人骨や交易に使われていた装飾品などが発掘され、文化財としても貴重

なものである。だが、伝承の世界においてもこの洞窟は特筆されるべき存在なのである。 
 『出雲国風土記』：この洞窟は“磯より西の方に窟戸あり。高さ広さ各六尺許なり。窟の内に穴あり。人入ることを得ず。深き浅

きを知らず。夢にこの磯の窟の辺りに至る者は必ず死ぬ。故、俗人、古より今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴と号くるなり”と
記されている。つまりこの世とあの世を結ぶ境界、 そして“死”を意味する場所なのである。 

洞窟は、はっきり言って相当な大きさである。入り口は縦横 30 メートルとあるが、実際に当初の目的通り漁船や 漁具を置く

場所になっている。しかしその奥は、子供がようやく入れるかどうかというほど狭く、そして漆黒の闇が支配している。まさに“死
の世界への入り口”としての圧倒的な存在感である。（黄泉の国への入口として「黄泉比良坂」があるが、この猪目洞窟の方が

断然恐怖感がある）。洞窟の奥は約 50m の奥行きになっているらしい。だが、ある噂ではさらに奥へ入っていくことができ、とあ

る場所へ出ることができるという。 
 
3-6.猪目洞窟（http://www.yuyuyu.jp/ancient/yomi_ana.htm） 

古事記・日本書紀で，この世とあの世の境のことを意味するのでしょうか。伊邪那美尊(いざなみのみこと)が火の神を産んで

死んだ。伊邪那岐尊(いざなきのみこと)が伊邪那美尊に逢いに行った所が黄泉(よみ)の国であり，その境界を黄泉比良坂(よ
もつひらさか)といわれている。 

『出雲国風土記』では，礒の西にある岩窟に穴があり，人は入ることが出来ない。夢でこの岩窟辺りに行くと必ず死ぬと言わ

れていて，土地の人らは昔から，黄泉の坂とか黄泉の穴とか呼んでいる。 
宇賀郷。郡家正北17里25歩。所造天下大神命，誂坐神魂命御子，綾門日女命。尓時，女神，不肯，逃隠之時，大神伺求

給所，此則是郷。故云宇加。即北海浜有礒。名脳礒。高一丈許。上生松，芸至礒。邑人之朝夕如往来，又，木枝人之如攀引。

自礒西方窟戸，高広各六尺許。窟内在穴。人不得入。不知深浅也。夢至此礒窟之辺者必死。故俗人，自古至今，号黄泉之

坂・黄泉之穴也。 『出雲国風土記』より引用  
 

これらの内容が猪目洞窟の由来と現在であり、表 3-1 はその内容を表としてまとめたものである。 
 

表 3-1.猪目洞窟遺物包含層 

 項  目 内     容 

1 所在地 島根県出雲市猪目町 1338 

2 交通アクセス 交通アクセス、JR 出雲駅より一畑電鉄で雲州平田駅下車、バスで 20 分  

3 猪目洞窟遺物包含層 国指定史跡 昭和 32（1957）年指定。島根県指定文化財 昭和 49（1974)年指定。 

4 洞窟の発見 60 年前 

5 洞窟の位置 猪目海水浴場の西側で、高さ約 30～50m の断崖絶壁の裾に、海側の東を向いて開口 

6 洞窟の地形 

緑色の凝灰岩の層が海に向かって傾斜。猪目洞窟の上の壁にはグリーンタフの緑が見ら

れる。グリーンタフとは、緑色の凝灰岩である。これは、海底火山の噴火による火山灰が、

火山活動による熱水で変質した。熱水とは、地殻内にある高温水溶液である。熱水源は天

水（あまみず）、海水、マグマ水等である。洞窟の天井には、礫岩の層で、濃緑色の層を境

にして礫が層を形成。角礫は、岩石が水の作用を受けない海底堆積物。 

http://www.japanmystery.com/simane/inome.html
http://www.yuyuyu.jp/ancient/yomi_ana.htm
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7 洞窟の特徴 

新生代新第三紀の牛切層（１４５０万年前～１４００万年前）の流紋岩溶岩である。緑色凝灰

岩（Green Tuff、グリーンタフ）。中国地方の日本海側から中部・関東・東北地方に広く分布

している。新生代第三紀の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。 

8 洞窟の規模 入口部で幅 30m、高さ 10m、奥行き 30m あるいは 50m 以上 

9 洞窟の環境 洞窟の前面には恵美須橋がかかり、洞窟内の一部は漁船置き場として利用 

10 洞窟の生活時期 
弥生時代以降、古墳時代後期まで（2300～1400 年前）の間、埋葬や生活を物語る数々の

遺物が発見された 

11 出雲国風土記 
洞窟遺跡は奈良時代（天平 5 年（733））に出雲郡宇賀郷に記述された黄泉之坂、黄泉之

穴と考えられる。 

12 出土品 
13 体の人骨、弥生人骨の１体にはめられていた腕輪は、南方の海にしか生息しないゴホウ

ラ貝で作られた。 

 

4.猪目洞窟の地形と環境 
4-1.猪目地形の特徴（http://homepage2.nifty.com/izumonotisitu/inome2.html） 

猪目地形の特徴は、新生代新第三紀の牛切層（1450万年前～1400万年前）の流紋岩溶岩から形成。当時の海底では、海

底火山が多く噴出。噴出した火山砕屑物（火山灰、火山礫）は、熱水の働きを受け変質し、緑色凝灰岩と呼ばれた。また、噴

出した火山角礫が堆積した層も見られるのが、牛切層の緑色凝灰岩と礫岩の層である。 
猪目洞窟には、緑色凝灰岩層が海に向かって傾斜している緑色凝灰岩は緑色の凝灰岩(グリーンタフ: green tuff)である。

すなわち、海底火山の噴火時の火山灰は、熱水変質作用を受けて熱水で変質したのである。この熱水変質作用によりの有色

鉱物（黒雲母・カクセン石・輝石等）が、緑泥石という緑色に変化した鉱物である。熱水とは地殻内にある高温水溶液である。

熱水源は、雨水、海水とマグマ水である。牛切層の流紋岩は熱水で変質した緑泥石である。 

一方、変質うけなかった火山礫などは、火山角礫岩層として堆積する。火山礫（Lapilli）とは、火山噴火により生じた火山岩

片である。火山礫は「小さな石」と言われ、粒子のサイズによって定義し、直径 2-64 mm のものである。火山岩塊（直径 64 mm

以上）、火山灰（直径 2 mm 未満）と呼ばれる。流紋岩の火山角礫岩（水の影響を受けていない礫岩）が見られます。緑色の濃

い部分は緑泥石が集合体である。洞内から洞外の海へ出る側崖は、洞窟に見られるのと同じ礫岩層である。角礫は、風化作

用と海食作用による｢跡：空壁｣に、丸い穴が多く見られる。洞窟の天井付近にある礫岩の層は、濃い緑色の層を境として礫岩

層が見られる。角礫は、岩石が水の作用をあまり受けずに海底に堆積したことを表わす。安山岩ではなく、流紋岩の火山角礫

岩です。熱水による変成をあまり受けていない火山礫の層である。 
 
4-2.猪目洞窟に関連した岩石 

 代表的な岩石には、地殻を構成する岩石とマントルを構成する岩石に区分できる（表 4-1）。は地殻を構成する岩石に属し、

堆積岩と火成岩に属する。堆積岩には凝灰岩があり、火成岩には火山岩の流紋岩がある。火成岩とはマグマが冷えて固まっ

た岩石である。火成岩を大きく分けると、マグマが墳火口から墳火口時に急激に冷えて固まった火山岩と、ゆっくり時間をかけ

て冷え固まった深成岩に分けられる。 
 

表 4-1.代表的な岩石の分類 

地殻を構成する岩石 

堆積岩  砂岩、泥岩、礫岩、チャート石灰岩、凝灰岩 

火成岩 
火山岩 流紋岩、安山岩、玄武岩 

深成岩 花崗岩、閃緑岩、ハンレイ岩 

変成岩  片岩、片麻岩、角閃岩、緑色岩 

マントルを構成する岩石 カンラン岩   

http://homepage2.nifty.com/izumonotisitu/inome2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%92%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B2%A9%E5%A1%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E7%81%B0
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4-3.猪目洞窟、天井面にある流紋岩について 

流紋岩（Ryolite）とは、火山岩の一で、石英粗面岩（流紋岩の旧名で、石英粗面岩（Liparite）とは関係ない流紋岩の旧名で

ある。二酸化ケイ素（重量比約 69wt.%以上）、石英、カリ長石、黒雲母の淡色などを含む。ガラス質の石基には流理が目立つ。

溶岩・火砕流・岩脈など、有色鉱物の小班晶をもち、溶岩流時には岩脈として現われる（表 4-2）｡ 
 

表 4-2.流紋岩に関するマグマの種類と火山の形 
火山の名称 岩石名 火山の名称 岩石名 

火山岩名 デイサイト、流紋岩 溶岩の温度 低い（800℃～1000℃） 

代表的な火山 昭和新山、雲仙普賢岳等 溶岩の色彩 白っぽい、淡い色 

噴火の様子 大墳火、大爆発（ブルガノ式） 溶岩の特徴 お椀をふせた形 

火山の形態 溶岩円頂丘（溶岩ドーム） 溶岩の粘性 高い、粘りが大きく流れにくい 

深成岩 花崗岩 半深成岩 石英班岩 

産出地域 大陸 性質 班長質、酸性岩 

SiO2 含有量 多量・69wt%以上 造岩鉱物 石英、カリ長石、黒雲母 

 
写真 4-1 は 出雲市内の流紋岩の顕微鏡写真である。写真 4-2 は風化した凝灰岩？赤褐色。火山灰が強く圧縮され岩石、

流離構造である。 
 

   
写真 4-1. 出雲市、流紋岩の顕微鏡写真

//homepage2.nifty.com/izumonotisitu/kaseigan.html 

写真 4-2.風化した凝灰岩？赤褐色。火山灰が強く圧縮され

岩石、流離構造。//www7b.biglobe.ne.jp/~tiikitisitu/no.25.htm 

 
ここでは、佐津目火山類・志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟,大森層（牛切層）の静之窟および久利層（成相寺層）

の脳島洞窟に関する地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代との関係を表示したのが表 4-3 である。主要岩相は、花崗

岩、流紋岩、デイサイトと流紋岩である。K-Ar 法による年代は 1 億 4000 年前か 1600 万年前である。 
 

表 4-3.地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代 
地質時代 層   序 主要岩相 特 性 放射年代（K-Ar） 

古生代 後期白亜紀 
佐津目火山類・ 
志都岩屋神社 

花崗岩  1 億 4000 年前 

新生代 古第三紀    6500-2400 万年前 

新生代 新第三紀    2400-200 万年前 

新生代 中新世    2400-500 万年前 

新生代 第四紀    200 万年前-現在 

新第三紀 中期中新世 
大森層（牛切層）・             

猪目洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩） 
14.5-14Ma,14Ma 

Ago,1450 万年前 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E7%B4%8B%E5%B2%A9
http://homepage2.nifty.com/izumonotisitu/henkokenbikyo etc/ryumon-k.jpg
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第三紀 中新世 
大森層（牛切層）・           

静之窟・半島部 
デイサイト 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩） 
14.5-14Ma,14Ma 

Ago,1450 万年前 

新第三紀 中期中新世 
久利層（成相寺層）・           

脳島洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩 
16-14.5Ma, 15-19 

Ago,1600 万年前 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 
4-4. 猪目洞窟、天井面にある凝灰岩について 

凝灰岩は、堆積岩で、火山灰などの火山砕屑物が硬化し固結した岩石である。火山由来は、生成条件から堆積岩（火山砕

屑岩）に分類される。主要成分が，火山ガラスか，溶岩片か，結晶片かによって異なり、ガラス質凝灰岩，石質凝灰岩，結晶凝

灰岩と呼ぶ、流紋岩～安山岩質である。色彩は、白色・灰色から暗緑色・暗青色・赤色までの色がある。石材の利用は、軽くて

やわらかいものに入る。大谷石は、扱いやすさと耐火性から石塀や石蔵としてよく使用される。凝灰岩の分析者は蛍光Ｘ線分

析法、鹿児島県工業技術センターを参照した。 
佐津目火山類・志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟、大森層（牛切層）の静之窟および久利層（成相寺層）の脳島

洞窟に関する全岩化学組成との関係を表示したのが表 4-4 である。主要岩相は、花崗岩、流紋岩、デイサイトと流紋岩であ

る。 
 

表 4-4. デイサイト、流紋岩と花崗岩の全岩化学組成（単位：wt%） 

化学組成 

 大森層・  

牛切層 
大森層・牛切層、 
久利層・成相寺層 

無火山活動 標準試料 

 デイサイト 流紋岩 花崗岩 凝灰岩 

 静之窟 猪目洞窟・脳島洞窟 志都岩屋神社 標準試料 

ケイ酸 SiO2 65.61 70.84 75.32  76.83 70.89 

酸化チタン TiO2 0.53 0.70 0.40  0.44 0.39 

酸化アルミニウム Al2O3 15.45 14.71 12.82  12.47 14.03 

酸化第二鉄 Fe2O3＊ 6.15 3.67 2.61  3.33 3.46 

酸化マグネシウム MgO 2.30 0.22 0.19  0.04 0.33 

酸化マンガン MnO 0.11 0.08 0.04  0.02 0.00 

酸化カルシウム CaO 5.13 3.17 1.63  0.70 3.21 

酸化ナトリウム Na2O 3.34 4.79 4.08  3.54 4.07 

酸化カルウム K2O  1.01 1.43 1.79  4.71 2.80 

酸化リン P2O5 0.10 0.25 0.10  0.00 0.00 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 
安山岩（Andesite）：火成岩の一種。SiO2 が 53～63wt.% の火山岩と定義される。深成岩の閃緑岩に対応する。ひん岩と

呼ばれていた岩石も含まれる。 Andesite は、アンデス山脈に産出する名で、「アン」デス「山」脈の当て字である。安山岩は、

殆んどがプレートの沈み込み帯で噴火した非アルカリ質の岩石である。トータルアルカリ量 (Na2O+K2Owt.%) が高いアルカリ

岩系列のものも存在するが、ごく稀である。FeO*/MgO 比の増加に伴い、SiO2 量の増加するカルクアルカリ系列と、SiO2 量

が増加しないソレアイト系列とに分けられる。カルクアルカリ系列は久野久が箱根の岩石の研究で提唱したハイパーシン系列

に、ソレアイト系列はピジョナイト系列に対応する。後に柵山雅則は、カルクアルカリ系列には鉱物の化学組成にバイモーダル

が認められること、および、かんらん石と角閃石など、非平衡鉱物が共存することから、玄武岩質マグマと珪長質マグマの混合

（マグマ混合）がカルクアルカリマグマの主成因であると主張した。産地では石垣や石壁、また砕石（砂利）として使われる。 
溶岩：多孔性一般に噴出前のマグマは水を主成分とする揮発成分を大量に含め、減圧作用により発泡する。揮発成分は常

時少しずつマグマから分離し火山ガスとして放出され、噴火の際には一気に大量のガスが抜け出て噴火時の爆発や高く上る



10 
 

噴煙を形成する。火口から流出する溶岩流にも揮発成分が含まれており、地上に出た際の圧力低下によって徐々にガスが分

離するため多数の気孔や気泡を含む。 
 溶岩の粘性：その温度や成分によって異なる。温度が高いほど粘性が小さく、冷えると固化する。また成分的にはマグマ中の

ケイ酸成分（二酸化ケイ素）の量が多いほど粘性は大きくなる。日本を含む太平洋周辺の火山の溶岩は二酸化ケイ素成分の

少ないものから順に、玄武岩→安山岩→デイサイト→流紋岩 であり、後になるほど粘性が高い。 
 ケイ酸が粘性を左右する理由：純粋なケイ酸は 4 面体の原子配列を持つ。④面体の中心にケイ素原子があり四本の結合手

で酸素と結合している。各頂点の酸素は隣の四面体と共有されている。この構造が三次元的に繰り返し連続して網目構造を

作る。この三次元網目構造はケイ酸の融点とされる 2,000℃でも有効であり、粘性を極端に大きくしている。このためケイ酸を重

量 65%程度含むデイサイト質溶岩は粘性が大きく流動性に乏しい。マグマの中にはケイ素以外に他の金属が含まれる。ケイ酸

の網目中にマグネシウム・鉄・カルシウムなどの金属原子が入ると、4 面体の連続性が損なわれ、三次元網目構造が崩れる。

玄武岩は金属成分に富みケイ酸の重量が少ない（40～50%）ため、三次元網目構造の影響は非常に小さく、低粘性の溶岩と

なる。 

デイサイト(Dacite)溶岩：比較的珪酸(SiO2)成分の多い火山岩で、デイサイトが溶けた状態にあるものをデイサイトマグマ。

デイサイトマグマは粘性（粘り気）が高いため、ハワイのキラウエア火山の玄武岩マグマのように火山体を流れ下ることはない。

力を加えた時の水飴のようにゆっくりと変形しながら、地下の断裂帯などの通過しやすい部分を上昇し、地表近くで地下水と反

応すれば水蒸気爆発を引き起す。地下浅いところに至ると地表を押し上げてド－ムを形成することがよくあります。 
玄武岩（Basalt）：苦鉄質火山岩の一種。深成岩の斑れい岩に対応する。火成岩は全岩化学組成（特に SiO2 の重量%）で

分類、SiO2 が 45～52%で斑状組織を有する。斑晶は肉眼で見えないほど小さい場合もある。色は肉眼で黒色か灰色、鉄分の

酸化によって赤～紫色に見える。斑晶および石基として、有色鉱物である輝石・カンラン石、無色鉱物である斜長石等を含む。

アルカリ玄武岩にはケルスート閃石や金雲母を含むこともある。玄武岩マグマを生じる上部マントルの部分溶融度が大きけれ

ばソレアイト玄武岩（Tholeiitic basalt）、部分溶融度が小さければアルカリ玄武岩（Alkali basalt）となる。 

流紋岩（Rhyolite）：火山岩の一種。花崗岩に対応する成分の火山岩。名称は、マグマの流動時に形成される斑晶の配列

などによる流れ模様（流理構造）がしばしば見られる以前は、流理構造の見られないものを「石英粗面岩（Liparite）」と呼び、現

在は使用しない。現在では流紋岩に統一している。火山岩は岩石全体の成分（特に SiO2の比率）で分類され、流紋岩は SiO2

が 70%以上のもの。通常は斑状組織を持つ。色は白く、噴出条件や結晶度などにより多様である（黒い流紋岩もある）。斑晶お

よび石基として、無色鉱物である石英・長石（カリ長石・斜長石）、有色鉱物である黒雲母・角閃石（まれに輝石）等を含む。流

紋岩とデイサイトの中間的な性質の火山岩を流紋デイサイト（Rhyodacite）と呼ぶ。 

 
4-5.猪目洞窟、ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

噴火によってもたらす物質の岩質を示すことができる。岩石名は、公表されている主成分全岩化学組成の分析値を用い国

際地学連合 (IUGS) の分類案（Le Bas et al.,1986; Le Bas & Streckeisen, 1991) に従って記載できる。この分類案ではノルム

計算を行わないと玄武岩と流紋岩のアルカリ系列・非アルカリ系列の区分を示すことができない。本データでは、簡便化のた

め、玄武岩と流紋岩については Kuno (1966) によるアルカリ系列・非アルカリ系列の区分線を用いた。アルカリ系列のものは

「アルカリ玄武岩」「アルカリ流紋岩」，非アルカリ系列のものは「玄武岩」「流紋岩」と記載した。火成岩で構成される火成岩体

の特徴を表現する場合には、アルカリ岩と非アルカリ岩に区分することが基本的な分類方法である。アルカリ岩と非アルカリ岩

に比べるときに、横軸に SiO2 (wt.%)対縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をプロットすると、アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が高いのがア

ルカリ岩である。その中で、ケイ酸の含有率とアルカリ性の関係として、（Na2O+K2O）が多くなるとそれぞれの成分が異なること

が分かる。アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が低いのが非アルカリ岩である。非アルカリ岩の中にマグマ分化が進行すると鉄含有

量が富むとそれはソレアイト系列で、少なくなるとカルクソレアイト系列と呼ばれる。すなわち、45～52(wt.%)ケイ酸の特性は、極

小噴火で、玄武岩質で、高い温度 (1200℃) および低い粘性である。57～67(wt.%)ケイ酸の特性は、小噴火で、安山岩質で、

中間温度 (1000～1200℃) および中間粘性である。69以上の(wt.%)ケイ酸の特性は、大噴火で、流紋岩質（ディサイト）で、低

い温度(800～1000℃)および高い粘性を有している。火山岩体のケイ酸とアルカリ成分（表 4-4）との関係を究明するために、

図 4-1 の横軸に SiO2 (wt.%)、縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をとり、それぞれの溶岩の化学組成(Miyashiro,1978 ; R.W.Le Maitre, 

1938)をプロットした。 
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図 4-1 におけるアルカリ岩と非アルカリ岩との境界線は、KUNO(1966)によるものである｡図中 2 本の境界線はアルカリ岩（A

線）と非アルカリ岩（AH 線）である｡上部境界線より上の領域がアルカリ玄武岩、下の領域が非アルカリ玄武岩、この 2 本の境

界線に挟まれる部分が高アルミナ質岩である。 

流紋岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 6.22と 5.87 wt.%で、図 4-1は上▲と■のように表示した。流紋岩のアルカリ

成分より小さいアルカリ性は静之窟(4.4wt.%)の○表示の成分で、大きいアルカリ性は志都岩屋神社(8.3 wt.%)の◆表示の

成分である。したがって、その中間に流紋岩がある。 
図 4-1 から解釈すれば、流紋岩は、AH 線より少ないためアルカリ流紋岩であることが確認できる。ゆえに、玄武岩である

カムチャッカ、済州火山島および富士山の溶岩は、流紋岩と花崗岩と凝灰岩よりはるかに大きいことが確認できたのである。

これらの特性から考察すれば、これらの岩石遺跡は、69(wt.%)以上のケイ酸の特性に該当することがほぼ判明できる。形態

は斜平洞窟に相当する酸性岩である。ここで、流紋岩の領域で、アルカリ流紋岩(AH)であることが確認できる。猪目海食洞

窟のアルカリ流紋岩(AH)は、静之窟海食洞窟より多く、志都岩屋神社岩より少ない。一方、脳島海食洞窟とほぼ同じである。 
 

  
図 4-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 4-2.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

 
図 4-2 のケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、(Na2O+K2O)＝0.256（SiO2) 

-2.12・・・(R2=0.629)である。高い決定係数であることが確認できる。 

 

4-6.猪目洞窟、ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟,大森層（牛切層）の静之窟および久利層（成相寺層）の脳島洞窟に関する全

岩化学組成との関係表（表 4-4）からケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係を解析する。横軸に SiO2 (wt.%)対縦軸に(K2O)(wt.%)

の関係をプロットすると、非アルカリ岩は中カリウム岩系列と低カリウム岩系列に相当する。中カリウム岩系列は高カリウム岩系

列と低カリウム岩系列の中間にある。 

 

  
図 4-3.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 図 4-4.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
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ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため、SiO2-K2O図に、それぞれの溶岩の化学組成をプロットした（図4-3）。境
界線は、Miyashiro(1978); R.W.Le Maitre(1938)に基づいている。 

ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため横軸を SiO2（X：wt.%)、縦軸に KO(Y：wt.%)をとり、それぞれの溶岩の化学

組成をプロットした。図 4-3 は、猪目洞窟の流紋岩における右側にある■表示した。猪目洞窟の酸化カリウム成分（K2O）は

1.49と 1.79wt.%で、静之窟(1.01wt.%)より多く、志都岩屋神社(1.01wt.%)より少ない値である。ゆえに、medium-Kの中カリウム系

列流紋岩であることが確認できる。 
図 4-4 のケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、(K2O)＝0.241 （SiO2) －14.96

（R2=0.512）である。 

 
 4-7．猪目洞窟、ケイ酸と Fe2O3/MgO との関係 

横軸に SiO2 対縦軸に Fe2O3/MgO の関係をプロットす

ると、点線の下はカルクアルカリ岩であり、点線の上はソレ

アイト岩系列に相当する。安山岩(58～60)(wt.%)では

Fe2O3/MgO の比が 37～52 の範囲である。流紋岩(71～

75)(wt.%)では Fe2O3/MgO の比が 46～65 の範囲である。

ゆえに、Fe2O3/MgO の比では、安山岩より流紋岩の方が

大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋神

社の値である。一方、カルクアルカリ岩は静之窟である(図
4-5)。 
 

5.おわりに 
5-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟・脳島洞窟・静間神

社・志都岩屋神社を表 5-1 のように表示した。北緯は 34 度 50 分 54 秒～35 度 26 分 23 秒 N 間、東経は 132 度 27 分 25 秒

～132 度 42 分 39 秒 S 間で、標高は 8～340m である。 

 

表 5-1. 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（°′″N） 東 経（°′″S） 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 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 

静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 

揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 

 

  

 
図 4-5. ケイ酸と Fe2O3/MgO との関係 
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図 5-1. 北緯と標高との関係 図 5-2. 東経と標高との関係 
 
図 5-1 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

5-2 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。 

 
5-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 

猪目海食洞窟の規模は、高さ 9.9or10.0m、奥行き 30.0or50.0m、横幅 30.0or33.0m である。ここで、右側の値が調査データ

である。測量はレーザー距離計で行った。高さでは脳島洞窟（9.1or11.4m）と静之窟（15.1or11.3 or 16.1m）より低い値である。

猪目海食洞窟の奥行き（30.0or50.0m）は脳島洞窟（27.8or28.2m）と静之窟（30.6 左側、20.6 右側 m）長い洞窟である。猪目海

食洞窟の横幅（30.0or33.0m）は、脳島洞窟（6.7or6.8m）と静之窟（18.0or19.5or30.0m）より広い洞窟である。猪目海食洞窟の

特徴は、洞窟入口の断崖絶壁の高さ 50m、洞窟内に祠があり、斜面洞窟と緑色凝灰岩である(表 5-2)。 
 

表 5-2. 島根県、猪目洞窟・脳島洞窟・静之窟の測量値（m） 
洞窟町名 洞窟名 高 さ 奥行き 横 幅 備  考 

出雲市         

猪目町 
猪目洞窟 

9.9or           

10.0 

30.0or         

50.0 

30.0or         

33.0 

洞窟入口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。 

斜面洞窟。緑色凝灰岩。 

出雲市      

大社町 
脳島洞窟 

9.1or          

11.4 

27.8or    

28.2 
6.7or6.8 

窟口部：海抜 11.0m,高さ 2.2m、横幅 4.1m。  

窟内部：高さ 9.1m・奥行き 27.8m・横幅 6.8m。 

大田市  

静間町 

静の窟   

（左洞口と 
右洞口） 

15.1or11.3 or 

16.1 

30.6 左側、

20.6 右側 

18.0or19.5 

or30.0 

 眼鏡洞口で穴が左右に２ヶ所。洞内には鳥居と万葉

集の碑文がある。緑色凝灰岩。海水が洞口に流れる。

祭を行う。 4.1（右洞横幅）。4.0(左洞横幅） 

 
5-3.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とアルカリとの関係について  

表 5-3 によると猪目洞窟は、ケイ酸とアルカリ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値

であるが、脳島洞窟杜は同じである。ケイ酸と Na2O+K2O 関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さいアル

カリ流紋岩である。 

 
表 5-3.島根県、調査を行った洞窟と岩石の化学的特性 

洞窟と岩石名 ケイ酸とアルカリ関係 アルカリ性 ケイ酸と K2O ケイ酸と Fe2O3/Mg 

猪目洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

脳島洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

静之窟 アルカリ流紋岩（AH） 小 低カリウム カルクアルカリ 

志都岩屋神社 アルカリ流紋岩（AH） 大 高カリウム ソレアイト 

 
5-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とカリウムとの関係について  

表 5-3 によると猪目海食洞窟は、ケイ酸と酸化カリウム関係からアルカリ流紋岩（AH）であることが確認できる。猪目海食洞

窟のカリウムは静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値であるが、脳島洞窟杜は同じである。ケイ酸と K2O では流紋岩は高

いカリウム系列流紋岩。凝灰岩は、中カリウム系列流紋岩である。 
 
5-5.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸と Fe2O3/MgO との関係について  

Fe2O3/MgO の比では、安山岩(58～60)(wt.%)では 37～52 の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)では 46～65 の範囲である。
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ゆえに、Fe2O3/MgO の比では、安山岩より流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋神社の値であ

る。一方、カルクアルカリ岩は静之窟である。 
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島根県大田市、「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量 

沢  勲*・石川勝典**・肥塚義明*** 
（大阪経済法科大学*・静間神社総代長**・洞窟環境 NET 学会***） 

Form of the Shizu-no-Iwaya“Sea Cave” and its Surveying, 
"Mythical Country" Establishment Period,  

Oda-City, SHIMANE 

Isao SAWA*・Katsusuke ISHIKAWA**・Yoshiaki KOEZUKA*** 
 

ABSTRACT 
The Shizu-no-Iwaya Sea Cave was sung by Ohishi-no-Suguri-no-Mahito in the 3rd volume of the Collection 

of Ten Thousand Leaves (Manyoushu): "The Shizu-no-Iwaya Sea Cave where Ohnamuchi and Sukunahiko are 
said to have stayed! How many generations have passed away since then? The Shizu-no-Iwaya Sea Cave is the 
mythical cave 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 Sukunahikona-no-Mikoto in this Cave and worshipped them during 
ancient times. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the 
cave. I is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. I moved shizuma Shrine 
dedicated to two God of Oonamuti-no-mikoto and sukunahikona-no-mikoto to the Tarumizu village nearby 
afterwards. 

Entrance of Shizu-no-iwaya is located in two locations north and westward. The scale of Shizu-no-iwaya is 
height (11.3m), depth (right 20.64m and left-sided 30.61m) and width (19.47m). In the 
center of the Shizu-no-iwaya, Manyo tanka inscription of about 15m 45m depth, 30m width, height has been 
built. 

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 and lower 
berth) and Nuki( upper end and lower berth).  

Torii of Shizu-no-iwaya is Myojin Torii system not Torii Shinmei system. Torii of Shizu-no-Iwaya in Myojin 
Torii system is Hachiman torii form. About the scale of the torii of Shizu-no-Iwaya, distance between the 
pillars is 2.66m, and the height of Nuki is 3.04m and the height of Kasagi is 3.39m. 

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. 
 
キーワード：海食洞窟の測量、由来、形態、成分、鳥居、「神話の国」成立期 
Keywords：Surveying of Sea Cave・Origin・Form・Ingredient・Torii・ "Mythical Country" Establishment Period 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
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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、「神話の国」である島根県出雲市、静之窟海食洞窟で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2012)報告の一部で

ある。静之窟海食洞窟は、デイサイトへ海食により形成した海食洞窟である。静之窟海食洞窟の所在地は、島根県大田市

静間町魚津 垂水山の北 日本海の波が洗う場所 で、緯度 35°12′15″N；経度 132°27′24″、標高 8m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。この地域の海岸には、第三紀中新世の大

森層に属するデイサイト火砕岩が分布している静之窟海食洞窟・半島部である。層序は大森層（牛切層）・ 静之窟海食洞

窟・半島部であり、主要岩相はデイサイトソレアアイト/カルクアルカリ系（安山岩・流紋岩）であり、放射年代(K-Ar)は 1450 万

年前である。洞窟の地形は、デイサイトの層が海に向かって傾斜している。 

静之窟（しずのいわや）海食洞窟は、『万葉集』巻三において 「大なむち、少名彦のいましけむ志都の岩室は幾代経ぬら

む」（生石村主真人と歌われた。静之窟海食洞窟 は 大巳貴命（オオナムチノミコト）と少彦名命（スクナヒコナノミコト）の二神

国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。そのため、かつては洞窟の中に大己貴命と少彦名命が祀られていた。 

大己貴命は、大国主として広く知られる神で多くの別名がある。これは神徳の高さを現すと説明されるが、元々別の神であ

った神々を統合したためともされる。別名としては、①大国主神（おおくにぬしのかみ）- 大国を治める帝王の意 、②大穴牟

遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、③大穴牟遅神（おおな

むぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、④大汝命（おほなむち）-『播磨国風

土記』での呼称、⑤大名持神（おおなもち）、⑥八千矛神（やちほこ）- 矛は武力の象徴で、武神としての性格を表す、⑦葦

原醜男・葦原色許男神（あしはらしこを）-「しこを」は強い男の意で、武神としての性格を表す、⑧大物主神（おおものぬし）、

⑨大國魂大神（おほくにたま）、⑩顕国玉神・宇都志国玉神（うつしくにたま）、⑪国作大己貴命（くにつくりおほなむち）・伊和

大神（いわおほかみ）伊和神社主神-『播磨国風土記』での呼称、⑫所造天下大神（あめのしたつくらししおほかみ）- 『出雲

国風土記』における尊称、⑬幽冥主宰大神（かくりごとしろしめすおおかみ）である。（http://ja.wikipedia.org/wiki/大国主） 

大国主は多くの別名の他、妻子の数も多い。これは、古代に広い地域で信仰されていた証と言える。信仰の広がりと共に、

各地域で信仰された神と統合し、妻や子供として位置づけられた経緯が考えられるからである。スサノオの娘の一人であるス
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セリビメは、大国主の正妻とされる。皇室系図にある大国主の子孫関係は「古事記」によるものである（図 1-1）。 
 

図 1-1. 神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 
伊邪那岐命 ━ 伊邪那美命

     ├───────────────────────────────┬────────────┐  

天照大御神 月読命 須佐之男命 

 │     ↓├────┐  

天忍穂耳命 ↓ 八島士奴美神

     ├───────────────────────────────┐ ↓  │ 

瓊瓊杵尊    邇藝速日命 ↓
布波能母遅久

奴須奴神
    ├───────┐   │ ↓  │ 

山幸彦   海幸彦 天香語山命 ↓
深淵之水夜禮

花神

 │      │ ↓  │ 

鵜茸草茸不
合尊

天村雲命  ↓ 淤美豆神  

     ├────────────┬─────┬──────┐   │ ↓  │ 

神武天皇
（初）BC711-

585
御毛沼命 稲氷命  五瀬命 天忍男命    大国主神 ← 天之冬衣神

                             ├──────┐  │ 

綏靖天皇（2）
BC632-549

神八井耳命  
余曾多本毘

売命
瀛津世襲命  事代主神 

 ├──────┐  

神
世
七
代
と
黎
明
期
の
皇
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系
図

 
 
静之窟海食洞窟の前には、江戸初期に 1000 軒という集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海

中に没したと伝えられる。また、かつては洞窟内に大巳貴命、少名彦命の二神が祀られていた。しかし、幾度かの災害による

破壊によって、現在は垂水山の静間神社として遷座している。 

静之窟海食洞窟 の入口は、北向きと西向きの 2 ヶ所ある。静之窟海食洞窟 の規模は、レーザー距離計で計測した結果、

高さ 11.3m、奥行き右側 20.64m、左側 30.61m、横幅 19.47mであった。静之窟海食洞窟 の 中央には、万葉歌碑が建てられ

ている。この洞窟は、浸食に弱い部分が弱線に沿って選択的に波食が進んだ結果生じた海食洞である。内壁や天井には、

火砕岩が露出し、南北方向に走る節理と小断層がある。入口には石柱があり、その左右に分けている二つの洞口は波食に

強い部分が浸食に耐えて残っている。神話の国の 洞窟遺跡にある火山洞窟の岩石（デイサイト）を構成する岩石の組成と比

較し類似性について検討した。既存の洞窟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、静之窟海食洞窟に関する学術的報告はこれまで皆無で

ある。単に火山活動史だけでなく、堆積流とその沿岸地域の海岸地形発達史や環境変遷史との関わりで、洞窟がどのような

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。 

さらに、静之窟海食洞窟 入口にある鳥居についても測定を行い、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求めた。 

静之窟海食洞窟の岩石の化学的特性は、まず初めに、SiO2と(Na2O+K2O)からはアルカリ流紋岩(AH)であることである。

次に、SiO2とK2O関係から低カリウムである。最後に、SiO2とFe2O3/Mgとの関係からカルクアルカリであることが判明した。こ

れを中間報告とする。今後の研究課題としては、洞窟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.大田市の地理的環境と洞窟写真 
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大田市（おおだし）は、島根県の中西部にある都市で日本海に面している。石見地方内では、石東地域（石見東部地域）

に位置し、大田市、浜田市、益田市で石見三田（いわみさんだ）と呼ばれる。隣接する出雲市と共に県中部の中心地域とな

っている。2007 年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」が世界遺産に登録された。 

図 2-1 は大田市の地図。図 2-2 は洞窟標識 Op の海と陸地間。図 2-3 は左上の中間に静之窟海食洞窟がある。市東部

に位置する三瓶山は古くは「佐比売山」と呼ばれ、『出雲国風土記』の国引き神話において「火神岳」（大山）とともに島根半

島を引き寄せて繫ぎ止めた杭であるという。 
地方は 中国地方、山陰地方と中国・四国地方に属する。都道府県は島根県で、面積は 436.12km²、総人口は 37,061 人

（推計人口、2012 年 7 月 1 日）である。人口密度は 85 人/km²。 隣接自治体は出雲市、江津市、邑智郡川本町、美郷町、

飯石郡飯南町。市の木はうめ、市の花はれんげつつじで、市の魚はひらめである。 

 

   

写真 2-1.静之窟海食洞窟周辺の海 写真 2-2. 静之窟海食洞窟看板 写真 2-3. 静之窟海食洞窟看板 

 

大田市は、神話にも深く関わりがあるとされる。「日本書紀」によれば素戔嗚尊（スサノオ）は息子の五十猛命（イタケル）、

娘の大屋津姫命（オオヤツヒメ）、抓津姫命（ツマツヒメ）とともに新羅から出雲へと渡るが、その上陸地点は大田市仁摩町か

ら五十猛町にかけての海岸であったのではないかとする説がある。現在でも「韓島」（仁摩町）や「韓郷山」（五十猛町）といっ

た地名が残っており、五十猛町や大屋町の地名は五十猛命や大屋津姫命に因むものとされる。また、静間町には国造りに

おいて大国主命（オオクニヌシ）と少彦名命（スクナビコナ）が国造りの際に仮住まいとしたという静之窟海食洞窟がある。 
写真 2-1 は静之窟海食洞窟周辺の海。写真 2-2 は静之窟海食洞窟の案内看板。写真 2-3 は 静之窟海食洞窟の説明板。 
 

   

図 2-1. 大田市の地図 図 2-2. 洞窟は Op の海と陸地間 図 2-3.左上の中間に静之窟 
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写真 2-4.静之窟海食洞窟の沿革看板 写真 2-5.静之窟へ向かう調査団 写真 2-6. 静之窟前に石碑 

 
写真 2-4 は静之窟海食洞窟の沿革看板。写真 2-5 は静之窟海食洞窟へ向かう調査団。写真 2-6 は静之窟海食洞窟の

前には石碑がある。 
写真 2-7 は、窟の左右にある双口で、右は海水、中央は小さい窟口、左は流入した砂場と大きい窟口。写真 2-8 は、窟口

で石川勝展と写真、右は波食作用の浸食壁、天井は弱い波食作用による。写真 2-9 は、窟口で右には鳥居のような看板の

跡。左は小舟が停泊している。 

   

写真 2-7.窟の左右にある双口で、右は

海水、中央は小さい窟口、左は流入し

た砂場と大きい窟口 

写真 2-8. 窟口で石川勝展と写真、

右は波食作用の浸食壁、天井は弱

い波食作用 

写真 2-9.窟口で右には鳥居のような

看板の跡。左は小舟が停泊場 

 

    
写真 2-10. 静之窟海食洞

窟の洞口は 2 箇所 
写真 2-11.内部から見て左

の洞口 
写真 2-12.内部から見て右

の洞口 
写真 2-13.静之窟石碑の周

辺には崩落岩石が目立つ 
 

写真 2-10 は、静之窟海食洞窟の洞口は 2 箇所ある。写真 2-11 は、静之窟海食洞窟の内側から見て左側の洞口から見

た外の様子。写真 2-12 は、静之窟海食洞窟の内部から見て左側の洞口からみた外の様子。海が荒れると鳥居付近まで波

が押し寄せる。写真 2-13 は、静之窟海食洞窟石碑。静之窟海食洞窟石碑中央には大正四年に万葉歌碑がたてられ、書は

千家尊福の歌碑（高 3m）が建っている。「静之窟海食洞窟」の題字は徳川家達。石碑の周辺には崩落した岩石が目立つ。 
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3.静之窟海食洞窟の由来 
3-1.静之窟の由来 

静之窟は『万葉集』巻三に「大なむち、少名彦のいましけむ志都の岩室は幾代経ぬらむ」（生石村主真人）と歌われ、大巳

貴命、少名彦命の二神が 国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。 江戸初期まで洞窟の前には滝の前千軒とい

う集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海中に没したと伝えられる。窟内は奥行き 45m、横幅

30m、高さ 15m ほどあり、中央に万葉歌碑が建てられている。 近くの垂水集落には、大巳貴命、少名彦命の二神を祀る静

間神社がある。大田市指定天然記念物－案内板より－ 
 
3-2.静之窟の由来（http://www.pref.shimane.lg.jp/shizenkankyo/dekakeyou/sizunoiwaya.html） 

島根県大田市静間町魚津の海岸に存在する海食洞（奥行は約 45m、高さは約 15m）です。6 月 18 日に邑南町の「志都

の岩屋（しずのいわや）」をご紹介しましたが、実は、出雲神話において大己貴命（おおなむちのみこと）（若いころの大国主

命の名前）と少彦名命（すくなひこなのもこと）が国造りの際に石窟を仮住まいとしたという伝承（万葉集に詠まれている「志都

乃石室」の伝承）が、ここ大田市の静之窟にも残るのです。 
  写真でも分かるとおりこの静之窟は、奥行きのある洞窟であり、まさに国づくりの策を練る神々の仮住まいにふさわしいの

では？と思うのですが、みなさんいかがでしょうか。そのような由緒からなのか、徳川家達（いえさと）書の碑銘による石碑もこ

こに建てられています。  
  周辺の海岸は、砂鉄が多く含まれている砂浜が広がっており、昔は、ここでもたたら製鉄が行われていたそうです。その証

拠にたたら製鉄の残骸である「鉄宰（てっさい）」（俗にいう金くそ）が方々に散らばっていて、今も容易に見つけることが出来

るのです。静之窟の前には、地元の方達によって造られた立派な鳥居が立てられており、地域の宝として大切に守られてい

ます。訪れる際にはこの鳥居が目印になるでしょう。更に近くには、県指定の天然記念物となっているハマナスの国内西限

地「近藤ケ浜ハマナス自生地」もありますが、５月のゴールデンウィークごろに淡い赤色の花をつけます。万葉集に詠まれて

いる「志都の石室」は一体どこなのか、邑南町と大田市の名勝地を訪ねて歩く「出雲神話のロマンを求める旅」をしてみては

いかがですか？島根県自然環境課、平成 21 年 11 月 2                                                                                  
 
3-3.静之窟の由来（http://sanbesan.web.fc2.com/shimane_geo/east_shizunoiwaya.html） 

静之窟は大田市静間町魚津の海岸にある大型の海食洞です。入り口が 2 つあり、内部は奥行き 45m，幅30m，高さ 15m
程の空間になっています。当地の岩盤は火山角礫岩と凝灰岩がモザイク状に組み合わさっており、亀裂や岩質が弱い部分

が選択的に浸食されて広い海食洞（静之窟）が形成されました。  
出雲神話の国造り神話で、大巳貴命（大国主命）と少名彦命が仮住まいをした地で、万葉集に詠まれた「志都之石室」が

ここではないかと言われおり、静間神社にはこの 2 神が祀られています。静間神社はかつて洞窟内にありましたが、江戸時

代に現在の位置（垂水）に移されました。 
 
3-4.静之窟之概要（石川勝典氏からの提供資料） 
1. 所在地；大田市静間町魚津 垂水山の北 日本海の波が洗う場所 
2. 概要：奥行 21 間（約 3 8 m）、幅  10 間（約 18m）、高さ 9 間（約 16 m） 
    入口：大小 2 か所一つは北、一つはやや西を向く奥にて一つになっている。 
3. 静の窟が全国規模で有名になったのは万葉集巻3に生石村主真人（おいしのすぐりのまひと）の大汝少彦名乃将座志都

乃石室者幾代将経の歌が載せられていることからである。（おおなむちすくなひこなのいましけむ しずのいわやはいくよへ

ぬらん）静の窟はオオナムチノミコトと、スクナヒコナノミコトが国造り時に仮宮として利用した場所として伝えられている。その

ため、古代はこの洞窟の中に大己貴命と少彦名命が祀られていた。 
4. 全国の「志都乃石室」は次の通りである。 
 

表 3-1. 全国の「志都乃石室」 
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 住   所 洞窟か岩 神社名 

1 島根県大田市静間町魚津 平田篤胤「古史傅」 洞窟 竹内正業の説 静間神社 

2 島根県邑智郡邑南町岩屋 本居官長「玉勝間」 岩 小篠敏の説 志都の岩屋神社 

3 兵庫県高砂市宝殿 岩 生石神社 

4 和歌山県東牟婁宇郡串本町潮岬 岩 潮御崎神社 

5 鳥取県米子市元目井町 岩 粟島神社 

 
5.洞窟の石碑は大正 4（1915）年 8 月建立。窟外の碑銘は土佐国人・野村眞幸。洞内の石碑は 題字揮毫：徳川家達・題詠

揮毫・千家尊福。 
 
3-5.［天然記念物］静之窟 静関町魚津海岸（石川勝典氏からの提供資料） 

洞窟は奥行 38m、幅 18m、高さ 16m で、中央には万葉の歌人生石村主真人が詠んだ「大汝少彦名のいましけむ志都の

石室は幾代経ぬらぬ」（書は平家尊福）の歌碑（高さ 3m）が建っている。「静之窟」の題字は徳川家達である。 
この地域一帯の海岸には、第三紀中新世の大森層に属する石英安山岩質火砕岩が分布している。灰黄色火山灰の中に

同色の軽石や、やや暗色の石英安山岩岩片濃褐色の岩滓片を含んでおり、まれに珪化木が見られる。含まれる岩片の岩

質・色調・粒径・量比などによって、岩相はかなり変化する。岩片や岩滓の多い部分は、軽石や火山灰の多い部分に比べて

一般に堅く、浸食に対する抵抗力が大きい。洞内の内壁や天井には、主として軽石質の火砕岩が露出しており、ほぼ南北

方向に走る節理もしくは小断層が何本か見られる。窟は、浸食に弱い部分がこれらの弱線に沿って選択的に波食が進んだ

結果生じた海食洞である。二つの入口を分けている部分は岩片が多く、波食に強い部分が浸食に耐えて残っている。 
（松井整司氏著『島根の地質』引用） 

 

4.静之窟海食洞窟の鳥居写真と数値解析 
4-1.鳥居（明神系八幡鳥居形）の写真と考察 

静之窟海食洞窟の鳥居は明神系の八幡鳥居形である。八幡鳥居の特徴は、笠木端が斜めで、鳥居笠木の両端を斜めに

切り落した特徴があり、春日鳥居とよく似た形であり、楔がある。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように

要約できる。柱は丸柱・垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型

外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は石清水八幡宮等である。 
 

   
写真 4-1.鳥居前、石川勝展氏と懇談 写真 4-2.静之窟の海食洞窟鳥居 写真 4-3.看板の跡が鳥居にも見える 

 
写真 4-1 は、洞窟の鳥居前で石川勝展との懇談する様子である。写真 4-2 は、静之窟海食洞窟の鳥居で、柱間距離は

2.66m、貫の高さ 3.04m、笠木の高さ 3.39m である。鳥居の区分としては、神明神系鳥居ではなく、明神系鳥居である。写真

4-3 の右手前には、古い看板の跡があり鳥居のようにも見える。中央は静之窟海食洞窟の碑石。この空間は、かつては祭など

の催しに利用され、集落住民の交流の場となっていた。 
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4-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の計測分析と考察 
表 4-1 は、八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の鳥居測量値である。神社の鳥居の柱間距離、貫高さ(下点と上点)、笠

木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 
 

表 4-1.八尾市と西淀川区と島根県神社の正面鳥居比較(m) 
 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 

1 

八
尾
市 

渋川神社 4.00 4.07 4.50 5.03 5.27 

2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 

3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 

5 

西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 

6 田蓑神社 3.05 3.13 3.41 3.97 4.12 

7 姫嶋神社 3.30 4.01 4.30 5.05 5.25 

8 大和田住吉神社 3.59 3.68 4.04 4.48 4.88 

9 福住吉神社 2.79 2.79 3.05 3.40 3.73 

10 鼻川神社 3.90 3.70 4.08 4.57 5.04 

11 五社神社 2.86 2.83 3.13 3.67 3.83 

12 大野百島神社 2.88 2.99 3.28 3.64 4.02 

13 
島
根
県 

揖夜神社 3.68 4.31 4.61 5.18 5.39 

14 静之岩 2.66 2.72 3.04 3.21 3.39 

15 静間神社 2.87 3.01 3.31 3.68 3.87 

16 志都岩屋神社 2.62 3.02 3.31 3.67 3.81 

  最大値 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 

  平均値 3.20 3.38 3.70 4.17 4.41 

  最小値 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

 
鳥居の最大値では、柱間距離 4.45m である。貫の高さは下点 4.75m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上

点 6.27m である。鳥居の平均値では、柱間距離 3.20m である。貫の高さは下点 3.38m と上点 3.70m である。笠木の高さは下

点 4.17m、上点 4.41m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱間距離 2.53m である。貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m

である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。 

 
4-3.島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 4-1 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 4-1 と式 4-2 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 4-1 と式 4-2 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 4-1 と式 4-2 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………(4-1) 
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………(4-2) 

 
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………(4-3) 
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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………(4-4) 
 

  
図 4-1. 島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 4-2. 島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 

 
図 4-2 は、島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図であるである。式 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。式 4-3 と式 4-4 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 4-3 と式 4-4 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 4-1 と式 4-2 の決定係数（0.974 と 0.966）と貫の高さ式 4-3 と式 4-4 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。笠木の高さ式 4-1 と式 4-2 の勾配

（1.525 と 1.478）と貫の高さ式 4-3 と式 4-4 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。 
 
4-4. 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 4-3 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 4-5 と式 4-6 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 4-5 と式 4-6 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 4-5 と式 4-6 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………(4-5) 
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………(4-6) 

 

  
図 4-3.八尾市・西淀川区・島根県鳥居の柱間距離と笠木

の高さ 
図 4-4.八尾市・西淀川区・島根県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………(4-7) 
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………(4-8) 

 
図 4-4 は、八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図である。式 4-7 と式 4-8 の勾配は、そ
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れぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法で表示した。貫の式 4-7 と式 4-8
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 4-7 と式 4-8 勾配は、それぞれ 1.121 と 1.041 である

(表 4-2)。 
 

表 4-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の回帰分析値 

鳥居の高さ 位置 
勾   配 決定係数 

島根県 県市区 島根県 県市区 

笠木の高さ 上 1.525 1.414 0.972 0.869 

笠木の高さ 下 1.478 1.336 0.966 0.818 

貫の高さ 上 1.157 1.121 0.961 0.845 

貫の高さ 下 1.107 1.041 0.947 0.818 

 
島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較す

れば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の高さ

(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。 

八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.414 と 1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配

（1.121 と 1.041）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端

と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係数は

貫の決定係数より大である。ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、鳥居の上端は下端よ

り大である。 

 

5.静之窟海食洞窟の地形と環境 
5-1. 静之窟海食洞窟、デイサイトについて 

デイサイト（dacite）は、火山岩の一種。深成岩の花崗閃緑岩に対応する。火山岩は岩石全体の成分（特にSiO2の比率）で

分類され、デイサイトはSiO2が 63～70 wt%でアルカリ成分の少ないものである。デイサイトマグマは粘性（粘り気）が高いため、

火山体を流れ下ることはない。力を加えた時の水飴のようにゆっくりと変形しながら、地下の断裂帯などの通過しやすい部分

を上昇し、地表近くで地下水と反応すれば水蒸気爆発を引き起す可能性がある。地下浅いところに至ると地表を押し上げて

ド－ムを形成することがよくある。花崗閃緑岩（かこうせんりょくがん、granodiorite）は、花崗岩と閃緑岩の中間的な性質の深

成岩で、火山岩のデイサイトに対応する。広義の花崗岩に含まれるが、狭義の花崗岩に比べると、アルカリ長石より斜長石が

はるかに多い。日本に産する「花崗岩」はアルカリ長石が少なく、花崗閃緑岩であることが多い。 

 
表 5-1.地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代 

地質時代 層   序 主要岩相  放射年代(K-Ar) 

古生代 後期白亜紀 
佐津目火山類・ 
志都岩屋神社 

花崗岩  1 億 4000 年前 

新生代 古第三紀    6500-2400 万年前 

新生代 新第三紀    2400-200 万年前 

新生代 中新世    2400-500 万年前 

新生代 第四紀    200 万年前-現在 

新第三紀 中期中新世 
大森層（牛切層）・             

猪目洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩） 
14.5-14Ma,14Ma 

Ago,1450 万年前 

第三紀 中新世 大森層（牛切層）・           デイサイト ソレアアイト／カルクアル 14.5-14Ma,14Ma 



11 
 

静之窟海食洞窟・半島部 カリ系（安山岩・流紋岩） Ago,1450 万年前 

新第三紀 中期中新世 
久利層（成相寺層）・           

脳島洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩 
16-14.5Ma, 15-19 

Ago,1600 万年前 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 
表 5-1 は、佐津目火山類・志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟,大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟および久利

層（成相寺層）の脳島洞窟に関する地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代との関係を示したものである。主要岩相は、

花崗岩、流紋岩、デイサイトと流紋岩である。K-Ar 法による年代は 1 億 4000 年前か 1600 万年前である。 

 
表 5-2. デイサイト、流紋岩と花崗岩の全岩化学組成（単位：wt%） 

化学組成 

 大森層・  

牛切層 

大森層・牛切層、 

久利層・成相寺層 
無火山活動 標準試料 

 デイサイト 流紋岩 花崗岩 凝灰岩 

 静之窟海

食洞窟 
猪目洞窟・脳島洞窟 

志都岩屋神社 
標準試料 

ケイ酸 SiO2 65.61 70.84 75.32  76.83 70.89 

酸化チタン TiO2 0.53 0.70 0.40  0.44 0.39 

酸化アルミニウム Al2O3 15.45 14.71 12.82  12.47 14.03 

酸化第二鉄 Fe2O3＊ 6.15 3.67 2.61  3.33 3.46 

酸化マグネシウム MgO 2.30 0.22 0.19  0.04 0.33 

酸化マンガン MnO 0.11 0.08 0.04  0.02 0.00 

酸化カルシウム CaO 5.13 
3.17 1.63  0.70 3.21 

酸化ナトリウム Na2O 3.34 
4.79 4.08  3.54 4.07 

酸化カルウム K2O  1.01 
1.43 1.79  4.71 2.80 

酸化リン P2O5 0.10 
0.25 0.10  0.00 0.00 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 

表 5-2 は、大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟に関する全岩化学組成との関係を示したものである。主要岩相は、花崗岩、

流紋岩、デイサイトと流紋岩である。 
溶岩は多孔性で、一般に噴出前のマグマは水を主成分とする揮発成分を大量に含めて減圧作用により発泡する。揮発

成分は常時少しずつマグマから分離し火山ガスとして放出され、噴火の際には一気に大量のガスが抜け出て噴火時の爆発

や高く上る噴煙を形成する。火口から流出する溶岩流にも揮発成分が含まれており、地上に出た際の圧力低下によって

徐々にガスが分離するため多数の気孔や気泡を含む。 
溶岩の粘性は、その温度や成分によって異なる。温度が高いほど粘性が小さく、冷えると固化する。また成分的にはマグ

マ中のケイ酸成分（二酸化ケイ素）の量が多いほど粘性は大きくなる。日本を含む太平洋周辺の火山の溶岩は二酸化ケイ素

成分の少ないものから順に、玄武岩→安山岩→デイサイト→流紋岩 であり、後になるほど粘性が高い。 

ケイ酸が粘性を左右する理由は、純粋なケイ酸は四面体の原子配列を持つ。④面体の中心にケイ素原子があり四本の結

合手で酸素と結合している。各頂点の酸素は隣の四面体と共有されている。この構造が三次元的に繰り返し連続して網目

構造を作る。この三次元網目構造はケイ酸の融点とされる 2,000℃でも有効であり、粘性を極端に大きくしている。このためケ
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イ酸を重量 65%程度含むデイサイト質溶岩は粘性が大きく流動性に乏しい。マグマの中にはケイ素以外に他の金属が含まれ

る。ケイ酸の網目中にマグネシウム・鉄・カルシウムなどの金属原子が入ると、四面体の連続性が損なわれ、三次元網目構造

が崩れる。玄武岩は金属成分に富みケイ酸の重量が少ない（40～50%）ため、三次元網目構造の影響は非常に小さく、低粘

性の溶岩となる。 

デイサイト(Dacite)溶岩は、比較的珪酸(SiO2)成分の多い火山岩で、デイサイトが溶けた状態にあるものをデイサイトマグマ。

デイサイトマグマは粘性（粘り気）が高いため、ハワイのキラウエア火山の玄武岩マグマのように火山体を流れ下ることはない。

力を加えた時の水飴のようにゆっくりと変形しながら、地下の断裂帯などの通過しやすい部分を上昇し、地表近くで地下水と

反応すれば水蒸気爆発を引き起す。地下浅いところに至ると地表を押し上げてド－ムを形成することがよくある。 

 

5-2．静之窟海食洞窟、ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 
噴火によってもたらす物質の岩質を示すことができる。岩石名は，公表されている主成分全岩化学組成の分析値を用い，

国際地学連合 (IUGS) の分類案（Le Bas et al,1986; Le Bas & Streckeisen, 1991) に従って記載できる。この分類案では、ノ

ルム計算を行わないと玄武岩と流紋岩のアルカリ系列・非アルカリ系列の区分を示すことができない。本データでは簡便化

のため，玄武岩と流紋岩についてはKuno (1966) によるアルカリ系列・非アルカリ系列の区分線を用いた。アルカリ系列のも

のは「アルカリ玄武岩」「アルカリ流紋岩」，非アルカリ系列のものは「玄武岩」「流紋岩」と記載した。火成岩で構成される火成

岩体の特徴を表現する場合には、アルカリ岩と非アルカリ岩に区分することが基本的な分類方法である。アルカリ岩と非アル

カリ岩に比べるときに、横軸にSiO2 (wt.%)対縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をプロットすると、アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が高い

のがアルカリ岩である。その中で、ケイ酸の含有率とアルカリ性の関係として、（Na2O+K2O）が多くなるとそれぞれの成分が

異なることが分かる。アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が低いのが非アルカリ岩である。非アルカリ岩の中にマグマ分化が進行

すると鉄含有量が富むとそれはソレアイト系列で、少なくなるとカルクソレアイト系列と呼ばれる。すなわち、45～52(wt.%)ケイ

酸の特性は、極小噴火で、玄武岩質で、高い温度 (1200℃) および低い粘性である。57～67(wt.%)ケイ酸の特性は、小噴

火で、安山岩質で、中間温度 (1000～1200℃) および中間粘性である。69(wt.%)以上のケイ酸の特性は、大噴火で、流紋

岩質（デイサイト）で、低い温度（800～1000℃）および高い粘性を有している。火山岩体のケイ酸とアルカリ成分（表 5-2）との

関係を究明するために、図 5-1 の横軸にSiO2 (wt.%)、縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をとり、それぞれの溶岩の化学組成

(Miyashiro,1978 ; R.W.Le Maitre, 1938)をプロットした。 

図 5-1におけるアルカリ岩と非アルカリ岩との境界線は、KUNO(1966)によるものである｡図中2本の境界線はアルカリ岩（A

線）と非アルカリ岩（AH線）である｡上部境界線より上の領域がアルカリ玄武岩、下の領域が非アルカリ玄武岩、この 2 本の境

界線に挟まれる部分が高アルミナ質岩である。流紋岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 6.22 と 5.87 wt.%で、図 5-1

は上▲と■のように表示した。流紋岩のアルカリ成分より小さいアルカリ性は静之窟海食洞窟（4.4wt.%）の○表示の成分で、

大きいアルカリ性は志都岩屋神社（8.3 wt.%）の◆表示の成分である。したがって、その中間に流紋岩がある。 

 

  
図 5-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 5-2.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

 
図 5-1 から解釈すれば、流紋岩は、AH 線より少ないためアルカリ流紋岩であることが確認できる。ゆえに、玄武岩である
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カムチャッカ、済州火山島および富士山の溶岩は、流紋岩と花崗岩と凝灰岩よりはるかに大きいことが確認できたのである。

これらの特性から考察すれば、これらの岩石遺跡は、69(wt.%)以上のケイ酸の特性に該当することがほぼ判明できる。流紋

岩の領域で、アルカリ流紋岩（AH）であることが確認できる。 

図 5-2 のケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、Y(Na2O+K2O：wt.%)＝0.256

（SiO2) -2.12 ・・・（決定係数：R2=0.629）である。高い決定係数であることが確認できる。静之窟海食洞窟は、ケイ酸とアルカ

リ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志都岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸と

Na2O+K2O関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さいアルカリ流紋岩である。 

 

5-3．静之窟海食洞窟、ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟、大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟および久利層（成相寺層）の脳島洞窟

に関する全岩化学組成との関係表（表 5-2）からケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係を解析する。 

横軸にSiO2 (wt.%)対縦軸に(K2O)(wt.%)の関係をプロットすると、非アルカリ岩は中カリウム岩系列と低カリウム岩系列に相

当する。中カリウム岩系列は高カリウム岩系列と低カリウム岩系列の中間にある。ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明す

るため、Na2O+K2Oにそれぞれの溶岩の化学組成をプロットした(図 5-3)。境界線は、Miyashiro(1978); R.W.Le Maitre(1938)

に基づいている。 

ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため、横軸にSiO2(X：wt.%)、縦軸にK2O(Y：wt.%)をとり、それぞれの溶岩の

化学組成をプロットした。図 5-3 は、猪目洞窟の流紋岩における右側にある■表示した。猪目洞窟の酸化カリウム成分(K2O)

は 1.49 と 1.79wt.%で、静之窟海食洞窟(1.01wt.%)より多く、志都岩屋神社(1.01wt.%)より少ない値である。ゆえに、medium-K

の中カリウム系列流紋岩であることが確認できる。 
 

   

図 5-4 のケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、Y(K2O：wt.%)＝0.241 （SiO2) －

14.96（決定係数：R2=0.512）である。ケイ酸とK2Oから求めた静之窟の酸化カリウムは、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志都

岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸とK2Oでは流紋岩は高いカリウム系列流紋岩。凝灰岩は、中カリウム系列流紋岩

である。 

 

  
図 5-3.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 図 5-4.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
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5-4.静之窟海食洞窟、ケイ酸とFe2O3/MgOとの関係 
横軸にSiO2 対縦軸にFe2O3/MgOの関係をプロットすると、点

線の下はカルクアルカリ岩であり、点線の上はソレアイト岩系列に

相当する。安山岩(58～60)(wt.%)ではFe2O3/MgOの比が 37～52

の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)ではFe2O3/MgOの比が 46

～65 の範囲である。ゆえに、Fe2O3/MgOの比では、安山岩より

流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都

岩屋神社の値である。一方、カルクアルカリ岩は静之窟海食洞窟

である（図 5-5）。 
 

6.おわりに 
6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟海食洞窟・脳島洞

窟・静間神社・志都岩屋神社を表 6-1 のように示した。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 6-1.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 

静之窟海食洞窟 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 

静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 

揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 

 

図 6-1 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

6-2 は東経と標高との関係を図示した。東経が増大すると標高は低くなっているが判明した回帰方程式によると、標高＝

-145.6（東経）+19384・・・・(R2=0.080)のようになる。決定係数が 0.080 であるから一定の傾向が見られない。 
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図 6-1. 北緯と標高との関係 図 6-2. 東経と標高との関係 
 
6-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 

 

図 5-5.ケイ酸とFe2O3/MgOとの関係 
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静の窟海食洞窟の規模は、高さ 16.1or15.1or11.3m、奥行き 30.6 と 20.6m、横幅 18.0or30.0or19.5 である。ここで、右側の

値が調査データである。測量はレーザー距離計によるものである。静之窟海食洞窟（16.0or15.0or11.3m）の高さでは脳島洞

窟（9.1or11.4m）とより高い値である。静之窟海食洞窟の奥行き 30.6 と 20.6m は、脳島洞窟（より短い高い値である。静之窟

海食洞窟の横幅（18.0or19.5 or30.0m）は、猪目洞窟より狭く、脳島洞窟より広い値である（表 6-2）。 
 

表 6-2. 島根県、猪目洞窟・脳島洞窟・静之窟の測量値（m） 
洞窟町名 洞窟名 高 さ 奥行き 横 幅 備  考 

出雲市         

猪目町 
猪目洞窟 

9.9or           

10.0 

30.0or         

50.0 

30.0or         

33.0 

洞窟入口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。 

斜面洞窟。緑色凝灰岩。 

出雲市      

大社町 
脳島洞窟 

9.1or          

11.4 

27.8or    

28.2 

6.7or           

6.8 

窟口部：海抜 11.0m,高さ 2.2m、横幅 4.1m。  

窟内部：高さ 9.1m・奥行き 27.8m・横幅 6.8m。 

大田市  

静間町 

静の窟   

（左洞口と 

右洞口） 

15.1or11.3 or 

16.1 

30.6 左側、

20.6 右側 

18.0or19.5 

or30.0 

 眼鏡洞口で穴が左右に２ヶ所。洞内には鳥居と万葉

集の碑文がある。緑色凝灰岩。海水が洞口に流れる。

祭を行う。 4.1（右洞横幅）。4.0(左洞横幅） 

 
6-3.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とアルカリとの関係について  

表 6-3 によると静之窟海食洞窟は、ケイ酸とアルカリ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志

都岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸とNa2O+K2O関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さい

アルカリ流紋岩である。 

 
表 6-3.島根県、調査を行った洞窟と岩石の化学的特性 

洞窟と岩石名 ケイ酸とアルカリ関係 アルカリ性 ケイ酸とK2O ケイ酸とFe2O3/Mg  

猪目洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

脳島洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

静之窟海食洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 小 低カリウム カルクアルカリ 

志都岩屋神社 アルカリ流紋岩（AH） 大 高カリウム ソレアイト 

 
6-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸と酸化カリウムとの関係について  

表 6-3 によると、ケイ酸とK2Oから求めた静之窟海食洞窟の酸化カリウムは、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく志都岩屋神社

より遥かに小さい値である。ケイ酸とK2Oでは流紋岩は高いカリウム系列流紋岩。凝灰岩は中カリウム系列流紋岩である。 
 

6-5.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とFe2O3/MgOとの関係について  
Fe2O3/MgOの比では、安山岩(58～60)(wt.%)では 37～52 の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)では 46～65 の範囲である。

ゆえに、Fe2O3/MgOの比では、安山岩より流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋神社の値で

ある。一方、カルクアルカリ岩は静之窟海食洞窟である。 
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島根県大田市、「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居 

－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量値－ 

沢  勲*・石川勝典**・肥塚義明*** 

（大阪経済法科大学教授*・静間神社総代長**・洞窟環境 NET 学会事務局長***） 

The origin of the Shizuma Shrine and its Torii,  
"Mythical Country" Establishment Period,  

Oda-City, SHIMANE 
―Multilingual Translation in Japanese, English, Korean and Chinese， 

Survey Values of the Torii and Main Shrine― 
Isao SAWA*・Katsusuke ISHIKAWA**・Yoshiaki KOEZUKA*** 

 

ABSTRACT 
The Shizuma 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 Shizuma Shrine is the mythical Shrine 

which the two gods, Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukuna- hikona-no-Mikoto, chose as their temporary imperial 

palace while they would develop and manage the country's territory. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the 

cave. I is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. I moved shizuma Shrine 

dedicated to two God of Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukunahikona-no-Mikoto to the Tarumizu village nearby 

afterwards. 

I can summarize the enshrining place move of Shizuma Shrine as follows. 1. I founded it for 886 years. 2. I 

received an altar for 891 years. 3. A mountain cliff collapsed by a deluge in 1674. 4. I built it to 1734. 5. I called 

myself  Shizuma Shrine in 1790. 6. I authorized it to a village shrine in 1876. 

Main shrine and Torii of Shizuma Shrine are Kasuga Shrine-style structure and Hachiman-dorii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizuma Shrine is front 10.45m, 11.18m in depth, height 10.06. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizuma Shrine is front 8.68m, 9.36m in depth, 8.68m in height. 

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizuma Shrine. 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. 

 
キーワード：四ヶ国語(日英韓中)用語・由来・鳥居と社殿の測量値 

Keywords： Multilingual Translation in Japanese、English, Korean and Chinese・Origin, 

Survey Values of the Torii and Main Shrine 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 



2 
 

 

目次 

1．はじめに 

2.島根県大田市の地理と環境 

3.静間神社の由来と現代 

3-1.静間神社の由来(石川勝典より試料提供)      3-2.静間神社の由来(神社看板) 

3-3.静間神社の和文由来と今昔              3-4.静間神社の英文由来と今昔 

3-5.静間神社の韓文由来と今昔              3-6.静間神社の中文由来と今昔 

4.静間神社の社殿の写真と測量 

5.静間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 

5-2.島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

5-3.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

6.おわりに 

6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

6-2.島根県、調査を行った神社鳥居の回帰分析値 

謝 辞   参考文献 

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、「神話の国」である島根県出雲市、静間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。

静間神社の所在地は、〒694-0031 大田市静間町垂水 1765 番地、北緯 35 度 12 分 9 秒、東経 132 度 27 分 25 秒、標高

41m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。この地域の海岸には、第三紀中新世の大

森層に属するデイサイト火砕岩が分布している。層序は大森層（牛切層）・ 静之窟・半島部であり、主要岩相はデイサイトソ

レアアイト/カルクアルカリ系（安山岩・流紋岩）であり、放射年代（K-Ar）は 1450 万年前である。 

静間神社はかつて、大田市 静間町魚津にある静の窟内に鎮座していた。しかし、大波などの自然災害により社殿が崩壊

したことにより、同町にある垂水山へ遷座した。この神社の祭神である大己貴命は、大国主として広く知られる神で多くの別

名がある。これは神徳の高さを現すと説明されるが、元々別の神であった神々を統合したためともされる。別名としては、①大

国主神（おおくにぬしのかみ）- 大国を治める帝王の意 、②大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴

命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、③大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむ

ち）- 大国主の若い頃の名前 、④大汝命（おほなむち）-『播磨国風土記』での呼称、⑤大名持神（おおなもち）、⑥八千矛

神（やちほこ）- 矛は武力の象徴で、武神としての性格を表す、⑦葦原醜男・葦原色許男神（あしはらしこを）-「しこを」は強い

男の意で、武神としての性格を表す、⑧大物主神（おおものぬし）、⑨大國魂大神（おほくにたま）、⑩顕国玉神・宇都志国玉

神（うつしくにたま）、⑪国作大己貴命（くにつくりおほなむち）・伊和大神（いわおほかみ）伊和神社主神-『播磨国風土記』で

の呼称、⑫所造天下大神（あめのしたつくらししおほかみ）- 『出雲国風土記』における尊称、⑬幽冥主宰大神（かくりごとし

ろしめすおおかみ）である。（http://ja.wikipedia.org/wiki/大国主） 

大国主は多くの別名の他、妻子の数も多い。これは、古代に広い地域で信仰されていた証と言える。信仰の広がりと共に、
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各地域で信仰された神と統合し、妻や子供として位置づけられた経緯が考えられるからである。スサノオの娘の一人であるス

セリビメは、大国主の正妻とされる。皇室系図にある大国主の子孫関係は「古事記」によるものである（図 1-1）。 

 

伊邪那岐命 ━ 伊邪那美命

     ├───────────────────────────────┬────────────┐  

天照大御神 月読命 須佐之男命 

 │     ↓├────┐  

天忍穂耳命 ↓ 八島士奴美神

     ├───────────────────────────────┐ ↓  │ 

瓊瓊杵尊    邇藝速日命 ↓
布波能母遅久

奴須奴神
    ├───────┐   │ ↓  │ 

山幸彦   海幸彦 天香語山命 ↓
深淵之水夜禮

花神

 │      │ ↓  │ 

鵜茸草茸不
合尊

天村雲命  ↓ 淤美豆神  

     ├────────────┬─────┬──────┐   │ ↓  │ 

神武天皇
（初）BC711-

585
御毛沼命 稲氷命  五瀬命 天忍男命    大国主神 ← 天之冬衣神

                             ├──────┐  │ 

綏靖天皇（2）
BC632-549

神八井耳命  
余曾多本毘

売命
瀛津世襲命  事代主神 

 ├──────┐  

神
世
七
代
と
黎
明
期
の
皇
室
系
図

 

図 1-1. 神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 

 
静間神社の由来は、 ①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年(891)被授神位、③延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水で山崖崩

壊、④享保 19 年(1734)造営、⑤寛政 2 年(1790)静間神社と称、⑥明治 8 年 7 月 28 日郷社と⑦明治 44 年 2 月神饌幣帛料

供進神社指定之遍歴がある。 

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、静間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も必要である。 

調査では、静間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. 島根県大田市の地理と環境 

大田市は、島根県の中西部にある都市で、日本海に面している。石見地方内では、石東地域（石見東部地域）に位置し、

大田市、浜田市、益田市で石見三田（いわみさんだ）と呼ばれる。隣接する出雲市と共に県中部の中心地域となっている。

2007 年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」が世界遺産に登録された。 

面積は 436.12km²で、総人口は 37,061 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日）である。人口密度は 85 人/km²。 隣接自治体は

出雲市、江津市、邑智郡川本町、美郷町、飯石郡飯南町。市の木はうめ、市の花はれんげつつじで、市の魚はひらめであ

る。 

大田市の大半は旧安濃郡と旧邇摩郡である。但し大田市祖式町、大代町新屋・大家（新屋地区、大家本郷地区、北佐木

地区の一部）はかつての邑智郡、大田市山口町山口・佐津目は、昔の出雲国（旧簸川郡）にあたる。主な山岳は三瓶山（標

高 1126.2m）、大江高山（標高 808m）、鶴降山（標高 538.1m）、仙山（標高 537.5m）である。主な池沼は浮布池（三瓶町）、姫
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逃池（三瓶町）、室ノ内池（三瓶町）、上野池（大田町）、徳田池（富山町）である。主な河川は静間川水系（静間川、三瓶川、

忍原川、銀山川）、江の川水系（祖式川。神戸川水系 伊佐川）と潮川水系（潮川）である。 

大田市は、神話にも深く関わりがあるとされる。日本書紀によれば素戔嗚尊（スサノオ）は息子の五十猛命（イタケル）、娘

の大屋津姫命（オオヤツヒメ）、抓津姫命（ツマツヒメ）とともに新羅から出雲へと渡るが、その上陸地点は大田市仁摩町から

五十猛町にかけての海岸であったのではないかとする説がある。現在でも韓島（仁摩町）や韓郷山（五十猛町）といった地名

が残っており、五十猛町や大屋町の地名は五十猛命や大屋津姫命に因むものとされる。また、静間町には国造りにおいて

大国主命と少彦名命が国造りの際に仮住まいとしたという静之窟海食洞窟がある。 

一方、市東部に位置する三瓶山は古くは佐比売山と呼ばれ、出雲国風土記の国引き神話において火神岳（大山）とともに

島根半島を引き寄せてつぎ止めた杭であるという。 

 

 

  

図 2-1.北東アジアの大田市の海と陸地 図 2-2. 神社は、静之窟右方向の垂水 図 2-3. 等高線から見る Op の海と陸地間 

 
図 2-1 は北東アジアの大田市の海と陸地。図 2-2 の神社は、静之窟右方向の垂水。図 2-3 は等高線から見る Op の海と陸

地間である。 

 

3. 静間神社の由来と現代 

3-1.静間神社の由来(石川勝典より試料提供) 

1. 所在地： 大田市静間町垂水 

2. 祭神：大己貴命・少彦名命が主祭神。江戸期以降、村内にあった厳島神

社、八幡宮、大年神社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の祭神が

合祀されている。 

3. 例祭： 4 月 15 日［明治期までは旧暦 3 月と 9 月の］15 日） 

4. 沿革：万葉集に歌われた静の窟ゆかりの古社。仁和 2 年（886 年）創建、

延喜式に載せられた式内社。郷社は（昔は静同村のほかに大屋村と五十猛

村の一部を含んでいた。）。古代は静の窟内に鎮座していたが、大波による

社殿破壊で一度窟外に出た後、延宝 2 年（1674 年）6 月 25 日～29 日の大

雨により、27 日に山津波が発生し、社殿が崩壊したため、垂水山に遷座した。

明暦 2 年（1656 年）に大津波があり、社殿が破壊されたとの言い伝えが一部で伝えられているが、これについての歴史的根

拠は存在しない。おそらく、「津波」と聞いた後世の人々が、山津波を海の津波と誤って伝えたのであろう。 

 
写真 3-1. 静間神社の由来看板 
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3-2.静間神社の由来(神社看板) 

静間神社（式内・元郷社） 

祭 神：大己貴命・少彦名命。 

配祀神：田寸津姫命・田心姫命・市杵島姫命・大年神・若年神・倉稲魂神。 

境内神社：垂水八幡宮（息長足姫命・誉田別命・玉依姫命）、宇賀魂神社（倉稲魂神）、東照宮（徳川家康・磐長姫命・毛利

輝元）。 

沿革由緒：静間神社は、第 58 代光孝天皇の御代、仁和 2（886）年 2 月 8 日に創建されました。昔は魚津の静ノ窟に鎮座し

ていましたが、明暦 2（1656）年に魚津滝の前に遷座し、さらに延宝 2（1674）年 6 月 27 日、現在地に遷し祀られました。 

 大己貴命、少彦名命の二柱の神は、農民に鋤、鍬を与え、水稲の種子をまいて、田作りの方法を教えられました。また、人

間の病気はもとより、家畜の病気治療にも当たられた神々として、今の世でも日本各地で、病める人たちの深い信仰を集め

ています。 

 

3-3. 静間神社の和文由来と今昔 

静間神社の御祭神は、大己貴命と少彦名命である 。静間神社は、江戸期以降、村内にあった厳島神社、八幡宮、大年神

社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の 祭神 が合 祀されている。配祀は、田寸津姫命 ・田心姫命 ・市杵嶋姫命・ 

大歳神・ 若年神・ 倉稲魂神（宇迦之御魂神）の 6 神である。 

神社の創建は、光孝天皇（886）年である。昔の静間神社は魚津の「静ノ窟に鎮座し、万葉集に歌われたゆかりの古社であ

る。江戸初期まで洞窟の前には滝の前に 1000 軒という集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海中

に没したと伝えられる。 

静間神社の鎮座地移転は次のように要約できる。①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年（891）被授神位、③延宝 2 年(1674)6

月 27 日大洪水で山崖崩壊、④享保 19 年(1734)造営、⑤寛政 2 年(1790)静間神社と称、⑥明治 8（1876）年 7 月 28 日郷社

と⑦明治 44（1911）年 2 月神饌幣帛料供進神社指定之遍歴がある。 

静間神社の社殿と鳥居は春日造と明神系の八幡鳥居形である。静間神社における拝殿の規模は、正面 10.45m、奥行き

11.18m、高さ 10.06m である。さらに、静間神社における本殿の規模は、正面 8.68m、奥行き 9.36m、高さ 8.68m である。 

 

表 3-1. 島根県大田市、静間神社の詳細資料 

延喜式神名帳 
静間神社 石見国 安濃郡鎮座。延喜式に載せられた式内社 旧郷社(昔は静間の他に大屋村・五

十猛村の一部を含む)。 

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）。江戸期以降、村内にあった厳島

神社、八幡宮、大年神社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の 祭神 が合 祀されている。 

配祀  田寸津姫命 ・田心姫命 ・市杵嶋姫命・ 大歳神・ 若年神・ 倉稲魂神 

境内神社 
①垂水八幡宮、②息長足姫命、③誉田別命、④玉依姫命、⑤宇賀魂神社、⑥倉稲魂神、⑦東照宮、

⑧徳川家康、⑨磐長姫命、⑩毛利輝元 

キーワード 静間厳島大明神、静間八幡宮、静之窟、万葉集 

神社創建 光孝天皇仁和 2（886）年 2 月 8 日の創祀。延宝 2（1674）年 6 月 27 日、高波により崩壊 

鎮座地移転 

①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年（891）被授神位、③延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水で山崖崩壊、

④享保 19 年(1934)造営、⑤寛政 2 (1790) 年静間神社と称す、⑥明治 8（1875)年 7 月 28 日郷社と

⑦明治 44(1910)年 2 月神饌幣帛料供進神社指定之遍歴がある。 
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社格等 延喜式に載せられた式内社 旧郷社(昔は静間の他に大屋村・五十猛村の一部を含む) 

社殿 本殿：春日造     

境内社 静間天満宮、東照宮徳川 創建・ 仁和 2(886)年 

鎮座地 694-0031 大田市静間町垂水 1765 番地 御神徳 農業・病気治療のため 

位置 北緯 35 度 12 分 7 秒、東経 132 度 27 分 20 秒 

例祭 4 月 15 日 例大祭（明治期までは旧暦 3 月と 9 月の 15 日） 

祭祀対象 本来は岩窟を祀る。江戸時代は「静間厳島大明神」「静間八幡宮」と称していた。 

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

交通手段 JR 大田市駅よりバスで 10 分、静間平口下車徒歩約 20 分 

 

表 3-2.島根県大田市、静間神社の年表 

和 暦 西 暦 内       容 

仁和 2 886 光孝天皇仁和 2（886）年 2 月 8 日の創祀 

寛平 3 891 寛平 3 年（891）被授神位 

明暦 2 1656 大津波があり、社殿が崩壊されたとの言い伝えがいるが、歴史的に根拠がない。 

延宝 2 1674 

延宝 2（1674）年 6 月 27 日、高波により崩壊。鎮座地は当初静之窟の中に祭られていたその

後附近の魚津部落に移り、延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水山崖崩壊し現在地（垂水山）へ遷

座。 

享保 19 1734 享保 19 年(1734)造営 

寛政 2 1790 寛政 2 年(1790)静間神社と称 

明治 8 1876 明治 8 年 7 月 28 日郷社 

明治 44 1911 明治 44 年 2 月神饌幣帛料供進神社指定 

 

3-4. 静間神社の英文由来と今昔 

The enshrined deity of Shizuma Shrine is Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukuna-hikona-no- Mikoto. Shizuma 

shrine annexes Itsuku-shima Shrine, Hachiman-gu, Otoshi shrine, Tenman- gū, kareki Shrine which there 

was in a village Edo period later, and 15 enshrined deities are enshrined together now. Enshrined distribution 

is 6 God of Takitu-Hime-no-mikoto, Tagori- Hime-no-Mikoto, Itiki-Shima-Hime-no-Mikoto, Ohtoshi-no-Kami, 

Waka-Toshi-no-Kami, Uka- no-mitama-no-Kami.   

The foundation of the Shinto shrine is Emperor Koko (886) year. The old Shizuma Shrine is enshrined in the 

Shizu-no-Iwaya "Sea Cave" of Uozu and is the old shrine of a connection sung in Manyoshu tanka collection. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the cave. I 

is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. 

I can summarize the enshrining place move of Shizuma Shrine as follows. I founded it for 886 years. I 

received an altar for 891 years. A mountain cliff collapsed by a deluge in 1674. I built it to 1734. I called myself 
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Shizuma Shrine in 1790. I authorized it to a village shrine in 1876.  

Main shrine and Torii of Shizuma Shrine are Kasuga Shrine-style structure and Hachiman-dorii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizuma Shrine is front 10.45m, 11.18m in depth, height 10.06. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizuma Shrine is front 8.68m, 9.36m in depth, 8.68m in height. 

 

3-5. 静間神社の韓文由来と今昔（시즈마 신사의 유래와 역사） 

시즈마 신사에서 모시는 신은, 오오나무치노미고코와 수쿠나비코나노미코토이다. 시즈마신사는 에도시대 이후 마을 안에 

있던 이쯔쿠시마 신사, 하치만 신사, 오토시 신사, 텐만 신사, 고목 신사 등을 합병하여 현재는 15 제신이 합사 돼 있다. 

모셔진 신은 타끼츠키메토모, 타고리헤메노미고토, 이츠끼시마히메토모, 타이사이 신, 와카토시노 신, 와카노미타마 신을 

포함하여 6 신이다. 

신사의 창건은 광효천황 (886)때 이다. 옛날의 시즈마 신사는, 우오즈의 "조용한 굴에 진좌되었고, 만요슈의 노래책에도 

나온 오래된 신사이다. 에도 초기까지 동굴이 있는 폭포 앞에는 1000여 가구의 마을이 있었는데, 명력 2 년 (1656년) 4 

월 쯔나미로 순식간에 바다 속으로 침몰 한 것으로 알려졌다. 

시즈마 신사의 진좌지 이전은 다음과 같이 요약 할 수 있다. ① 인화 2 년 (886) 진좌, ② 관평 3 년 (891) 피주신위 ③ 

연옥 2 년 (1674) 6 월 27 일 큰 홍수로 산 절벽 붕괴, ④ 향보 19 년 (1734) 축조 ⑤ 관정 2 년 (1790) 시즈마 신사로 

명해짐 ⑥ 메이지 8 (1876) 년 7 월 28 일 향사 ⑦ 메이지 44 (1911) 년 2 월 신센헤이하크료 공급 신사로 지정된 

편력이 있다. 

시즈마 신사의 신전과 토리이는, 카스가 구조와 스타지오 계의 하치만 도리 모양이다. 시즈마 신사의 배전의 규모는 정면 

10.45m · 세로 11.18m · 높이 10.06 m 이다. 또한 시즈마 신사의 본전의 규모는 정면 8.68m · 두께 9.36m · 높이 

8.68m이다. 

 

3-6. 静間神社の中文由来と今昔（静间神社的中文由来与今昔） 

静间神社的祭神是大己贵命与少彦名命。静间神社于江户时期以后由原位于村内的严岛神社、八幡宫、大年神社、

天满宫及枯木神社等合并而成，现合祀有 15 尊祭神。配祀为田寸津姬命、田心姬命、市杵屿姬命、大岁神、若年神、

仓稻魂神（宇迦之御魂神）等 6 尊神。 

神社创建于光孝天皇年间的 886 年。过去的静间神社镇座于鱼津的静之窟，是万叶集所讴歌

的有渊源的古神社。据传，至江户初期在洞窟前面的瀑布之前曾有过 1000 户的村落，在明历 2

年（1656 年）4 月的大海啸中一瞬间被大海吞没。 

静间神社的镇座之地可以归纳为如下所述：①仁和 2 年(886 年)鎭座，②宽平 3 年（891 年）

被授予神位，③延宝 2 年(1674 年)6 月 27 日因大洪水而造成山崖崩塌，④享保 19 年(1734 年)

兴建，⑤宽政 2 年(1790 年)称为静间神社，⑥明治 8 年（1876 年）7 月 28 日被指定为乡社，⑦

明治 44 年（1911 年）2 月被指定为神馔币帛料供进神社。 

静间神社的神殿与鸟居为春日造与明神系的八幡鸟居型。静间神社拜殿的规模为正面宽

10.45 米，进深 11.18 米，高 10.06 米。而静间神社的正殿规模为正面宽 8.68 米，进深 9.36 米，

高 6.68 米。 

 

 

 
写真 4-1.静間神社 

鳥居の表札 



8 
 

 

4. 静間神社の社殿の写真と測量 

本殿（ほんでん）は、祭神を奉斎する建物で、御神体奉安の場でもあり、御神体が安置される中心の建物でもある。大神神

社のように三輪山を御神体として本殿を持たない神社もある。主な形式は、神明造り、大鳥造り、住吉造り、大社造り、春日造

り、八幡造りであり、本殿 ・神殿・正殿がある。本殿の規模は、正面から見る柱間の数で表示する。例えば、三間社とは、正

面に柱が四本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一間と数える。普通は、一間社が圧倒

的に多い、全体の九割以上を占め、残りは三間社である。 

神社本殿は、建築構造から身舎（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。向拝や流造と春日造の庇には、角柱を用いる。

円柱は正式の柱、角柱は略式の柱と規定する。野里住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、様式が厳重に

守られてきた日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）で分類できる。妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。

平入りは、神明造・流造・八幡造・日吉造がある。静間神社の社殿は、明神造系の春日造（かすがづくり）である。 

 
春日造（かすがづくり）は、春日大社に代表される神社本殿形式の一つである。妻入様式の春日造の有・無には、千木

（有）・鰹木（2・4 本：女神を祀る）・切妻造

り（有）・妻入り（有）・妻入屋根（有）・平入

り（無）・反り増し（有）に区分できる。この

様式から整理すれば、平入り以外の設

置が特徴である。大社造との違いは、鰹

木の数である。彩色がほどこされている。

正面に庇がある。掘立柱。向拝つき。女

神を祀る鰹木。千木の先端が垂直に切

断。曲線と彩色が導入された様式。正面

に庇（ひさし）。屋根を反らしたものが春日造の特色である(図 4-1～3)。 

 

    
写真 4-2. 静間神社の鳥居

と社殿正面 

写真 4-3. 静間神社の拝殿

内部 

写真 4-4.社殿右、天満宮 写真 4-5.社殿左、東照宮徳

川 

 
写真 4-2 は静間神社の社殿の正面。写真 4-3 は静間神社の拝殿内部である。静間神社の正面鳥居は明神鳥居系八幡

（はちまん）形である。理由は、八幡宮が合祀されているからである。 

 

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 

   

図 4-1.春日造の正面 図 4-2.春日造の平面 図 4-3.春日造の側面 
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間口・正面 奥行き 高さ 間口・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 中 11.18 大 10.06 小  8.68 中 9.36 中 8.68 中 

静間神社末社(右) 天満宮    1.26 1.51 3.72 

静間神社末社（左） 東照宮徳川   1.46 1.61 3.91 

志都岩屋神社 8.8 8.1 10.77 3.51 4.11 6.31 

志都岩屋神社 13.06 鏡岩 9.44    

 
石川勝典の資料によると社殿の様式（式内調査報告 21 巻）として、本殿は春日造り（明治 15 年再建）間口 2．5 間と奥行

き 1．5 間である。一方、拝殿は間口 5 間と奥行き 5 間である。レーザー距離計による計測では、拝殿が間口 10.45m、奥行き

11.18m で、高さ 10.06m である。本殿は間口 8.68m、奥行き 9.36m と高さ 8.68m である。島根県内で調査した神社と比較して

みると、拝殿の正面 10.45m は揖夜神社より小さく、志都岩屋神社より大きい。拝殿の奥行き 11.18m は揖夜神社と志都岩屋

神社より大きい。拝殿の高さ 10.06 は揖夜神社と志都岩屋神社より低い。一方、本殿の正面 8.68m、奥行き 9.36m と高さ

8.68m は共に揖夜神社より小さく、志都岩屋神社より大きい(表 4-1)。静間神社末社(右側)は天満宮で間口・正面 1.26m、奥

行き 1.51m と高さ 3.72m である（写真 4-4）。静間神社末社(左側)は天満宮で間口・正面 1.46m、奥行き 1.61m と高さ 3.91m

である（写真 4-5）。 

 

5. 静間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 

静間神社の鳥居は明神系の八幡鳥居である。八幡鳥居の特徴は、笠木端が斜めで、

鳥居笠木の両端を斜めに切り落した特徴があり、春日鳥居とよく似た形であり、楔がある

（図 5-1）。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・垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額

束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造の笠木・島木は斜め切

断、類似鳥居は石清水八幡宮等である。表 5-1 は、八尾市と西淀川区と島根県神社鳥

居の鳥居測量値である。神社の鳥居の柱間距離、貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と

上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 5-1.八尾市と西淀川区と島根県神社の正面鳥居比較（m） 

 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 

1 
八
尾
市 

渋川神社 4.00  4.07  4.50  5.03  5.27  

2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 

3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 

5 西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  

6 田蓑神社 3.05  3.13  3.41  3.97  4.12  

7 姫嶋神社 3.30  4.01  4.30  5.05  5.25  

 

図 5-1.明神鳥居系、八幡鳥居 
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8 大和田住吉神社 3.59  3.68  4.04  4.48  4.88  

9 福住吉神社 2.79  2.79  3.05  3.40  3.73  

10 鼻川神社 3.90  3.70  4.08  4.57  5.04  

11 五社神社 2.86  2.83 3.13  3.67  3.83  

12 大野百島神社 2.88  2.99  3.28  3.64  4.02  

13 

島
根
県 

揖夜神社 3.68 4.31 4.61 5.18 5.39 

14 静之岩 2.66 2.72 3.04 3.21 3.39 

15 静間神社 2.87 3.01 3.31 3.68 3.87 

16 志都岩屋神社 2.62 3.02 3.31 3.67 3.81 

  最大値 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  

  平均値 3.20  3.38  3.70  4.17  4.41  

  最小値 2.53  2.48  2.72  3.05  3.22  

 
鳥居の最大値では、柱間距離 4.45m である。貫の高さは下点 4.75m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上

点 6.27m である。鳥居の平均値では、柱間距離 3.20m である。貫の高さは下点 3.38m と上点 3.70m である。笠木の高さは下

点 4.17m、上点 4.41m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱間距離 2.53m である。貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m

である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。 

 

5-2. 島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

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。 

 

5-3. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 5-4 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。 
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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。 

 

６.おわりに 

6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟・脳島洞窟・静間

神社・志都岩屋神社を表 6-1 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。静間神社の北緯は南方で、東経は中間である。 

 

表 6-1. 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 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 

静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 

揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 

 
図 6-1 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 6-2 は東経と標高との関係を図示した。東経が増大すると標高は低くなっているが判明した回帰方程式によると、標高＝

-145.6（東経）+19384・・・・（R2=0.080）のようになる。決定係数が 0.080 であるから一定の傾向が見られない。 
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図 6-1.北緯と標高との関係 図 6-2.東経と標高との関係 

 

6-2.島根県、調査を行った神社鳥居の回帰分析値 
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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 6-2）。 

 

表 6-2.八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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島根県松江 市、「神話の国」成立期、揖夜神社の由来と鳥居 

－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量値－ 
沢  勲*・肥塚義明** 

（大阪経済法科大学*・洞窟環境 NET 学会**） 
The origin of the Iya Shrine and its Lava,  
"Mythical Country" Establishment Period,  

Matue-City, SHIMANE 
―Multilingual Translation in Japanese, English, Korean and Chinese， 

Survey Values of the Torii and Main Shrine― 
Isao SAWA*・Yoshiaki KOEZUKA** 

 
ABSTRACT 

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

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the 
cave. I is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. I moved shizuma Shrine 
dedicated to two God of oonamutinomikoto and sukunahikonanomikoto to the Tarumizu village nearby 
afterwards. 

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

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizunoiwaya. Furthermore, the writer 
found an incline and a decision coefficient by an equation of regression about kasagi( upper end of Torii and 
lower berth) and Nuki( upper end and lower berth). 

The writers studied the chemical characteristic of the rock about Shizunoiwaya which they investigated as 
follows. In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and (Na2O+K2O). Next, It is 
Low-potassium during from SiO2 and K2O relations. Finally I was proved to be calc-alkali from relations 
with SiO2 and Fe2O3/Mg. 

 
キーワード：四ヶ国語(日英韓中)用語・由来・鳥居と社殿の測量値 
Keywords： Multilingual Translation in Japanese、English, Korean and Chinese・Origin, 
Survey Values of the Torii and Main Shrine 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
 

1.はじめに 
本研究の目的は、国の文化遺産学として、地域に貢献する資料を後世に残す参考文献として作成したいからである。本

稿は、島根県松江市の揖屋神社東出雲町で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2012)報告の一部である。揖屋神

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

標高 3mに ある。 
既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、調査との規模と形態、成因等についての概要を把握し、構成要素の現象を
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示す事実を明らかにしたい。国内において、揖屋神社の研究に関する報告は少ない。住民発達史や環境変遷史との関わり

で、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 
調査では、揖屋神社における鳥居と社殿の測量を行った。この鳥居の測量値を用いて、島根県にある他の神社との比較

を行った。加えて、大阪府八尾市と大阪市西淀川区の鳥居測量値との比較検討も行った。その結果、鳥居の笠木(上端と下

段)と貫（上端と下段)について、回帰方程式による勾配と決定係数 係を数学的に解明できた。 
今後の研究課題としては、神社の保全と環境問題などがある。調査は短時間であったため、未解明の事項が少なくない。

今後も研究を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。測量した値は、回帰方程式の多項式に

よって解析を行った。さらに、観察を行った結果について報告する。 
 

2.島根県松江市東出雲町の地理と環境 
東出雲町は、島根県の北東に位置し、中海の南側に存在した町である。企業城下町であり、松江市のベッドタウンとして

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

 
図 2-1.北東アジア地域の地形と松江

市東出雲町の位置関係 

図 2-2.地図上では、揖夜神社（5235）の右下に黄泉

比良坂（5279）がある 

図 2-3.揖夜神社の平面図 

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

比良坂（5279）がある。図 2-3 は揖夜神社の平面図である。 
 

3. 揖夜神社の由来と現代 
3-1. 揖夜神社由来 

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

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

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

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

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

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

縄文時代

齊明御紀

五年 

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

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

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

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

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

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

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

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

て記述があり、日本書紀齊明天皇五年の条に「言屋社」、出雲国風土記に「伊布

夜社」、延喜式神名帳に「揖夜神社」の記述があり、平安朝以前から広く知られて

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

の御神階が授けられた記録があります。武将の崇敬も篤く、大内氏、尼子氏、毛

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

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

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

れている。 

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

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

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

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

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

（写真 3-2）。 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3-6. 揖夜神社の和文由来と今昔 

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

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

神社「倉稻魂命」である。 

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

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

ていた古社である。 

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

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

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

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

ある。揖夜神社における拝殿の規模は、正面 10.45m・奥行き 11.18m・高さ 10.06mである。さらに、揖夜神社における本殿の

規模は、正面 8.68m・奥行き 9.36m・高さ 8.68mである。 

 
表 3-2. 島根県大田市、揖夜神社の詳細資料 

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

テ]と記載。 

主祭神 伊弉冉命（いざなみのみこと：創造神、海の神、製鉄の神） 

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

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

キーワード 黄泉比良坂承伝、意宇六社  

神社創建 不詳。縄文時代から続く。式内社・揖夜神社に比定されている古社。 

社格等  式内社で六座と県社 旧社格 郷社、後に県社 

式内社 出雲國意宇郡 揖夜神社 

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

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

鎮座地 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229  

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

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

電話番号  0852-52-6888  Fax 番号  

社殿 拝殿 、本殿（大社造）、内部の造りは出雲大社とは逆の向き 

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

荷神社「倉稻魂命」 

交通手段 ＪＲ 揖屋駅下車 北側を東に 1km 

黄泉比良坂  承

伝承 

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

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

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

フヤ」と云う言葉から、後に「イヤ」「ユヤ」に変わる。 

意宇六社 

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

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

六所神社（島根県松江市大草町） 

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

穣、国家鎮護、海上守護、交通安全 他 ［対応業種］医療業／温泉業／酒造業 

黄泉比良坂  石

石碑 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-8.  揖夜神社の韓文由来と今昔（이야 신사의 유래와 역사） 

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

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

이나리 신사 "우카노미타마"가 있다. 

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

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

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

신사이다.  

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

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

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

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

하나로 신사에는 지금도 이즈모노 국조의 봉사가 있었다. 

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

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

8.68m이다. 

 
3-9.  揖夜神社の中文由来と今昔（揖夜神社的日文由来与今昔） 

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

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

社“事代主命”及稻荷神社“仓稻魂命”。  

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

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

社是在平安朝之前就广为人知的古社。 

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

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

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

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

云国造的效劳。 

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

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

 

4. 揖夜神社の社殿の写真と測量 
本殿（ほんでん）は、祭神を奉斎する建物で、御神体奉安の場でもあり、御神体が安置される中心の建物でもある。大神神

社のように三輪山を御神体として本殿を持たない神社もある。主な形式は、神明造り、大鳥造り、住吉造り、大社造り、春日造

り、八幡造りであり、本殿 ・神殿・正殿がある。本殿の規模は、正面から見る柱間の数で表示する。例えば、三間社とは、正

面に柱が四本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一間と数える。普通は、一間社が圧倒

的に多い、全体の九割以上を占め、残りは三間社である。 
神社本殿は、建築構造から身舎（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。向拝や流造と春日造の庇には、角柱を用いる。

円柱は正式の柱、角柱は略式の柱と規定する。野里住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、様式が厳重に

守られてきた日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）で分類できる。妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。

平入りは、神明造・流造・八幡造・日吉造がある。静間神社の社殿は、明神造系の大社造（たいしゃづくり）あるいは明神造の

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

れる神社本殿形式の一つである。妻入様式の大

社造の有・無には、千木（有）・鰹木（3 本：男神を

祀る）・切妻造り（有・への字形屋根）・妻入り

（有・）・妻入屋根（有）・平入り（無）・反り増し（有）

に区分できる。この区分から整理すれば、平入り

以外はすべて設置しているのが特徴である。入

口が片寄り。掘建柱。棟持柱。掘立柱。内部に中

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

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

 

    
写真 4-4.揖夜神社の本殿

入口 

写真 4-5.揖夜神社本殿、手

前：韓國伊太氏神社 

写真 4-6.揖夜神社の本殿

横、手前：三穂津姫神社 

写真 4-7.揖夜神社の本殿

後部屋根 

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

表 4-1.島根県、神社の拝殿と本殿の規模（m） 

神社名 
拝  殿 本  殿 

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

静間神社末社 天満宮    1.26 1.51 3.72 
静間神社末社 東照宮徳川   1.46 1.61 3.91 
志都岩屋神社 8.8 8.1 10.77 3.51 4.11 6.31 
志都岩屋神社 13.06 鏡岩 9.44    

 

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

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

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

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

である。 
 
 
 

 

 
 

 
  

写真 4-8.揖夜神社の末社、三

穂津姫神社 

写真 4-9.揖夜神社の末社、

三穂津姫神社裏 

写真 4-10.揖夜神社の末社、

恵比須神社（事代主命） 

写真 4-11.揖夜神社の末

社、天満宮。 

 

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

内にある神木である。 
稲荷(いなり:台輪(だいわ)の鳥居は、島木の下に構造的補強した大輪形。柱の上部、島木と接する箇所に台輪があるの

が特徴である。台輪鳥居と呼び、楔がある。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸

柱・内傾斜、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座

は無、亀腹・饅頭は有、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は伏見稲荷大社(台輪鳥居)等である。 
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写真 5-1.揖夜神社の正面鳥居は稲荷 写真 5-2.揖夜神社の稲荷神社（倉稲魂命） 写真 5-3. 揖夜神社の神木 

 
5-1. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の計測値 

表 5-1 は、八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の鳥居測量値である。神社の鳥居の柱間距離、貫高さ(下点と上点)、笠
木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 
表 5-1.八尾市と西淀川区と島根県神社の正面鳥居比較（m） 

 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 
1 

八
尾
市 

渋川神社 4.00  4.07  4.50  5.03  5.27  
2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 
3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 
4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 
5 

西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  
6 田蓑神社 3.05  3.13  3.41  3.97  4.12  
7 姫嶋神社 3.30  4.01  4.30  5.05  5.25  
8 大和田住吉神社 3.59  3.68  4.04  4.48  4.88  
9 福住吉神社 2.79  2.79  3.05  3.40  3.73  
10 鼻川神社 3.90  3.70  4.08  4.57  5.04  
11 五社神社 2.86  2.83 3.13  3.67  3.83  
12 大野百島神社 2.88  2.99  3.28  3.64  4.02  
13 

島根

県 

揖夜神社 3.68 4.31 4.61 5.18 5.39 

14 静之岩 2.66 2.72 3.04 3.21 3.39 
15 静間神社 2.87 3.01 3.31 3.68 3.87 
16 志都岩屋神社 2.62 3.02 3.31 3.67 3.81 
  最大値 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  
  平均値 3.20  3.38  3.70  4.17  4.41  
  最小値 2.53  2.48  2.72  3.05  3.22  

 
鳥居の最大値では、柱間距離 4.45m である。貫の高さは下点 4.75m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、

上点 6.27m である。鳥居の平均値では、柱間距離 3.20m である。貫の高さは下点 3.38m と上点 3.70m である。笠木の高

さは下点 4.17m、上点 4.41m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱間距離 2.53m である。貫の高さは下点 2.48mと上点

2.72m である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。 
 
5-2. 島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 
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図 5-1は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-1と式 5-2の勾配は、それぞれ 9.9（外
山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-1 と式 5-2
の決定係数は、それぞれ 0.974 と 0.966 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 5-1 と式 5-2 勾配は、それぞれ 1.525
と 1.478 でほぼ同じ値である。 

 
Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.525(柱間距離)－0.419 ……決定係数(R2 =0.972) …測量値………(5-1) 
Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.478(柱間距離)－0.461 ……決定係数(R2 =0.966) …測量値………(5-2) 

 

  
図 5-1.島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 5-2.島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 

 
Y(貫の高さ：上・計■) = 1.157(柱間距離) －0.117 ……決定係数(R2 =0.961) …測量値………(5-3) 
Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.107(柱間距離) －0.045 ……決定係数(R2 =0.947) …測量値………(5-4) 

 
図 5-2 は、島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図であるである。式 5-3 と式 5-4 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-3 と式 5-4
の決定係数は、それぞれ 0.961 と 0.947 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 5-3 と式 5-4 勾配は、それぞれ 1.157
と 1.107 でほぼ同じ値である。 

ここで、笠木の高さ式 5-1 と式 5-2 の決定係数（0.974 と 0.966）と貫の高さ式 5-3 と式 5-4 の決定係数（0.961 と 0.947）
を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。ここで、笠木の高さ式 5-1 と式 5-2 の勾配（1.525 と 1.478）
と貫の高さ式 5-3 と式 5-4 の勾配（1.157 と 1.107）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。 
 
5-3. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 5-3は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-5と式 5-6の勾配は、それぞれ 9.9（外
山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-5 と式 5-6
の決定係数は、それぞれ 0.869 と 0.818 である。笠木の高さにおける式 5-5 と式 5-6 勾配は、それぞれ 1.414 と 1.336 であ

る。 
 

Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.414(柱間距離)－0.118 ……決定係数(R2 =0.869) …測量値………(5-5) 
Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.336(柱間距離)－0.104 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(5-6) 
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図 5-3. 八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離

と笠木の高さ 

図 5-4. 八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離

と貫の高さ 

 
Y(貫の高さ：上・計■) = 1.121(柱間距離) －0.112 ……決定係数(R2 =0.845) …測量値………(5-7) 
Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.041(柱間距離) －0.052 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(5-8) 

 
図 5-4 は、八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-7 と式 5-8 の勾配

は、それぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008年）の計算方法を引用して表示し

た。貫の式 5-7 と式 5-8 の決定係数は、それぞれ 0.845 と 0.818 である。貫の高さにおける式 5-7 と式 5-8 勾配は、それぞ

れ 1.121 と 1.041 である(表 5-2)。 
 

表 5-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の回帰分析値 

鳥居の高さ 位置 
勾   配 決定係数 

島根県 県市区 島根県 県市区 
笠木の高さ 上 1.525 1.414 0.972 0.869 
笠木の高さ 下 1.478 1.336 0.966 0.818 
貫の高さ 上 1.157 1.121 0.961 0.845 
貫の高さ 下 1.107 1.041 0.947 0.818 

 
島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較

すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の

高さ(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。 
八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.414 と 1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配

（1.121 と 1.041）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上
端と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係

数は貫の決定係数より大である。 
ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、鳥居の上端は下端より大である。 
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6.黄泉比良坂 
6-1. 黄泉比良坂（遺跡） 

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

 

    
写真 6-5.黄泉比良坂池 写真 6-6.道反の大神（千引

石） 

写真 6-7.道反の大神（千引

石） 

写真 6-8.ドラマ撮影の準備 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

戸大神なり。 
 

7.おわりに 
7-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟・脳島洞窟・静間

神社・志都岩屋神社を表 7-1 のように表示した。北緯は 34 度 50 分 54 秒～35 度 26 分 23 秒間、東経は 132 度 27 分 25
秒～132 度 42 分 39 秒間で、標高は 8～340m である。 

 
表 7-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高 

洞窟と 
神社名 

郵便番号 住   所 北 緯（°′″） 
東 経

（°′″） 
標 高

（m） 
脳島洞窟 699-0761 島根県出雲市大社町鷺浦 1079-9 35.26.23 132.41.10 13 
猪目洞窟 691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 35.26.23 132.42.39 13 
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静之窟 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 
静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 
揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 
 

図 7-1 は北緯と標高との関係を図示した。北緯が増大すると標高は低くなっているが判明した。回帰方程式によると、標高 

＝1370（北緯）2－96858（北緯）+2E+06・・・・（R2=0.993）のようになる。決定係数が 0.993 であるから一定の傾向が見られ

る。図 7-2 は東経と標高との関係を図示した。東経が増大すると標高は低くなっているが判明した回帰方程式によると、標高 

＝-145.6（東経）+19384・・・・（R2=0.080）のようになる。決定係数が 0.080 であるから一定の傾向が見られない。 
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図 7-1.北緯と標高との関係 図 7-2.東経と標高との関係 

 
7-2.島根県、調査を行った神社鳥居の回帰分析値 

島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較

すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の

高さ(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である（表 7-2）。 
 

表 7-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の回帰分析値 

鳥居の高さ 位置 
勾   配 決定係数 

島根県 県市区 島根県 県市区 
笠木の高さ 上 1.525 1.414 0.972 0.869 
笠木の高さ 下 1.478 1.336 0.966 0.818 
貫の高さ 上 1.157 1.121 0.961 0.845 
貫の高さ 下 1.107 1.041 0.947 0.818 

 
八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.414 と 1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配

（1.121 と 1.041）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上
端と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係

数は貫の決定係数より大である。 
ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、鳥居の上端は下端より大である。 
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島根県邑南町 、「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居 

－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量値－ 

沢  勲*・三浦雄一郎**・肥塚義明*** 

（大阪経済法科大学教授*・島根県邑南町出羽公民館主事**・洞窟環境 NET 学会事務局長***） 

The origin of the Shizu-no-Iwaya Shrine and its Torii,  
"Mythical Country" Establishment Period,  

Ōnan-Chō, SHIMANE 
―Multilingual Translation in Japanese, English, Korean and Chinese， 

Survey Values of the Torii and Main Shrine― 
Isao SAWA*・Yuichiro MIURA**・Yoshiaki KOEZUKA*** 

 
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. 

 
キーワード：四ヶ国語(日英韓中)用語・由来・鳥居と社殿の測量値 

Keywords： Multilingual Translation in Japanese、English, Korean and Chinese・Origin, 

Survey Values of the Torii and Main Shrine 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
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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 



8 
 

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 
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図 7-1.北緯と標高との関係 図 7-2.東経と標高との関係 

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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万葉集と洞窟そのⅡ－「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分 

島根県大田市、同県邑南町、兵庫県高砂市 
由良 薫 

（大阪経済法科大学地域総合研究所・洞窟環境 NET 学会） 
Manyoshu （Collection of Ten Thousand Leaves） and Cave Ⅱ 

―Inspection of the Caves of Traditional Place “Shitsu-no-Iwaya” 
(Ohda-shi and Ohnan-cho, Shimane Prefecture and Takasago-shi, Hyogo Pref.)― 

                            Ｋａｏｒｕ ＹＵＲＡ 

 
ABSTRACT  

 This paper is second series by ”Cave and Manyoshu” (The Bulletin of Cave Environmental Net Society Vol.3) . 
I shall write the poem of  “Shitsu-no- Iwaya ( Shitsu stone chamber) ” in Manyoshu（Vol.3-355）.  

“Onamuchi (Okuninushi-no-Mikoto) and Sukunahikona-no-Mikoto lived in Shitsu-no-Iwaya; how many 

generations that have been passed by?” 

This location is not specific, There are at least five. Most popular of them are “Shizu-no-Iwaya” ( Ohoda City, 

Shimane Prefecture), “Shizu-noIwaya” ( Ohonan Town, Shimane Pref.), “ Ishi-no-Hohden” ( Takasago City 

Hyogo Pref.).  I shall write theories and characteristics each of them.  

This year is anniversary 1300, completed The Kojiki (oldest history book of Japan). Most popular God of 

Kojiki, “Okuninushi-no-Mikoto” is also main character of poem of Shitsu-no-Iwaya.  

 
キーワード：静之窟、志都の岩屋、石の宝殿、大国主命、少彦名命 

Keywords：Shizu-no-Cave, Shizu-no-Iwaya, Ishi-no-Hohden, Okuninushi-no-Mikoto, Sukunahikona-no-Mikoto 

［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
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1.はじめに 

「洞窟環境ＮＥＴ学会紀要第3号」で取り上げた「三穂の石室」(みほのいわや)に続いて、本稿では同じ万葉集の中で洞窟

について詠われている「志都の石室（しつのいわや）」について述べてみたい。前記「三穂」は、和歌山県美浜町三尾にある

洞窟とほぼ特定されているが、今回の「志都」は伝承地とされる場所が多く、一説によると少なくとも 5 か所あるという。そのう

ち主な伝承地とされる①島根県大田市静間町魚津の「静之窟」②同県邑智郡邑南町岩屋の「志都の岩屋」③兵庫県高砂市

阿弥陀町生石の「石の宝殿」―の 3 か所を 2012 年 8 月と 12 月に訪問。洞窟や岩石の状況を詳しく検分するとともに、地元

の顕彰作業などについても取材した。以下はその報告である。2012 年は、わが国最古の歴史書「古事記」が編纂されてから

ちょうど 1300 年という記念の年にあたるが、本稿で取り上げる万葉歌の“主人公”・大国主命（オオクニヌシノミコト）は古事記

で最も人気のある神で、物語全体を通しても極めて重要な役割を演じている。すなわち、少彦名命（スクナヒコナノミコト）と共

に国造りに励み、出雲地方を中心とした一大王国を築きあげる。やがてそれが、天照大神（アマテラスオオミノカミ）の末裔に

引き継がれ、倭国誕生へと繋がって行く。国造りの礎を築いた神々が活躍したと伝えられる地に立ってみてひとしお感慨深

いものがあった。 

 

2.万葉歌 

当該万葉集の歌は「生
おい

石
し

村
のす

主
ぐり

真人
ま ひ と

の歌一首」として巻 3（355）に収

められている。 

 大汝
おおなむち

少彦名
すくなひこな

のいましけむ志
し

都
つ

の石室
いわや

は幾代
いくよ

経
へ

ぬらむ 

＜大汝や少彦名の神がおられたというこの志都の岩屋は、いっ

たいどれほどの年月が経っているのだろうか＞ 

 オオナムチはオオクニヌシノミコトの別名で、古事記・上つ巻（神

代編）では、アマテラスオオミカミや須佐之男命（スサノオノミコト）な

どと並んで最もポピュラーな神である。スクナヒコナと協力して、国

造りにあたったとされる。農耕や医薬の知識にも通じ、災いを除く呪

術も駆使してよく民を収め、王国を築いた。以下、歌の背景を理解

するために、古事記の記述にしたがって、主人公であるオオクニヌ

シ、スクナヒコナの二神による「国造り」と、国を完成させた後、天つ

国（アマテラス）に譲り渡す「国譲り」の経緯をたどってみたい。 

 オオクニヌシについては、エピソードも数多く語られているが、「最

古のラブストーリー」とも呼ばれる「因幡の白兔（いなばのしろうさ

ぎ）」の話もその一つ。隠岐の島から本土に渡ろうとしたウサギがワ

ニ（サメ）を騙し、「どちらの仲間が多いか比べよう」と持ちかけ、ワニ

にずらりと並ばせて、その背中を飛びながら数を数えていった。最

後の 1 匹になろうとした時、得意になって騙したことをしゃべってし

まったため、ワニに捕えられ、赤裸にされてしまった。通りかかった

八十神（やそがみ）と呼ばれる神々（オオクニヌシの兄たち）に「潮

水をかぶって風に吹かれていると治る」と言われ、その通りにしたが
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痛みはひどくなる一方。最後に来たオオクニヌシの「真水で体を洗い、ガマの花粉を敷いてその上に休んでおれば治る」とい

う教えに従うと、ウサギは元の膚に戻り、元気を取り戻した―という話。ガマの花粉には止血や消毒効果があるとされ、その知

識を生かした“薬の神様”であることを示唆している。 

 オオクニヌシはまた、恋多き神でもあった。八十神たちがこぞって求婚しようとしたヤカミヒメはすべて断って、シロウサギの

予言通り、気持ちの優しいオオクニヌシを選ぶ。八十神たちの嫉妬でオオクニヌシは何度も殺されるが母の助けで生き返り、

5 代前の親にあたるスサノオノミコトからの厳しい試練にも耐えて国造りを進める。その過程で多くの女性と結ばれる。根の堅

州の国（ねのかたすのくに＝あの世）で、スサノオの娘のスセリビメと▽越国（こしの国＝北陸）を勢力圏に組み込む際、ヌナ

カワヒメと▽宗像神社（福岡）のタキリビメ…と結婚相手は全部で 6 ヒメ＝図参照。 

 
自身の名前もオオクニヌシノミコト、オオナムチノカミのほか▽ヤチホコノカミ▽アシハラシコオノカミ▽ウツシクニノタマノカミ

―と 5 つも持っている（同）。多くの神々が登場する古事記の中でもまさにスター的存在である。 

 国造りのパートナーであるスクナヒコナと出会うのは、出雲の美保の岬（島根県松江市美保関町）。オオクニヌシが海を眺め

ていると、彼方からガガイモ（蔓科の多年草。10 センチほどの実を割ると船のような形になる）で作った小さな舟に乗った小さ

な神がやって来た。これが天上に住むカムスビノカミの子で、名をスクナヒコナと言い、オオクニヌシとは兄弟にあたることが分

かった。以後、協力して国造りに励んだが、途中でスクナヒコナは、遥か彼方の常世の国へ旅立ってしまった。その後は海を

照らしてやって来た別の神・オオモノヌシノミコトの指示通り、大和の三輪山にその神を祀って国造りを続行、葦原中国（あし

はらのなかつくに＝地上の世界）を完成させた。 

 高天原（たかまがはら＝天上の世界）でこの地上の国の繁栄ぶりを知ったアマテラスは「この国はわが子孫が治めるべき

だ」として、次々と直系の神々を地上の国へ派遣、オオクニヌシらと接触させるが何度も失敗。4 度目の使者として降り立った

勇猛の神、タケミカヅチが強談判、オオクニヌシは自分の社として神の御殿のような壮大な建物をたてることを条件に国譲り

を承諾した。そして出来上がったのが今の出雲大社である、とされる。 

 ここまでが、オオクニヌシ、スクナヒコナにまつわる神話の概略である（物語はニニギノミコトの天孫降臨、ヤマトタケルノミコト

の東征へと続く）。古事記はあくまで神話であって、必ずしも事実に基づくものではなく、後世の偽造説まで出たりしたが、

1979 年 1 月、奈良市此瀬町の茶畑から「太朝臣安萬侶」という名前を刻んだ墓誌が出土。古事記の筆者である太安万侶

（おおのやすまろ）が実在の人物であることが分かった。さらに、1984 年 7 月、出雲市斐川町の荒神谷遺跡から 358 本もの

銅剣と銅矛 16 本、銅鐸 6 個が出土。1996 年 10 月には南へ 3.5 キロ離れた雲南市加茂町の加茂岩倉遺跡からも 39 個の

銅鐸が出土するなど古代の出雲地方に一大文化圏があったことが分かり、「出雲王国」の存在が大きくクローズアップされた。

出雲大社の本殿の高さは、創建時 48 メートル（現在は 24 メートル）とも伝えられ、古代建築技術で可能であったか疑問視さ

れていたが 2000 年、境内から 1 本の直径 1.4 メートルの杉の巨木を 3 本束ねた柱（宇豆柱＝うずばしら）の根っこが見つか

った。出雲大社の宮司家には、この 3本を束ねた柱を 9本あったとする図面が残されており、巨大な建物であったことが裏付

けられ、古事記が伝える世界が現実味をおびて来ている。 

こうした古事記の記述を背景に、表題の「大汝少彦名のいましけむ…」という万葉歌を詠むと、国造りに活躍したオオクニヌ

シ、スクナヒコナを偲ぶ作者の感慨が沸々と伝わって来る。作者の「生石村主真人（おいしのすぐりまひと）」は、続日本紀に

「大石村主真人」の名で登場する、実在の官吏ではないかとされている。続日本紀には、天平 10（738）年ごろ、美濃少目（し

ょうさかん＝従 8 位以下）、天平勝宝 2（750）年正月に正 6 位上から外従 5 位下になったと記されている（小学館 新編日本

古典文学全集 万葉集）。村主は渡来人に与えられた姓（かばね）だという（講談社文庫 万葉集全訳注（一））。 

作者が渡来系らしいと分かってみると、この歌全体が大陸系の雰囲気を醸し出して来る。スクナヒコナはある日、前触れも

なく海の彼方からやってきて、最初は名前も告げず、国造り半ばで忽然と常世の国に消えてしまうという特異な存在として描

かれている。オオクニヌシともども医薬や農耕の知識があるとされていることも渡来文化に通じるものがある。また、オオクニヌ
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シの 5 代前のスサノオノミコトについて日本書紀には、直接「天つ国」から出雲に降りたのではなく、いったん新羅（朝鮮半

島）に下り、舟で出雲へやってきた―という記述もある。 

遣唐使をはじめ、大陸との往来が盛んであった時期だけに、渡来系の雰囲気を持つ歌は、万葉集には他にも数多く搭載

されている。こうした時代背景も踏まえながら、「大汝少彦名…」の表題歌が詠まれた土地としてふさわしいのはどこか。以下、

主な 3 か所の伝承地を中心に、文献資料や実地に検分した結果も合わせて検討していきたい。 

 

3.「静之窟」（しずのいわや）＝島根県大田市静間町 

出雲大社から西へ約 40 キロ、大田市静間町魚津の日本海に面した入り江に、ぽっかり二つの入り口が開いた洞窟が「静

之窟」だ。案内板に沿って、小高い垂水地区の集落を抜け、海辺に降りる道端に「大田市指定文化財 天然記念物 静之

窟」などという二つの看板があり、以下のような説明が書かれている。 

＜静之窟は『万葉集』巻三に「大なむち少彦名のいましけむ志都の石室は幾代経ぬらむ」（生石村主真人）と歌われ、大

己貴命（オオナムチノミコト）と少彦名の二神が国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。江戸初期まで洞窟の前に

滝の千軒という集落があったが、明歴二年（一六五六年）四月の大津波で一瞬にして海中に没したと伝えられる。窟内は奥

行き四十五メートル、横幅三十メートル、高さ十五メートルほどあり、中央に万葉歌碑が建てられている。近くの垂水集落には、

大己貴命と少彦名命の二神を祀る静間神社がある＞ 

 大田市の天然記念物に指定されたのは平成 4（1992）年 12 月

16 日で、翌平成 5 年 9 月 30 日に設置された「静之窟一書」とい

う大田市教育委員会の看板の文章には、洞窟の形状がもう少し

詳しく書かれている。 

＜静之窟は大田市静間町魚津の海岸にあって、古く石見地方

の国造りに力をあわせて努力された大己貴命（大国主命）と少彦

名命の二神の仮の住まいであったとの伝承があり、洞窟は奥行き

三十八 m、幅十八 m、高さ十六 m に達し、洞底は清浄な海浜に

覆われ、現在では波浪が直接侵入することはまれであろうと思わ

れる。間口は大小二箇所あるが奥で一つになった岩屋である。こ

の岩屋を古くから静之窟といい伝えている。洞内の内壁や天井に

は、主として軽石質の火砕岩が露出しており、ほぼ南北方向に走

る節理もしくは小断層が何本か見られる。窟は、浸食に弱い部分

がこれらの弱線に沿って選択的に浸食が進んだ結果生じた海食洞である（後略）＞ 

 天然記念物に指定された当時は自由に洞窟内に出入りできたが、現在は内部の崩落が激しく、立ち入り禁止になっている。

今回我々は市教委の特別許可を取り、静間神社総代で地元の歴史にも詳しい石川勝典氏の案内で内部へ入り、計測を行

った。 

 洞窟の形状、生成経緯等詳細は同行した洞窟環境ＮＥＴ学会会長、澤勲博士の論文を参照してもらいたいが、前期二つ

の看板で違いが大きい洞窟の奥行きは最大 30.6 メートル、幅は同じく最大で 30.0 メートルで、高さは 16.1 メートルだった。

海に面して開いている二つの入り口は北側が幅 3.5ートル、高さ 3.7 メートル、陸よりの南側が幅 2.9 メートル、高さ 4.7 メート

ルの半円形で、北側はすぐ入り口まで波が寄せて来る。南側の入り口に高さ 3 メートル余の木製の鳥居が建っている。海水

の浸食による典型的な海食洞窟で、風による風食も加わって、内部は非常にもろくなっている。奥の方には天井から剥落し

たと思われる直径 1 メートルから数 10 センチ大の岩石が 10 数個転がっていた。また、かつて海面が高かったころは洞窟の

 

地図 1. 静之窟のある島根県大田市静間町 
Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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奥深くまで波が押し寄せて砂を運び込んでいたらしく、中央付近に 10 数センチの段差もできていた。 

 奥の中央部に高さ 3 メートル、横幅 1.1 メートル,厚さ 60 センチの自然石に、表題歌を刻んだ歌碑が建っている。大正 4

（1915）年の建立で、上部横書きの「静之窟」の題字は旧徳川家 16 代当主で貴族院議長も務めた徳川家達（いえさと）、歌

は出雲大社教創設者で司法大臣や東京府知事を歴任した千家尊福（せんげ・たかとみ）の筆になる。いずれも当代の一流

人であり、こうした大ものに揮毫を依頼、立派な歌碑にしようとした当時の関係者の力の入れようが窺える。周囲は石碑で囲

まれ、洞窟の“主”のようなたたずまいを見せていた。 

 さて、この「静之窟」が万葉歌の比定地だとする根拠は何か。案内していただいた石川氏は「石室（いわや）」という言葉に

注目。他の伝承候補地はいずれも大きな岩石が対象で、「室」には当たらない。「室」と言える洞窟の形状をしているのはここ

だけだ、と強調する。同氏によると、オオナムチ（オオクニヌシ）ミコトとスクナヒコナノミコトを主祭神とする静間神社は仁和 2

（886）年の創建で、元々静之窟の中にあったが、大波で社殿が破壊されたため、いったん窟外に出された。その後、延宝 2

（1674）年 6月 25 日―29日の大雨によった山津波が発生し、再び社殿が崩壊。現在の垂水山に遷座したもので、大田市の

説明文にある「明歴 2 年の大津波」は間違いだと指摘する。大規模な津波がこの辺りを襲ったという記録はまったくなく、「山

津波」が［津波」と間違って伝えられたのではないか、と石川氏はみている。 

 一方、江戸時代以降の文献を辿ってみると、江戸後期の国学者、平田篤胤（1776－1843）がここを比定地と主張する。

「式内社調査報告書第二十一巻」（皇學館大学出版部）によると、平田は著書「古史伝」19 巻で、「實の静岩屋は、安濃群静

間村の魚津と云う處にありて、里人は千畳敷といふ廣き石室なり」「此岩屋五町ばかり離れて垂水といふ處に式内なる静間

神社ありて、祭神は大名持・少彦名命なり、往時は此石室の傍に在しを…」と述べている。また、島根県史編纂主任だった野

津天藾氏は、歌碑建立に関連して書いた「邇摩郡（現大田市）に於ける出雲系神族遺蹟考」の中で、オオクニヌシら二神は

この石室に長く住んでいたのではなく、国造りの途中で一時的に立ち寄ったものだろうとし、「（平田篤胤が）少時静まり休息

せる處なる故の名か」と言ったのを「実際に近き説なり」と支持している。「静之窟」という名称は、少し休んで休息した＜静か

な所＞から来たものだろうというのだ (写真 1-1～1-3) 。 

 

  
 

写真 1-1.「静之窟」の前には、青々とし

た日本海が広がっている 

写真 1-2.岩屋入り口（右奥）の前に設

置された二つの説明板 

写真 1-3.鳥居が建つ洞窟の南側入り

口付近を計測する調査団 

 
 また、野津氏は二神を祀る神社、神跡地の多くが日本海岸に存在することも、オオクニヌシらが「静之窟」に留まったことの

傍証だとし、さらに、「出雲系諸神の日韓交流の結果なるべし」と、洞窟の前に広がる日本海を行き来した渡来系神々の存在

を示唆している。 

 また、万葉学者、犬養孝（1907－1998）も、この地を推す。「この歌の場合どこの伝説地を見ての感動とも定められないが、

静間のは日本海に面した大洞窟でいかにも歌の趣にかなうようである」（平凡社「万葉の旅下」）。犬養は「こんにちの人でさ
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え、ぞっと寒気のするような岬の大洞窟に、古代人が神秘と畏怖をおぼえて国土経営の神のすまいと伝えるのも当然のこと

だし、こうした洞窟を見上げて『幾代経ぬらむ』の感慨をいだくのもしぜんのことであろう」（前掲書）と、書いている。 犬養はさ

らに、「洞窟のなかから見る海の色は格別鮮明だ。誰一人、旅の人の来ないところだから海水も澄明のかぎりだ」と、訪れた時

の日本海の美しさを強調している(写真 1-4～1-6)。 

 

  
 

写真 1-4.右奥のくぼんだ所が北側の入

り口。すぐそばまで波が打ち寄せている 

写真 1-5.内部から見た二つの入り口。

高さは右側が 3.5、左側が 4.5m 

写真 1-6.屈の奥に建つ万葉歌碑。

1915 年の建立で、高さは 3m 

 

4.「志都の岩屋」（しづのいわや）＝島根県邑智郡邑南町岩屋 

 「静之窟」の大田市から南へ約 50 キロ、広島県境に近い山村の小

高い山の中腹に屹立する巨岩群が「志都の岩屋」と呼ばれ、こちら

は島根県の天然記念物及び名勝に指定されている＝昭和 54

（1979）年 8 月指定。数十個の岩の中でも一際大きい「鏡岩」がオオ

クニヌシ、スクナヒコナを祭神とする「志都岩屋神社」のご神体であ

る。 

 昭和 55（1980）年 4 月に旧瑞穂町（現邑南町）教育委員会が設置

した看板は神社の由来を以下のように書いている（原文のまま）。 

 ＜当社の発祥は縄文文化の時代から巨岩崇拝にあり、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、タタラ神と融合した古代信仰の場でもあった（地図 2）。 

万葉集、三の巻 生石の村人真人の歌  

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（略）。

こうした歴史的背景に弥山（標高六〇七 m）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・地質学的・植物学上極めて貴重な自然景観が存する＞ 

 邑南町出羽（いずわ）公民館主事で、志都岩屋神社氏子でもある三浦雄一郎氏の案内で現地を検分した。途中、「志都の

岩屋」と刻んだ大きな石碑が 2 基、さらに目立つ看板も建っていて、地元の人たちの景勝地保存への意欲が伝わって来る。

 

地図 2. 志都の岩屋がある島根県邑智郡邑南町岩屋 

Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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大鳥居をくぐり急な石段を上がると志都岩屋神社拝殿。山側に続く本殿の真後ろにご神体の鏡岩がどっかと鎮座している。

高さは本殿の屋根より高く約 9.4 メートル、幅は 14 メートルもある文字通りの巨岩だ。中央に太いしめ縄が張られ、岩の表面

にできた小さな穴には紙こよりが差し込まれている。参拝者が願いを込めて刺して行くものだという。神社の芳名帳には、この

年 1 月から 470 人の記帳があった。 

 鏡岩を回り込むようにして、弥山の急斜面を登って行くと次々巨岩が現れる。千畳敷▽奥の院▽天狗岩▽夫婦岩▽屏風

岩▽行者岩…名前の付いた岩だけでも20。10メートルを超える巨岩がいくつもある。一つ一つに木札が立てられ、歌が添え

られている。神社から弥山の頂上まで約 100 メートル、一巡りすると 1 時間はかかる。全部で 35 戸という岩屋地区の氏子の

人たちが登山道を整備。「老木が枝を交え昼なお暗く、太古の神代を偲ばせてくれる」（同神社景勝保存会冊子）雰囲気を

保っている。 

 この保存会冊子では、5 メートルから 6 メートルの 3 箇の大石に囲まれた数 10 センチの隙間から薄暗い奥が覗ける「奥の

院」を「二神が住まわれた場といわれ、このあたり松風がそよぐとき、岩間にきしむ音ありといわれる」と書いている。添えられた

歌も「あれはてし志都ケ岩屋の苔むしろ、いずこか神の御座なりけむ」と詠んでいる。岩の別名は「石の宝殿」。 

この岩の少し下にある「古志都岩」と名付けられた岩は、小さな洞窟状になっている。2 個の大石が両側を固める入口の幅

は 2 メートル、高さ 1.2 メートル。しめ縄が張られたその奥は暗く、2 メートル以上ありそうだ。保存会の冊子には「この窟の中

の小岩を神仙ともいう。神宿りの場として拝願してきた」とある。三浦さんも「もともとここがオオクニヌシらの関係した場所だと、

聞かされてきた」という。小さいながら「岩屋」を連想させる洞穴だ。 

 ここを万葉歌の比定地とする最も有力な拠り所の一つは、景勝保存会の冊子にも紹介されている江戸中期の国学者、本居

宣長（1730－1801）の随筆集「玉勝間」（1795～1812年、14巻）の記述だ。巻の九に「石見の國なるしづの岩屋」という項目

があり、以下のように記している。 

 ＜石見國邑智郡岩屋村といふに、いと大きなる岩屋あり、里人しづ岩屋といふ、出雲備後のさかひに近きところにて、濱田

より廿里あまり東の方、いと山深き所にて、濱田の主の領す地なり、此岩屋、高さ、卅五六間もある大岩屋也、又その近きほと

りにも、大きなるちひさき岩屋あまた有、いにしへ大穴牟遅少彦名二神の、かくれ給ひし岩屋也と、むかしより、里人語り伝へ

たり＞（岩波文庫「玉勝間」上 九の巻」）。ただ、宣長は＜万葉集巻三の巻なる哥の、志都の岩屋は、これならむかと思へど、

なほ思ふに、万葉なるはいかゞあらむ＞と、慎重に断定は避けている。 

 一方、同時代の国学者、加藤千蔭（1735－1808）が書いた「万葉略解」（1800 年、30 巻）では、次のように「志都の岩屋は

石見の国だ」と言い切っている。（成城大学大学院、堀野理香氏の論文参照） 

 ＜石見國邑智郡の山中に岩屋村と言ふ有りて、其山をしづの岩屋といひて甚だ大なる窟あり、高さ三十五六間ばかり、内

甚だ広し、里人の言伝へに、大汝少彦名の神の隠れ給へる岩屋なりと言ふ、祭神をばしづ権現と申すなり、こは正しく其里

人の語る所なり、此所此歌を以て附會するやうなる所には有らず、いと深き山奥にてよそ人の知らぬ所なり、然れば志都の

石室は是れにて、もしくは生石村主石見の國のつかさなどにて、彼國にて詠めるや＞ 

 ―ものすごい山奥で、よそ者が知るような所ではなく、作者も国の役人か何かでこの石見の国で詠んだものだ―というのだ。

万葉略解は万葉集の注釈書で、筆者は加藤（橘）千蔭だが、細部まで本居宣長に相談して書いたと言われ、志都の石室の

見解も宣長の説を取り入れたものとされている。 

平田篤胤がこの説に異を唱え、大田市の「静之窟」を比定地だと主張したことは前節で述べた通りである。 

前節ではまた、犬養孝が「歌にふさわしいのは、大田市の静之窟だろう」と書いていることにも触れたが、その犬養は邑南

町の「志都の岩屋」に、昭和 63（1988）年 11 月建てられた歌碑に表題の万葉歌を揮毫している。歌碑は神社境内の敷地内

にあり、幅 2.4 メートル高さ 70 センチの台座の上に、高さ 1.4 メートル、底辺 2.3 メートルの三角形の碑（生駒石）を乗せ、中

央に「生石村主眞人 大汝 少彦名乃 將座 志都乃石室者 幾代將經」と万葉仮名で刻まれている。「孝書」の署名がある。

裏面には「志都の岩屋神社の大改修に伴う記念として万葉歌碑を建立し幾千代の後世につたえる」とあり、「東大阪市石切
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町 竹内正幸」という寄進者の名前が記されている。 

「犬養孝揮毫の万葉歌碑探訪」（犬養孝・山内英正著、和泉書院）によると、近畿万葉会で万葉集を学んでいた竹内氏は

瑞穂町（現邑南町）小川内の出身で、志都岩屋神社が改修されることを知って、故郷への恩返しにと寄贈した、という。また、

同氏は平成 5（1993）年 5 月、歌碑の横に副碑を建てた。70 センチの台座の上に高さ 2 メートル、幅 1.2 メートルの縦長の

歌碑（中国・六方石）で、上段に読み下し文、下段に現代語訳を刻んでいる。 

現在も東大阪市にお住まいの竹内氏（80 歳）は「同郷の関西瑞穂会の集まりで神社の改修を知り、歌碑の建立を思いた

ち、万葉の勉強会で顔見知りだった犬養先生にお願いしました。副碑は書道家でもあった家内（香絮さん、平成 19 年死去）

が書きました。犬養先生から、歌碑は 1000 年でも 2000 年でももつものだから、と言われ、感無量でした。その後も 5 年ごと

に万葉の歌碑を訪ねる旅行をしており、来年も島根県に行く予定です」と、話している。歌碑の除幕式には犬養も参加して講

演をしたが、比定地について突っ込んだ話はなかったという(写真 2-1～2-6)。 

 

 
  

写真 2-1.岩屋入り口の石碑。島根

県天然記念物に指定されている 

写真2-2.志都岩屋神社の拝殿。左奥に

本殿、その奥にご神体の「鏡岩」がある 

写真 2-3.神社境内に建つ 2 基の万葉歌

碑。右は犬養孝氏の揮毫 

 

 
  

写真 2-4.ご神体の鏡岩（左奥）。

右側の本殿の高さ 9.4m、幅 14m 

写真 2-5.オオクニヌシらの住まいだったと

も伝えられる「奥の院」 

写真 2-6.小さな洞窟状になっている「古

志都岩」。“石室”の雰囲気が感じられる 

 

5.生石（おおしこ）神社・石の宝殿（いしのほうでん）＝兵庫県高砂市阿弥陀町 

遠く播磨灘を望む兵庫県中部、高砂市の宝殿山（標高 65 メートル）のほぼ中腹（標高 38 メートル）に生石神社はある（阿

弥陀町生石 171）。大鳥居から 3 つに分かれた急な石段（計 161 段）を上って絵馬殿から拝殿へ。更に本殿へと進むと、「石
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乃寶殿」という看板があって小さな遥拝所。その奥にご神体の巨岩が圧倒するように迫って来る（地図 3）。 

 祭神は前記 2 か所同様、オオクニヌシノミコトト（オオナムチ）とスクナヒコナ。「生石神社略記」は以下のように二神との関わ

りを記している。 

＜神代の昔大穴牟遅（おおなむち）少毘古那（すくなひこな）の二神が天津神の命を受け国土経営のため出雲の国より此

の地に座し給ひし時、二神相謀り国土を鎮めるに相應しい石の宮殿を造営せんとして一夜の内に工事を進めらるるも、工事

半ばなる時阿賀の神一行の反乱を受け、そのために二神は山を下り数多神々を集め、この賊神を鎮圧して平常に還ったの

であるが、夜明けとなり此の宮殿を正面に起こすことが出来なかったのである。時に二神宣はく、たとえ此の社が未完成なり

とも二神の霊はこの石に籠り永劫に国土を鎮めんと言明せられたのである。以来此の宮殿を石乃寶殿、鎮の石室と称して居

る所以である＞ 

  また、「鎮の石室」の形状及び神社の創建についてそれぞれ次の

ように書いている（原文のまま）。 

 ＜鎮の石室は三方岸壁に囲まれた巨岩の殿堂で池中に浮く東西に

横たわる姿である。その容積は三間半（約七㍍）四方で棟丈は二丈六

尺（約六㍍）である。(中略)池中の水は霊水にして如何なる旱魃にも

於いても渇することなく海水の満干を表はし又万病に卓効あるものと

云ひ伝えられている＞＜人皇十代崇神天皇の御代（西暦九七年）日

本全土に悪疫が流行して人民死滅の境にある時、ある夜二神が天皇

の夢枕に現れ「吾が霊を斎き祭らば天下泰平なるべし」とのお告げが

あり依って此所に生石神社が創建せられたのである。以来忽ち悪疫も

終息して天下泰平となる＞ 

 略記はこの後、神社の梵鐘の由来を書き、最後に「万葉の巻三」として、表題歌を万葉仮名と書き下し文で記している。歌

碑などはない。 

 オオクニヌシとスクナヒコナが国造りの途上立ち寄った所という位置づけは前記 2 か所（大田市・静之窟、邑南町・志都の岩

屋）と同じだが、石の宝殿誕生のいきさつについては諸説あり、特にその用途は未だに不明である。 

「石の宝殿」については、高砂市と大谷大学（西宮市）が合同で行った詳細な報告書がある（「石の宝殿調査報告書」2010

年 3 月、高砂市教育委員会）。報告書では、3 次元レーザー形状計測などによる綿密な計測と共に、巨大石を巡るあらゆる

資料を精査、その“ナゾ”に迫っている。 

それによると、石の宝殿は幅 6.48 メートル、高さ 5.56 メートル 奥行き（突起含まない）5.58 メートルの直方体。後面に角

が出たような四角錐の突起（幅2.47メートル、高さ2.94メートル、奥行き1.83メートル）がある。推定重量は464.9975トン（体

積約 203.5 立方メートル、比重 2.285）。両側面に幅 1.58 メートル、深さ 20 センチメートルの溝が彫られている。 

上部は石屑や土砂が堆積、樹木が繁って形状は不明だが、基部は四方がえぐり取られたようになっていて、そこに水がた

まって石全体が浮かんだように見える。このため、「浮石」とも呼ばれるようになった。石の表面はノミ加工の跡とみられるデコ

ボコがあるが、全体としては平らである。ただ、前面（社殿側）は赤色化がみられ、剥落があって、デコボコも著しい。周囲にし

め縄が巻かれている。 

大正 12 年（1923）9 月、史蹟表示柱が建立（旧史跡名勝天然記念物保存法）され、昭和 46 年（1971）4 月 1 日 兵庫県

指定史跡に指定（兵庫県文化財保護法）されている。 

 以上が観察、計測による石の宝殿の客観像だが、報告書は一方で古代からの文献を精査して、全体像を把握しようとして

いる。 

石の宝殿について書かれた最古の資料は「播磨風土記」（710 年代）であり、次のように書かれている。 

 
地図 3. 生石神社・石の宝殿がある兵庫県高砂市阿弥

陀町 Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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 ＜原の南に作石あり。形、屋のごとし。長さ二丈、広さ一丈五尺、高さもまたかくのごとし。名号を大石といふ。伝へて云はく、

聖徳の王の御世、弓削の大連の造れる石なりといふ＞。製作者を弓削の大連（物部守屋）で、聖徳太子の摂政時代（593－

622 年）に造ったとしているが、守屋は 587 年に死亡していて年代的に矛盾する。しかし、一般には、ほぼそのころと解釈さ

れている。 

播磨風土記が出来たのは 8 世紀初めだが、一般の人に知られるようになったのは江戸時代終り頃であった。石の宝殿の

存在はそれよりずっと以前から広く知れ渡っていた。このため、神社略記のように、オオクニヌシらが一晩で作り上げたといっ

た風土記の記述とは無関係な様々な伝説、伝承を生んできた。あまりの巨大さ、異様さから当初は神わざ、つまり「天人」「天

女」が作ったものとされ、信仰の対象になった。 

万葉集の「志都の石室」と関連して論じられるようになったのは江戸時代以降である。作者の生石村主真人は「大石村主」

であって、播磨国の人だとする説も明治から大正時代にかけての文献に残されている。しかし、これらはいずれも伝承の域を

でるものではなかった。一方で、人の手になるものだという人工説も江戸時代から唱えられるようになった。文献とは別に石の

宝殿そのもののを対象とした客観的・科学的な調査研究も 1912 年以降に深まり、製作過程や用途などについても諸説が展

開されて来た。 

こうした調査・研究の積み重ねで、現在では石の宝殿が「人工物」であることは否定し難い事実と結論付けられている。前

掲高砂市の報告書によると、石の宝殿は、周囲の岩盤を「コ」の字型に削り取るようして作ったもので、表面にはノミで削った

痕跡がある。調査に携わった大谷大学史学研究所の魚津知克氏は、宝殿本体が後ろに 1 度ほど傾いているのに、後面突

起部はほとんど水平で、位置もやや上にずれていることなどから、奥側の岩盤掘削と本体部分の掘削は別のグループによっ

て同時並行で行われたのではないかと、指摘している（「播磨における古代・中世寺院の造営背景と地域伝承についての考

古学・歴史学研究」市民公開シンポジウム レジュメ「石の宝殿と竜山 1 号墳、そして法道伝承」）(写真 3-1～3-3)。 

 

 

  

写真3-1.大鳥居から本殿まで161段

もの急な石段が続く 

写真 3-2.拝殿の奥に「石の宝殿」の看

板。その奥がご神体の巨岩 

写真 3-3.西側上部から見た「石の宝

殿」。手前斜面の岩盤を削ったらしい 

 
また、魚津氏は、「これまでの調査、研究から築造年代は 7 世紀中葉から後葉にほぼ絞られた」とし、「多数の専門技術者

を動員しえたという点を重視すれば、施工主は大王家あるいは上宮王家、もしくは曽我氏のような有力氏族であろう」と指摘

している。宝殿山を含む竜山山塊が凝灰岩類からなる岩山で、すぐ近くには家型石棺を持つ横穴石室・竜山 1 号墳もあり

（前掲報告書）、魚津氏は奈良県の益田岩船古墳や牽午子塚など飛鳥時代の石造物や墳墓との関連性に注目している。 

このように石の宝殿は「人工物」とされたが、用途は石棺式石室なのか、祭壇なのかあるいはシンボル的なものなのか―な

ど、まだ不明な点が多い。1300 年以上前の万葉人が畏怖の念を抱いたとしても何の不思議はなく、様々な伝説を生んでき

たのももっともと思われる奇岩ではある(写真 3-4～3-6)。 
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写真 3-4.高さ 5.6m の石の側面には

幅 1.6m、深さ 20cm の溝が彫られた 

写真 3-5.石の下部がえぐり込まれ、水

に浮いたように見える 

写真 3-6.石の裏側には1.8mほどの出

っ張りを持つ角状の突起がある 

 

6.その他の伝承地 

6-1.粟嶋（あわしま）神社＝鳥取県米子市彦名町 
 粟嶋神社は鳥取県西部、境港から島根半島へと伸びる弓形の突起部の根元近く、中海に面した米子水鳥公園のそばに

ある。標高 38 メートルの小山の頂上、鬱蒼とした原生林に囲まれている。名前の通り元々は島だったが、江戸中期の埋め立

てで陸続きになった、という。冬になると麓の干拓地にはコハクチョウやオジロワシ等が飛来する。 

188 段の急な石段を登り切ったところが神社拝殿。創建年は不明で、何度か焼失再建を繰り返している。現在の社殿は

1936（昭和 11）年に建てられたもの。祭神は少彦名命。伯耆風土記の逸文には以下のような記載がある。 

 ＜少日子の命、粟を蒔きたまひしとき、莠
ほ

の実離離
さはにお

ひき。即ち粟に載り弾
はじ

かえ常世の国に渡りたまひき。故、粟嶋と云ふ＞

（スクナヒコナノミコトがお蒔きになった粟の穂が一杯に実り、その実にはじかれて常世の国へとお渡りになった。それで、粟

嶋と名付けられた、という）。 

日本書紀にはほぼ同じような内容で、次のように記載されている。 

＜亦日く、淡島
あわのしま

に至りて、粟の茎に縁
のぼ

りしかば、弾かれ渡りまして、常世郷に至りますといふ＞（別の伝えでは、淡島につ

いて、粟の茎にお上りになったところはじかれて常世の国へ行かれた）。 

いずれもオオクニヌシと協力して国造りに励んだスクナヒコナがその途中で、粟にはね飛ばされて、常世の国へと消えて行

った所がこの地だという言い伝えである。この話に基づいてスクナヒコナが神社の祭神となり、表題の万葉集の比定地の一つ

としても伝えられて来た。境内と水鳥公園に各 1 基、いずれも表題歌を刻んだ万葉歌碑が建っている。 

 神社の話によると、万葉集が大好きだった先代の宮司・故佐々木式好（つねよし）氏が、「ここが歌の詠まれた地だ」として、

米子市と相談して歌碑を平成 14 年から 15 年（2002～2003 年）にかけて建立したのだという。境内の碑は幅高さとも約 1.5

メートルのおむすび型の自然石。水鳥公園の方は高さ 1.8 メートルくらいの縦長の御影石。神社の祭神由緒碑にも同じ万葉

歌が刻まれている。 

 この神社は人魚伝説でも知られている。18 歳の少女が人魚を食べて 800 歳まで生き延びたという伝説で、「八百比丘」（は

っぴゃくひく）さんとも呼ばれている。また、この少女が引きこもったという小さな洞窟があり、その名も「静の岩屋」。万葉集と

の因縁が感じられる。 

 

6-2.潮御崎（しおのみさき）神社＝和歌山県串本町潮岬 
 本州最南端、潮岬灯台の近くにある神社で、祭神は少彦名命。和歌山県神社庁のＨＰによると、「景行天皇二十八（九八）
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年、御岬の『静之窟』から少彦名命を勧請したのに始り」、その後、静之峯から潮見の端へと遷座、明治 2（1869）年、灯台建

設に伴って、静之峯に戻って現在に至っている。一帯は台風が通過することが多く、神社は堅固な石垣で囲われている。ま

た、最初に鎮座した「静之窟」を思わせる洞窟が海辺にあるという。 

 スクナヒコナが祭神とされるのは、前述の粟嶋神社の項で取り上げた日本書紀の「亦日く、淡島に至りて…」の直前にある

以下の記述による。 

 ＜其の後に少彦名、熊野の御崎に行き至り、遂に常世の郷に適
ゆ

きます＞（その後、スクナヒコナは熊野の岬に行き、ここか

ら常世の国へ行ってしまわれた） 

 スクナヒコナが国造りの途中で常世の国へと旅立った地点を、潮岬神社は「熊野」だとし、粟嶋神社は「粟嶋」だとする。日

本書紀は二つの地名を続きの文章で書いているからややこしい。 

 ただ、潮御崎神社には白河天皇と花山法皇の歌を刻んだレリーフはあるが、万葉の表題歌はなく、和歌山県神社庁のＨＰ

も触れてはいない。 

  

7.おわりに 

 「大汝少彦名のいましけむ志都の石室は幾代経ぬらむ」という万葉歌が詠われた伝承地として、有力とされる 3 か所を中心

に計 5か所について検証してきた。3か所が海に沿った場所（2か所が日本海側、1か所が太平洋側）、2か所が山間部にあ

った。形状からみると、人が住めるような大きさの明らかな洞窟は島根県・大田市の「静之窟」1 か所だけ。同県邑南町の「志

都の岩屋」と兵庫県高砂市の「石の宝殿」は岩窟というか巨岩が対象だった。他の 2 か所は小さな“洞穴”がある、という程度

だった。万葉の歌碑は 3 か所にあった。 

 いずれも古事記や日本書紀、及び風土記（出雲国、播磨国及び伯耆国）の記述、あるいはそれらから派生した江戸時代

以降の文献や古来の伝承を根拠とするものであった。5 か所すべてがオオクニヌシとスクナヒコナの二神、あるいはスクナヒコ

ナ一神を祭神とする神社の中にあって、神社と一体になっている（静之窟だけは近世になって災害で近くの別の場所に移

設）。「石の宝殿」は、最近の科学的な調査で巨岩は「人工物」とほぼ断定されているが、神話としての神秘性は全面否定さ

れたわけではなく、神代の神秘性、それを歌った万葉歌の空気は色濃く残されている。 

ちなみに、代表的な万葉集の解説書である前掲の▽講談社文庫万葉集▽岩波書店「日本古典文学大系万葉集」▽小学

館「新編日本古典文学全集 万葉集」のいずれも、歌の場所は未詳としながらも、まず邑南町（瑞穂町、出羽村）の「志都の

岩屋」を挙げ、その後に大田市の「静之窟」、最後に高砂市の「石の宝殿」をあげている。小学館は「石の宝殿」については触

れていない。 

歌の主人公であるオオクニヌシ及びスクナヒコナは記紀の中でも最もポピュラーな神であり、万葉集には表題歌を含めて 6

首搭載されている。その一つは 

大汝少御神
すくなみかみ

の作らしし妹背
い も せ

の山を見らくしよしも（巻 7－1247） 
（オオクニヌシとスクナヒコナの神がお作りなった妹背の山を見るのはいいものだ―妹背の山は和歌山・紀の川沿いにある

山で、二神の国造りが出雲から大和、紀伊にまで及んでいたことを示す歌とされている） 

万葉の調べにのって1300年前の世界に浸れる楽しさは古事記や日本書紀に代表される豊かな神話があってこそ。「志都

の石室」を巡る伝説もその土地その土地で、独自の色合いを含みながら、格調高く語り継がれていくことを願ってやまない。 

 

謝  辞 

本稿作成にあたっては、大田市教育委員会生涯学習課課長補佐、竹内孝之氏▽静間神社総代、石川勝典氏▽邑南町



13 
 

出羽公民館主事、三浦雄一郎氏▽東大阪市、竹内正幸氏▽大手前大学史学研究所主任、魚津知克氏―の皆様には幾多

のご教示をいただきました。また、出雲市の鷺銅山を訪ねる会会長、梶谷実氏にも多大の便宜を図ってもらい、澤勲・環境ネ

ット洞窟学会会長には洞窟全般について教えを受けました。写真は同学会事務局長、肥塚義明氏および写真作家、紀多真

氏に全面的にお世話になりました。肥塚氏には、論文のレイアウトでもお手を煩わし、ジャーナリスト・佐藤孝仁氏には系図を

作成していただきました。記して感謝申し上げます。 

(2012 年 12 月 1 日受稿、2013 年 2 月 2 日掲載決定) 

 

参 考 文 献 

1）久松潜一他訳: 『古典日本文学全集本居宣長集』、筑摩書房、昭和 42（1967）年。 

2）小島憲之他校注・訳: 『新編日本古典文学全集万葉集①』、小学館、1971 年。 

3）高木市之助他校注: 『日本文学大系万葉集』、昭和 51（1976）年。 

4）式内社研究会編纂: 『式内社調査報告書 第二十一巻』、皇學館出版、1983 年。 

5）本居宣長著: 『玉勝間（上）』、岩波文庫』、1995 年。 

6）神野志隆光著: 『古事記と日本書紀天皇神話の歴史』、講談社現代新書、2005 年。 

7）植垣節他校注・訳: 『新編日本古典文学全集風土記』、小学館、2006 年。 

8）小島憲之他校注・訳: 『新編日本古典文学全集日本書紀①』、小学館、2006 年。 

9）犬養孝・山内英正著: 『犬養孝揮毫の万葉歌碑探訪』、和泉書院、2007 年。 

10）犬養孝著: 『改訂新版万葉の旅下』、平凡社ライブラリー、2009 年。 

11）中西進著: 『万葉集全訳注原文付』、講談社文庫、2009 年。 

12）坂本勝監修: 『図説古事記と日本書紀』、青春出版社、2009 年。 

13）山口佳紀他校注・訳: 『新編日本古典文学全集古事記』、小学館、2009 年。 

14）梅原猛著: 『葬られた王朝古代出雲の謎を解く』、新潮社、2010 年。 

15）高砂市教育委員会: 『石の宝殿調査報告書』、2010 年。 

16）勝部昭著: 『出雲国風土記と古代遺跡』、山川出版社、2010 年。 

17）門脇禎二著: 『古代出雲』、講談社学術文庫、2011 年。 

18）中西輝政・高森明勅著: 『古事記は日本を強くする』、徳間書店、2012 年。 

19）竹田恒泰著: 『現代語古事記』、学研パブリッシング、2012 年。 

20）大手前大学史学研究所:「市民公開シンポジウム法道仙人伝承と古代・中世の播磨」、2012 年。 

21）竹内正幸編: 『竹内美代子（香絮）作品集正幸（雅雪）絵画集』、平成 24（2012）年。 



 1 

大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量 

-物部守屋対聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、仏教戦争地- 

沢 勲*・小山博**・楠本正行***・朴永炅 *  

（大阪経済法科大学*・河内新聞社**・誓和工具株式会社***) 

History of the Yao Shrine and its Torii Ｓurveying, 
Mononobe Clan's Area in the Ancient Kawachi District, 

Yao-City, OSAKA 
―Moriya Mononobe vs. Prince Shotoku, Multilingual Translation in 

Japanese-English-Korean-Chinese of History, Buddhism Ｂattlefield ― 
Isao SAWA*, Hiroshi KOYAMA**, Masayuki KUSUMOTO***, Yong-kyung PARK* 

 
ABSTRACT 

We studies of an origin, a main shrine, a Torii and the stone garden lantern in Yao Shrine, 7-7-27 
Hon-mati, Yao-City. Furthermore, the origin of Yao 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 family of 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. 
①Worshipped Gods is 5 God of Umashimazi-no-mikoto, Homudawake-no-mikoto, Takemikazura-no-mikoto, 
Susanoo-mikoto, Sugawara-no-mitizane-kou. ②Enshrined Gods is Monobe's of same family is Saigou 
village and kido village of the old wakae county. A patron saint of Hon-Mati and Higashi-hon-Mati of 
existing Yao-city. It is patron saint of Saigou village that assumes Tentokuzi Zinguu-zi as Gozutennou-sha. 
③The Foundation is deplorable affair and is shrine ranking is the Shikinaisha and is old shrine ranking is 
village shrine (Sonsha).  ④Shrine Pavilions consists of honden  (Main-Hall), Kiriduma-Tumairi, Tile- 
Roofing, Miniature Shrine Building, HaidenWorship, Irimoya-Hirairi.  
⑤Kendal Massha consists of Takemikazuti-no-mikoto, Susanoo-no-mikoto, Sugawara-no-mitiza ne-kou, 
Uguisu-Shrine,Inari-Shrine, Hakuryuu-Ookami, Amatukami-tamamitu-Ookami, Tamahi me-no-ookami. 
⑥.Kendal Massha is two companies of Uguisu-zinja and Sugawara-zinja. On the other hand, it is 
Takemikazuti-no-mikoto, Susanoo-no-mikoto and Sugawara-no- mitizanekou on the east side of Honden 
(Main-Hall). Furthermore, it becomes Massha consists of Inari-Shrine and Hakuryuu-Ookami, Tama 

mitu-Ookami, Tamahime-no-ookami. ⑦Torii is "The first gate" in Omotesando, "two toriis" in the back 
approach to a shrine. ⑧Tourou is 12 Engines. 
 
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、鳥居 

Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of History，Main shrine consideration  

［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3 (2012),  -  pp］ 

 

目次 

1．はじめに 

2．八尾神社の由来 

2-1.八尾神社の和文由来と現在            2-2.八尾神社の英文由来と現在 

2-3.八尾神社の韓文由来と現在            2-4.八尾神社の中文由来と現在 

3．八尾神社の社殿の写真と測量 

3-1.八尾神社の社殿の測量と写真           3-2.八尾神社の社殿建築と近隣神社との比較 

3-3.八尾神社の末社の写真と測量 



 2 

4. 八尾神社の鳥居写真と数値解析 

4-1.八尾神社の鳥居の写真               4-2.八尾神社の鳥居の計測値 

4-3.八尾神社、鳥居の柱間距離と高さとの比較   4-4.八尾市 4 神社、12 基鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式   

5.八尾神社の石灯籠の写真と測量値 

6.おわりに 

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、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。八尾神社の所在地は、581-0003 大阪府八尾市本町 7-7-23、北緯 34 度 37

分 49.8 秒、東経 135 度 35 分 59.1 秒(図 1-1)、標高習得 13mで ある。八尾神社の詳細概要は、次のとおりである。 

延喜式神名帳は、“延喜式”に従って河内国若江郡式内社・栗須（くるす）神社（今は八尾神社と称す）。主祭神は、宇

麻志麻治（うましまじ）命・品陀和気（ほむだわけ）命は・武甕槌（たけみかずら）命・須佐之男（すさのお）命・菅原道真（す

がわらのみちざね）公の 5 神である。勧請神は、物部氏の同族、旧若江郡西郷、木戸両村（現八尾市本町と東本町の氏

神、牛頭天王社）として天徳寺を神宮寺とする西郷村の氏神である。関連天皇は、飛鳥時代第 31 代用明（ようめい）天皇

（587 年）が営まれ。862 年、平安時代第 56 代清和（せいわ）天皇より官社に預かる。関係氏族の”栗栖“は、現鎮座地一

帯を本貫とした古代氏族（物部氏の一族の栗栖連氏）である。 

文献によると、凡河内国造（おおしこうちのくにのみやつこ）・

志紀大県主（しきのおおがたぬし）・三野県主（みのあ がたぬ

し）・物部氏（もののべし）等がみられる。物部氏は大豪族であり、

物部尾輿（おこし）と守屋は大連（おおむらじ）として活躍した。守

屋は聖徳太子と蘇我馬子の連合軍によって、現八尾市内で滅

ぼされた。その後、聖徳太子と蘇我氏の黄金時代となる。高安山

麓に群集する古墳（6～7 世紀）はユニークである。 

古代国家、八尾市・八尾神社の周辺は地元・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。 

物部氏は八尾市、植田町と木の本町を本拠地とし、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。 

常光寺は、門前石碑より臨済宗南禅寺末で、八尾の地蔵さんで名高い。行基の創建で聖武天皇の勅願所であった。

南北朝の戦乱で焼失したが又五郎太夫藤原盛継が再興した。足利義満が参詣し、造営の材料を寄進し額を書いた。大

阪夏の陣には金地院崇伝の抱え寺として保護され、藤堂高虎はこの寺の縁側で敵の首実検をした。この廊下の板は、天

井に張り替えられて今でも血天井として残されている。寺宝も多く家光以降の歴代将軍の朱印状がある。8 月 23 日、24

日の地蔵盆は名高く、“河内音頭”による盆踊りは河内の名物である。 

国内において、神社鳥居の関連資料に関する報告は少ない。本稿を作成するにあたって、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。そして、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。さらに、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。 

本稿は、古代国家の命運を決定づけた仏教戦争の主要舞台としていた豪族住宅地にある八尾神社を多角的にとらえ

た実証研究の報告である。この地域の歴史背景を抑えつつ八尾神社の社殿、鳥居と石灯籠測量を行い、詳細なデータ

解析を行った。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係

数 学的に分析ができた。さらに、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。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、観察を行った結果に

ついて報告する。 

 

2．八尾神社の由来 

 

図 1-1.八尾神社付近の地図 
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2-1.八尾神社の和文由来と現在 

2-1a.八尾神社の由来 

八尾神社はもと栗栖神社と称し、現在は西郷・木戸両氏の氏神である。古代においては物部氏の一族栗栖氏の氏神

であったと思われる。八尾市の跡部に物部守屋の阿都の別業があったことからわかるように、八尾の近辺は物部氏関係

の氏神が多く住んでおり、栗須氏もその一つとして、

早くからこの地に住んだものと思われる。この地は、

古大和川(長瀬川)堤防から少し東へ離れたところ

で、まわりは幾分高く弥生時代より集落があったと

ころである。 

三代実録（901）によると、清和天皇の貞観 4

（862）年 4月12日、河内国正六位上から栗須神に

従五位下を授けられ、同年 11 月 11 日に官社に預

かることになった。 

 南北朝時代には、八尾神社のある西郷は、八尾

城のあるところとして、八尾荘の中心的な位置であ

った。したがって、八尾神社も八尾荘の中心的な神社であった。江戸時代、この神社は八尾西郷村の氏神で、牛頭天王

社といわれた。木戸村も与力氏子であった。明治維新後、社名を栗須神社に変えた。祭神の牛頭天王も変えられ、神仏

分離で宮寺の天徳寺も廃寺になって明治 5 年 4 月、木戸村の八幡社を合祀して、西郷・木戸村の氏神となった。明治 41

（1908）年 4 月 15 日社名を八尾神社と改称した（図 2-1 と 2-2）。 

 

2-1ｂ.清和天皇の貞観 4 年（862）4 月 12 日 

平安時代の第 56 代清和（せいわ、850-881 年）天皇の在位は 858-876 年。先代:文徳天皇、次代:陽成天皇、父親:文

徳天皇、母親：藤原明子、子女：貞明親王（陽成天皇）・貞保親王・敦子内親王・貞純親王・識子内親王 他多数、皇居：

大内裏。武門の棟梁となる清和源氏の始祖。外祖父藤原良房の後見の元、惟喬親王を退けて皇太子となる。858 年、文

徳天皇の崩御に伴い、わずか 9歳で即位したため、良房が外戚として政治の実権を握った。864年、元服していたにも関

わらず、良房を正式に摂政に任命。866 年、伴善男らによるものとされる応天門炎上事件が発生。876 年、第一皇子であ

る 9 歳の貞明親王（陽成天皇）に譲位。879 年、5 月に出家、その年の 10 月より畿内巡幸の旅に入った。880 年、3 月丹

波国水尾の地に入り、絶食を伴う激しい苦行を行った。水尾を隠棲の地と定め、新たに寺を建立中、左大臣源融の別邸

棲霞観にて病を発し、粟田の円覚寺に移されたのち崩御（881 年）。 

  

2-1ｃ.南北朝時代の天皇 
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空位 

 

北朝 4      

後光厳天皇 

1352-1371 

北朝 5     

後圓融天皇

1371-1382 

100 代 

後小松天皇 

1382-1392, 

1392-1412 

南朝

天皇 

96 代 

後醍醐天皇 1318-1339 

97 代 

後村上天皇 1339-1368 

98 代 

長慶天皇 1368-1383 

99 代 

後亀山天皇 1383-1392 

北朝 1-5 代と 96-100 代天皇（1331 年-1392 年） 

 

2-1ｄ.八尾神社、御祭神の宇麻志麻治命（うましまじのみこと） 

記紀神話の神。古事記によれば物部連（もののべのむらじ）・穂積臣（ほずみのおみ）の祖とある。親撰姓氏録では栗

栖連は饒速日命の子于摩志麻治命の後とある。◎宇麻志麻治命は饒速日命の子、于摩志摩治命の後也（河内国神別

栗栖連条）とある栗栖連の祖神、于摩志摩治命（宇麻志麻治命）とされたために、明治維新後に宇麻志麻治命に改め。

◎第 9代開化（かいか）天皇、異称： 稚日本根子彦大日日尊（日本書紀）／若倭根子日子大毘毘命（古事記）【わかやま

とねこひこおおひひのみこと】、父：孝元天皇、母： 穂積臣（ほずみのおみ）の遠祖鬱色雄命（うつしこおのみこと）の妹、

  

図 2-1.八尾神社平面図    

by Google 

図 2-2.八尾神社航空写真  

by Google 
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鬱色謎命（うつしこめのみこと）【日本書紀】。 

 

2-1e.八尾神社、御祭神の品陀和気命（ほむだわけのみこと） 

記紀系譜上の第 15 代応神天皇(5 世紀前後)。源氏の氏神とされて、霊威も強力な武神、文教の祖神。◎第 15 代応神

天皇(5 世紀前後)は、古事記』には、品陀和氣命（ほむだわけのみこと）、別名は大鞆和気命とある。この別名は天皇が生

まれた時、その腕の肉が鞆（とも。弓を射る時に左腕に巻きつける道具）の ように盛り上がっていた事に由来する。 

 

2-1ｆ. 八尾神社、御祭神の武甕槌命（たけみかずちのみこと） 

記紀神話の男神。第 10 代崇神天皇の御代、疫病流行のおりに崇神天皇が神袛を祀った神々の一柱。天孫降臨の時

に活躍された慈悲萬行の神。◎高天原の天神 の強力な意志として、軍事的な力を象徴する「正義の剣」の神霊として重

要な役割を果たした。 

 

2-1ｇ.八尾神社、御祭神の須佐之男命(すさのおのみこと) 

記紀神話の男神。記祀神話の男神。黄泉の国（よみのくに）から帰った伊弉諾尊（いざなぎのみこと）が禊祓（みぞぎは

らえ）をしたおりに、化生した神々の一柱。農神・疫神として信仰するものが多く、この神を祀る祭事はおおむね夏祭りを

主とする。◎日向橘小門阿波岐原（ひむかのたちはなのをどのあはきはら）で禊を行った際、鼻を濯いだ時に産まれたと

する。『日本書紀』では伊弉諾尊と伊弉冉尊 （伊邪那美命・いざなみ）の間に産まれた三貴子の末子に当たる。農神・疫

神として信仰するものが多く、この神を祀る祭事はおおむね夏祭りを主とする。天照大神（あまてらす）・月読命(つくよみ

のみこと)の弟。素盞鳴尊とも書く。速(はや) 須佐之男命、建速(たけはや)須佐之男命とも。大国主神の父。 伊邪那岐命

より海原を支配。 

 

2-1ｈ.八尾神社、御祭神の菅原道真（845-903） 

平安前期の人物で、5歳にして和歌を詠み、12歳で漢詩をものにした神童であったと言われる。弘法大師・小野道風と

共に書道の三聖。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。菅原是

善の三男。幼少の頃より学業に励み、平安時代の貴族、漢詩人、学者出身の政治家、昌泰 2（899）年に官位は従二位・

醍醐朝では右大臣にまで昇った。贈正一位・太政大臣。右大臣藤原時平と並んで国家の政務を統轄し、第 59 代宇多天

皇(887-897 年)に重用されて寛平の治を支えた一人である。 

ところが、藤原氏の策謀により 901 年大宰権師に左遷された。2 年後 903 年、門弟の味酒安行（うまさけやすゆき）が牛

車に乗せ大宰府に移り、大宰府にて波乱の生涯を閉じられた。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。 

 

   

写真 2-1.八尾神社の栗栖神社 写真 2-2.八尾神社教育委員会 写真 2-3.八尾神社例祭表示 

 

写真 2-1は八尾神社式内栗栖神社の石碑、写真 2-2は八尾神社教育委員会による石碑、写真 2-3は八尾神社例祭表

示である。 
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2-1ｊ.八尾神社（境内石碑より）http://www.geocities.jp/kitamejirou/new_page_60.htm 

祭神は宇麻志麻治命で延喜式内社である。 この地を本拠とした物部氏の一族、粟栖連（写真 2-1）がその租神を祀っ

たものであろう。古くから西郷・木戸両村の氏神で明治 41 年（1908）に八尾神社と改めた。八尾は、古くは矢尾・矢生・箭尾

とも書かれ、物部氏の一族で矢作りに従事

した「矢作部」がいたといわれ、また尾先が

八枚に分れた鶯の名所であったことから地

名となったとも伝えられる。 社殿の横には

「矢尾城址」碑がある（写真 2-2）。（八尾市

教育委員会） 

八尾神社の境内地は、560 坪の境内に矢

尾城祉の記念碑がある（写真 2-4 と写真

2-5）。昭和 6（1931）年 1 月のもので『楠朝

忠臣傳矢尾顕幸居城』とある。 

八尾神社は、もと栗栖（くるす）神社と呼ばれ、古代においては物部氏の一族栗栖氏の氏神であったと思われる。八尾

市の跡部に物部守屋の阿都の別業があったことからわかるように、八尾の近辺は物部氏関係の氏族が多く、栗須氏もそ

の一つとして、早くからこの地に住んでいたものと思われる。 

また、この地は旧大和川(長瀬川)堤防から少し東へ離れ、周囲は幾分高くなっていて、弥生時代から集落があった所

である。 

三代実録（901 年）によると、平安時代・第 56 代清和（せいわ、850-881 年）天皇（在位：858-876 年）の貞観 4（862）年

4 月 12 日に、河内国正六位上から栗須神に従五位下を授けられ、同年 11 月 11 日に官社となった。延喜式神名帳で、

河内国若江郡式内社・栗栖神社とされ、社格は旧村社。関係氏族は栗栖連。 

 南北朝時代（1333-1392 年）には、八尾神社のある西郷は、八尾城のある所として、八尾荘の中心的な位置であった。

したがって、八尾神社も八尾荘の中心的な神社であったことは間違いない。 

 江戸時代（1586～1911)年、この神社は八尾西郷村の氏神で、牛頭天王社といわれた。木戸村も与力氏子であった。 

明治維新（1868年）後、社名を栗須神社に変えた。祭神の牛頭天王も変えられ、神仏分離で宮寺の天徳寺も廃寺にな

って明治 5（1872）年 4 月、木戸村の八幡社を合祀して、西郷・木戸村の氏神となった。明治 41（1908）年 4 月 15 日社名

を八尾神社と改称した。境内の「矢尾城祉」碑は、昭和 6（1931）年に建立した。 

 

表 2-1.大阪府八尾市、八尾神社の日文詳細資料 

1 主祭神 
宇麻志麻治（うましまじ）命・品陀和気（ほむだわけ）命は・武甕槌（たけみかずら）命・ 

須佐之男（すさのお）命・菅原道真（すがわらのみちざね）公の 5 神。 

2 勧請神 
物部氏の同族、旧若江郡西郷、木戸両村（現八尾市本町と東本町の氏神、牛頭天王社）として天徳寺を神宮

寺とする西郷村の氏神。 

3 神社創建 不祥、神社の社格は式内社、旧社格は村社。 

4 例 祭 
元旦祭 1/1、とんど祭 1/15、節分祭 2/3、夏祭 7 月第 2 土、日、秋祭 10/15、                            

七五三祝祭 11/15、月次祭。 年 17 回の例祭。 

5 宮 司 友田 昭 （矢作神社）。 

6 鎮座地 581-003, 八尾市本町 7 丁目 7-27 （境内地 560 坪）。  

7 交通手段 近鉄大阪線 「八尾駅」南西 200m。 

8 緯 度 34.630335(34 度 37 分 49.20 秒)N と 135.599628(135 度 35 分 58.66 秒)E。 

9 標 高 13m。 

10 
電話 

・FAX 
 TEL072-993-4435。｛連絡先、矢作（やはぎ）神社（TEL072-922-1465）へ｝。 

11 社 殿  切妻造妻入、入母屋造平入、拝殿に接続、 瓦葺、神輿舎、社務所。 拝殿－入母屋造。 

12 境内末社 
 菅原神社の 2 社。本殿の東側、菅原神社、合祀殿－武寛槌命・須佐之男命・菅原道真。                                    

末社（稲荷社）－白龍（はくりゅう）大神、末社（稲荷社）－玉光大神・玉姫大神。 

  

写真 2-4.八尾城祉の記念碑 写真 2-5.八尾城趾の記念碑 
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13 鳥 居 
2 基、表参道にある「1 の鳥居：最高 4.70m」は大正 15（1882）年に建立。 

裏参道にある「2 の鳥居：最高 3.37m」は平成元（1989）年に建立。 

14 灯 籠 14 基（最高 2.50m）。 

15 ホームページ http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/m13_26_yao_yao.html 

 

2-2.八尾神社の英文由来と現在 

Yao shrine will be presumed and the guardian god shrine of Kurushu of Mononobe clan in ancient times. 
There were traces of office and remains of residential activity of Monobe clan. On the natural levee there 
was a settlement since Yayoi Period. 

Yao history of the shrine is as follows. Heian Period. The guardian god shrine of Kurushu was national 
shrine, in the era of Emperor Seiwa (858 to 876). The name of the Engishiki shrine was Kurushi shrine of 
the shikinaisya in Kawachi countries. 

In Northern and Southern Dynasties era (1333 to 1392), Saigo area where there was Yao shrine and 
castle was the center of the manor of Yao.  Yao shrine occupied an important position in this area.  

In The Edo period (1586 to 1911), Yao shrine was the tutelary god shrine of Saigo village.Kido village was 
also parishioners. 

In Since the Meiji period (from 1868), the name was changed to Kurushu shrine. Tentoku- temple which 
was core of this area became ruined by separating Shinto and Buddhist deities. 
  This shrine combined with the company Hachiman shrine, was tutelary god of the two villages, Saigo and 
Kido at 1872. This was renamed the Yao shrine at 1908. The monument of Yao castle was constructed at 
1931. 
 

表 2-2.大阪府八尾市、八尾神社の詳細資料  

1 
Worshipped 

Gods  
Umashimazi-no-mikoto, Homudawake-no-mikoto, Takemikazura-no-mikoto, 
Susanoo-mikoto, Sugawara-no-mitizane-kou. 

2 
Enshrined 

Gods 

Monobe's of same family is Saigou village and kido village of the old wakae county. A 
patron saint of Hon-Mati and Higashi-hon-Mati of existing Yao-city.  The patron saint of 
the Saigou village that assumes Tentokuzi Zinguu-zi as Gozutennou-sha. 

3 Foundation 
A deplorable affair. The shrine ranking is Shikinaisha. The old shrine ranking is village 
shrine (Sonsha).  

4 
Annual 

Festival 

New Year's Day Festival 1/1, Tondo Festival1/15, Setsubun Festival 2/3, Summer 
Festival 7/ Second (Saturday or Sunday), Autumn Festival 10/15,    753 Festival 11/15, 
Monthly Festival. 

5 Chief Priest Akira Tomoda (Yahagi shrine).  
6 Site 581-0003,  7-7-27 Honmati, Yao-city, Osaka（Precincts place :560 tsubos）. 

7 Access 200meters Northwest of “Yao Station” on Kintetsu Osaka Line. 
8 Latitude 34 degrees 37minutes 49.20seconds N and 135 degrees 35minutes 58.66seconds E. 
9 Altitude 13m、(34.630335(34°37′49.20″)N と 135.599628(135°35′58.66″)E。 

10 TEL・FAX TEL:072-993-4435  The {address to Yahagi Shrine (TEL:072-922-1465)}  

11 
Shrine 

Pavilions 
honden(Main-Hall), Kiriduma-Tumairi, Tile-Roofing, Miniature Shrine 
Building, HaidenWorship）、Irimoya-Hirairi. 

12 
Kendal 
Massha 

Takemikazutinomikoto, Susanoonomikoto, Sugawaranomitizanekou, Uguisuzinja、
Inarisha, Hakuryuu-Ookami, Amatukamitamamitu-Ookami, Tamahimenoookami. 

13 Torii "The first gate" in Omotesando, "two toriis" in the back approach to a shrine. 

14 Tourou 12 Engines. 

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_26_yao_yao.html  

 

2-3.八尾神社の韓文由来と現在（야오 신사의 유래와 현재） 

야오 신사는 원래 쿠르스 신사라고 불리웠으며，고대에는 모노노베 씨의 일족인 쿠르스 씨족이었다고 

생각된다. 야오시 아토베에 모노노베노 모리야의 아토의 별저가 있던 것으로부터 알 수 있듯이 야오 부근은 

모노노베 씨와 관계된 씨족이 많아, 크리스 씨도 그 하나로서 일찍부터 이 땅에 살고 있었던 것으로 보인다.  

또한 이 지역은 옛 야마토 강 (나가세 강) 제방에서 조금 동쪽에 떨어져 있고 주위가 조금 높게되어 있어서 

야요이 시대부터 취락이 형성되어 있던 곳이다. 

 삼대 실록 (901 년)에 따르면, 헤이안 시대 제 56 대 세이와 (850-881 년) 천황 (재위 :858-876 년)의 

죠우간 4 (862) 년 4 월 12 일, 카와치 국정 6 위상에서 크리스 신에 종 5 위하를 수여, 동년 11 월 11 에 

관사가 되었다. 연희식 신 명단에서 카오치국 와카에군무내사・쿠르스 신사로 되어, 신사의 격은 옛 마을의 

신사. 관계 씨족은 쿠르스와 관련되어 있다. 

 남북조 시대 (1333-1392 년)에 야오 신사가 있는 서향은, 야오성이 있는 곳으로, 야오장의 중심적인 

위치였다. 따라서, 야오 신사도 야오 장의 중심적인 신사였다는 것은 틀림없다. 

에도시대 (1586 ~ 1911) 에, 이 신사는 야오 서향 마을의 신사로, 우두 천왕사라고 불리웠다. 기도 마을도 

요리키 씨손이었다. 

 메이지 유신 (1868 년) 이후, 신사명을 쿠르스 신사로 바꿨다. 제신의 우두 천왕도 바뀌어 신불 분리 

정책으로 궁사의 천덕사도 폐사되어 메이지 5 (1872) 년 4 월, 기도 마을의 하치만 신사를 합사하여, 

서향·기도 마을의 조상신이 되었다. 메이지 41 (1908) 년 4 월 15 일 신사명을 야오 신사로 개칭했다. 경내의 

"야오 성사"비는, 쇼와 6년 (1931) 년에 건립했다. 

  
表 2-3.大阪府八尾市、八尾神社の韓文詳細資料  

1 모시는 신 
우마시마지노-미코토, 호무다와케노-미코토, 다케미카즈라노-미코토, 스사누- 미코토, 

스가와라노미치자네-코. 

2 권청신 
모노노베씨의 동족은, 구와카에군의 서향촌 과 목호촌이다. 현 야오시의 혼쵸와 

히가시혼쵸의 씨족신. 소두천황사로서 천덕사를 신궁사로 하는 서향촌의 씨족신.  

3 신사창건 미상. 신사격은 식내사이다. 구 신사격은 촌사이다.  

4 예 제 
설날제 1/1, 돈도제 1/15, 절분제 2/3, 하제 7/ 제 2(토,일), 추제 10/15,  753축제 11/15, 

월차제, 년 17회의 예제.   

5 궁 사  토모다 아키라 (야하기 신사에).  

6 진좌지  581-0003, 야오시 혼마치 7쵸메 7-27 (경내지: 560평). 

7 교통수단 킨테츠 오사카선 「야오역」남서 200m. 

8 위 도 34도 37부 49.20초 N와 135도 35부 58.66초 E. 

9 표 고  13미터.  

10 전 화   전화：072-993-4435  {연락처는, 야하기신사(TEL:072-922-1465)에} . 

11 신 전  본전, 절처조-처입, 카와라부키, 신여사 ,배전, 입안방조-평입. 

12 경내말사 
무옹퇴명, 스사지남명, 스가와라도 진공, 앵신사, 곡신신사, 백용대신, 옥광대신, 

옥희대신. 

13 도리이 표참도에 있는 「1의조거（최고 4.70m）」, 리참도에있는 「2의조거（최고 3.37m）」 

14 등 불  14기（최고 2.10m） 

15 홈페이지 http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/ yao-city/m13_26_yao_yao.html 

 

2-4.八尾神社の中文由来と現在 

    八尾神社八尾原称为栗栖神社，所供奉之神被认为是古代物部氏的一个氏族栗栖氏的氏族神。从在八尾市的迹
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部曾有过物部守屋的阿都别墅这一事实可知，在八尾的周围有很多与物部氏相关的氏族，栗栖氏亦作为物部氏的一

个氏族很早就居住在该地方。 

    此外，该地方离原大和川（长濑川）河堤东边不远，周围地势略高，从弥生时代起就有村落。 

  据《三代实录（901 年）》记载，在平安时代第 56 代天皇清和天皇（850-881 年，858-876 年在位）的贞观 4 年（862

年）4 月 12 日，栗须神由河内国正六位上被授予从 5 位下位阶，神社在同年 11 月 11 日成为官社。在延喜式神名帐，

神社被记载为河内国若江郡式内社・栗栖神社，神社等级为原村社，关联氏族为栗栖连。 

    在南北朝时代（1333-1392 年），八尾神社的所在地西乡作为八尾城的所在地曾为八尾庄的中心之地。因此，毋

庸置疑，八尾神社亦曾为八尾庄的中心神社。 

    在江户时代（1586～1867 年)，该神社所供奉的是八尾西乡村的氏族神，神社被称为牛头天王社。木户村亦曾为

与力氏子（祭祀同一个氏族神的居民）的居住地。 

    明治维新（1868 年）后，神社名称被改为栗须神社。所祭之神牛头天王亦被更改，因神佛分离宫寺天德寺亦成废

寺。明治 5 年（1872 年），因合祀了木户村八幡社的祭神，所祭之神成为西乡·木户村的氏族神。明治 41 年（1908 年）4

月 15 日，神社被改称为八尾神社。境内的“矢尾城址”碑建于昭和 6 年（1931 年）。 

 

表 2-4.大阪府八尾市、八尾神社の詳細資料  

1 主祭神 宇麻志麻治命，品陀和気命，武瓶槌命，须佐之男命，菅原道真公。 

2 劝请神 
物部氏的同一氏族居住之地为原若江郡的西乡村与木户村。劝请神为现八尾市本町与

东本町的氏族神，以及作为牛头天皇社将天德寺作为神宫寺的西乡村的氏族神。 

3 神社创建 不祥。神社级别为式内社，原级别为村社。 

4 定期祭祀 
元旦祭：1 月 1 日；爆竹节祭：1 月 15 日；节分祭：2 月 3 日；夏祭：7 月份第二个星期六、

日；秋祭：10 月 15 日；七五三祝祭：11 月 15 日；月度祭。 

5 宫司 友田昭（联系地址：矢作神社） 

6 供奉地 581-0003，八尾市本町 7 丁目 7-27（境内地面积：560 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 49.20 秒，东经 135 度 35 分 58.66 秒。 

9 标高 13 米 

10 电话、传真 电话 :072-993-4435，联系地址：矢作神社（电话：072-922-1465） 

11 神 殿 正殿，切妻造-妻入，瓦葺，神舆舍，前殿，入母屋造-平入。 

12 境内末社 武瓶槌命，须佐之男命，菅原道真公，莺神社，稻荷社，白龙大神，玉姫 大神。 

13 鸟 居 正面参拜道路的“一之鸟居”，背面参拜道路的“二之鸟居”。 

14 灯笼 12 个 

15 主页 http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/ yao-city/m13_26_yao_yao.html   

 

３．八尾神社の社殿の写真と測量 

3-1．八尾神社の社殿の測量と写真 

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。 
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図 3-1.春日造の正面 図 3-2.春日造の平面 図 3-3.春日造の側面 

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。 

図 3-1 は春日造の正面、図 3-2 は春日造の平面と図 3-3 は春日造の側面図である。大社造りの流れを組み、切妻造

り、妻入り、正面にだけ庇が付き、屋根を反らした特徴がある。奈良市の春日大社本殿の様式は、切妻造・妻入りは、入

口に向拝（廂）をつけ、彩色がほどこされている。 

 

八尾神社の社殿である春日造（かすがづくり）は、日本の神社建築様式の 1 つである。春日大社に代表される春日造

は、出雲大社に代表される大社造と同様に、切妻造・妻入であるが、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇（向拝）

を付したもの。庇と大屋根は一体となっている。屋根の反り、彩色など、寺院建築の影響を受けている。春日造の形式は、

切妻造・妻入であり、屋根には大社造同様の優美な曲線をもつである。屋根は柿葺、檜皮葺、銅板葺きなど。 切妻造の

破風（三角形の面）を正面に向け、破風の内側は懸魚などで装飾。屋根上には千木・鰹木が付けられている。手前に伸

びる向拝の勾配はきつくなく、優美な曲線を描く。壁は中央の 1 か所に観音開きの扉による開口部が設け、その他は板

壁とするのが普通である。 周囲に縁を設け、左右後方に脇障子が設けられることが多い。床は社造と同様に、通風性を

重視した床が高い構造。http://ja.wikipedia.org/wiki/春日造 

 

 

写真 3-1 は八尾神社拝殿側面で、写真 3-2 は八尾神社拝殿で、写真 3-3 は八尾神社拝殿と本殿全景である。 

 

八尾神社の社殿規模（表 3-1 と図 3-4）については、本殿は間口 4 尺 23 寸、奥行は 3 尺 9 寸、春日造、明治中頃の

建物である。幣殿：間口 2 間半、奥行：3 間 1 尺、大正 13（1925）年の建物。拝殿：間口 5 間半、奥行：2 間半、天保 12

（1841）年の建物。神輿社：10 坪半、 昭和 29（1975）年の建物、社務所である。社殿の高さ、横幅と奥行きの最大値はそ

れぞれ 4.40m、3.10m と 3.10m である。最小値はそれぞれ 1.80m、0.91m と 0.85m である。 

 

3-2.八尾神社の社殿建築と近隣神社との比較 

八尾神社の社殿の規模は、近隣の神社との比較を行った（表 3-1）。社殿の高さは許麻神社（8.00m）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。ゆえに、八尾神社の高さ（6.35m）

は許麻神社（8.00m）より低く、穴太神社と八尾天満宮より高い値である。 

 

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。八尾神社の間口は八尾天満宮より広く、穴太神社と許麻神社より広いことが分かった。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、次の順に狭くなっ

ている。ゆえに、八尾天満宮の高さと間口と奥行きは、4 神社の中で最小値である。 

 

   

写真 3-1.八尾神社拝殿側面 写真 3-2.八尾神社拝殿 写真 3-3.八尾神社拝殿と本殿 



 10 

 
 

神社名 高さ 間口 奥行 

八尾神社 6.35 9.95 4.11 

八尾天満宮 4.80 8.98 17.47 

穴太神社 5.84 10.50 12.73 

許麻神社 8.00 12.00 13.01 

 

表 3-1.近鉄八尾駅付近の社殿の規模（m）比較 図 3-4.近鉄八尾駅付近の社殿の規模（m）のグラフ 

 

 

3-3.八尾神社の末社の写真と測量 

本社の境内にある境内摂社（けいだいせっしゃ）または境内社という。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し、その境内や神社の附近の境外にある小規模な神社「摂社（せっしゃ）と末社（まっしゃ）」の呼称

である。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。区分として、格式は本社＞摂社＞末社の順とされ

る。その他、特別の由諸がある神社でもある。 

 

 
 

  

写真 3-4.八尾神社合祀殿－武

甕槌命・須佐之男命・菅原道真 

写真 3-5.八尾神社合祀殿－

武甕槌命・須佐之男命・菅原

道真 

写真 3-6.八尾神社末社

（稲荷社）－白龍大神 

写真 3-7.末社（稲荷

社）－玉光大神・玉

姫大神 

 

写真 3-4 は八尾神社合祀殿－武甕槌命（タケミカツチ）・須佐之男命（すさのお）・菅原道真公（すがわらのみちざね）の

3 神の正面を拡大(裏参道付近)で、写真 3-5 は八尾神社合祀殿－武甕槌（たけみかずら）命・須佐之男（すさのお）命・

菅原道真（すがわらのみちざね）公の 3神の全景(裏参道付近)で、写真 3-6 は八尾神社の末社(稲荷社)の白龍大神であ

り(裏参道付近)で、写真 3-7 は八尾神社の末社(稲荷社)の玉光大神・玉姫大神の神である(社務所の横)である。写真

3-8 は、過去には八尾神社の末社であった。 

 
 

神社名 高さ(m) 間口(m) 奥行(m) 

八神 1 1.80 0.91 0.85 

八神 2 4.40 3.10 3.10 

八神 3 2.10 0.80 0.80 
  

表 3-2.八尾神社の境内末社規模の測量値 図 3-5.八尾神社の境内末社規模のグラフ 写真 3-8 は過去の末社 

 

表 3-2 と図 3-5 は八尾神社の末社測量値である。高さは 1.80～4.40m 間にあり、八神 1 の高さは八神 2 と 3 の高さより

低い値である。ゆえに、最も低い値である。間口の横幅は 0.80～3.10m 間にあり、八神 2 は最も広く、他は 1m より狭い値

である。奥行きは 0.80～3.10m 間にあり、八神 2 は最も長く、他は 1m より短い長さであることが確認された。 
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4.八尾神社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。 

 

4-1.八尾神社の鳥居の写真 

   

写真 4-1.八尾神社正面鳥居 写真 4-2.裏参道鳥居 写真 4-3.裏参道の入口 

 

写真 4-1 は八尾神社正面鳥居にある石鳥居は表参道のものである、大正 15（1882）年に建立した」。写真 4-2 は.裏参

道鳥居は平成元（1989）年 10 月に井上クミ様の寄進により再建位した。写真 4-3 は.裏参道の入口である。 

 

4-2.八尾神社の鳥居の計測値 

表 4-2 は、八尾神社の鳥居測量値である。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 4-2.八尾神社の鳥居の計測値（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 八尾神社表正面 一の鳥居 1.30 0.42 3.12 3.77 4.07 4.47 4.70 4.87 

2 八尾神社裏参度 二の鳥居 1.00 0.31 2.40 2.67 2.91 3.22 3.37 3.50 

 

4-3.八尾市 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)・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 4-1 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 4-2 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 4-1 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。 
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図 4-1.八尾市 12 鳥居の笠木高さの比較 図 4-2.八尾市 12 鳥居の貫高さの比較 

 

図 4-3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。 

 

  

図 4-3.八尾市 12 鳥居の笠木と貫高さの比較 図 4-4.八尾市 12 鳥居の柱間距離と笠木高さ 

 

図 4-4 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神社の測量値であ

る。 

 

4-4.八尾市 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。矢印は八尾天満宮のデータである。図 4-5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……(4-1) 

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……(4-2) 

 

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。 
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図 4-5.八尾市神社鳥居の柱間距離と笠木高さ 図 4-6. 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、矢印

は八尾神社の測量値で、他は各神社の正面鳥居の測量値である。図 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(貫上の高さ■) = 0.985(柱間距離) +0.621  ……決定係数(R2 =0.926) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.873(柱間距離) +0.657  ……決定係数(R2 =0.912) …測量値……(4-4) 

 

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。 

 

5.八尾神社の灯籠の写真と測量値 

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。 

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。園路沿いに設置するのが一般的。雪見型…雪

見とは｢浮見｣が変化した語である。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。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、八尾神社の配置図である。 

 

 

図 5-1.八尾市、八尾神社の配置図 
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写真 5-1.八尾神社 1 拝

殿右の高さ 1.72m 

写真 5-2.八尾神社 2 拝殿

左の高さ 1.82m 

写真 5-3.八尾神社 3 拝殿右

の高さ 2.40m 

写真 5-4.八尾神社 4拝殿左

の高さ 2.50m 

 

写真 5-1 は八尾神社 1 拝殿右の高さ 1.72m、写真 5-2.八尾神社 2 拝殿左の 1.82m、写真 5-3.八尾神社 3 拝殿右

の 2.40m、写真 5-4 は八尾神社 4 拝殿左の高さ 2.50m である。 

 

    

写真5-5. 八尾神社5 中央

右の高さ 1.68m 

写真 5-6. 八尾神社 6 中央

左の高さ 1.70m 

写真 5-7.八尾神社 7 中央

正面間右の高さ 1.70m 

写真 5-8.八尾神社 8中央

正面間左の高さ 1.70m 

 

写真 5-5 は八尾神社 5 中央右の高さ 1.68m。写真 5-6 は八尾神社 6 中央左の高さ 1.70m。写真 5-7 は八尾神社 7 中央

正面間右の高さ 1.70m。写真 5-8 は八尾神社 8 中央正面間左の高さ 1.70m である。 

 

    

写真 5-9.八尾神社 9 正面右

の高さ 2.18m 

写真 5-10.八尾神社 10 正

面左の高さ 2.18m 

写真 5-11.八尾神社 11 稲

荷末社右の高さ 1.62m 

写真 5-12.八尾神社 12 稲

荷末社左の高さ 1.62m 

 

写真 5-9 は八尾神社 9 正面右のである。写真 5-10 は八尾神社 10 正面左の高さ 2.18m。写真 5-11 は八尾神社 11 稲

荷末社右の高さ 1.62m。写真 5-12 は八尾神社 12 稲荷末社左の高さ 1.62m である。 
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図 5-2.八尾神社の石燈籠の高さ（m） 

 

図 5-2 は八尾神社の 14 基石燈籠の高さで、2m 以上の石燈籠は 4 基である。 

 

６.おわりに 

6-1.八尾神社と周辺にある神社の境内末社の比較 

 

 

図 6-1.八尾神社、八尾天満宮、穴太と許麻神社におけり境内末社の比較 

 

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、

両書に未記載だが神宮との密接な関係により古くから祀られてきたものを所管社と称している。 

府県社以下の諸社（民社）については、境内神社・境外神社の呼称である。ここで、八尾神社を含む八尾天満宮、穴

太神社と許麻神社についての境内末社を測量したのが図 6-1 である。八尾神社の境内末社は 3 棟であり、八尾天満宮

は 4 棟であり、穴太神社（民社）は 1 棟、許麻神社葉 6 棟である。 

八尾神社2の高さは八尾天満宮、穴太神社と許麻神社より小さい値である。八尾神社 2の間口（横幅）は八尾天満宮、

穴太神社より広く、許麻神社より狭い値である。八尾神社 2の奥行きは八尾天満宮、穴太神社と許麻神社より長い距離で

あることが確認できた。 

 



 16 

6-2. 八尾市と西淀川区神社の笠木と貫の比較 

近鉄八尾駅付近の 4 神社は、八尾神社・八尾天満宮・穴太神社・許麻神社である。JR 八尾駅付近の 4 神社は、渋川

神社・樟本神社木の本・樟本神社北木の本・樟本神社南木の本である。西淀川区の 8 神社は、野里住吉神社・田蓑神

社・姫嶋神社・大和田住吉神社・福住吉神社・鼻川神社・五社神社・大野百島神社である。これらの 16 神社について正

面鳥居の高さを比較した結果である。 

 

  

図 6-2.西淀川区と八尾市の神社正面鳥居の高さ（地域別） 図 6-3.西淀川区と八尾市の神社正面鳥居の高さ順 

 

図 6-2は西淀川区と八尾市の神社正面鳥居の高さ（地域別）である。図 6-3西淀川区と八尾市の神社正面鳥居の高さ

（高さ順）である。鳥居の高い順から記述すれば野里住吉神社（6.27m）、許麻神社（6.00m）、渋川神社（5.27m）、姫嶋神

社（5.25m）の順に低くなっている。反対の低い順から大きい鳥居は樟本神社北木の本（3.22m）、福住吉神社（3.73m）、

樟本神社南木の本（3.81m）、五社神社（3.83m）である。 

図 6-2 と図 6-3 から笠木と貫の高さについて回帰分析を行った。図 6-4 は八尾市と西淀川区神社の笠木比較である。

図 6-5 は八尾市と西淀川区神社の貫比較である。 

 

  
図 6-4.八尾市と西淀川区神社の笠木比較 図 6-5.八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、図 6-4 から笠木の方程式を求めた。すなわち、笠木上

ではy = 0.996x3 -10.582x² +38.195x -41.979 と笠木下ではy = 1.180x3 -12.443x² +44.275x -48.655 である。図 6-5 から

貫の方程式を求めた。すなわち、貫上ではy = 0.821x3 - 8.737x² +31.624x -34.821 と貫下ではy = 0.850x3 - 9.038x² 

+32.545x -35.948 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。柱間距離 2.5m～3.0m間には第 1段階、3.0m～4.0m間には第 2段階、4.0m～4.5m間には第 3段階である。ここで、

第 1 段階と第 3 段階は勾配が大きく、第 2 段階の勾配は小さい値であることが確認できた。 
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6-3.八尾神社と周辺にある神社の石灯籠の比較 

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 6-6. 八尾神社周辺にある神社の石燈籠の高さ（m） 
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大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量 

－物部守屋対聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、仏教戦争地－ 

沢 勲*・小山 博**・上野 裕* 

大阪経済法科大学*・河内新聞社**・ 

History of the Yao-Tenmangu Shrine and its Torii Surveying,  
Mononobe Clan's Area in the Ancient Kawachi District, 

Yao-City, OSAKA 
―Moriya Mononobe vs. Prince Shotoku, Multilingual Translation in 

Japanese-English-Korean-Chinese of History, Ancient Buddhism War Place ― 
Isao SAWA*, Hiroshi KOYAMA**, Hiroshi UENO*  

 
 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 
 Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of 
History，Main shrine consideration  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3 (2012),  -  pp］ 
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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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大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居 

物部守屋対聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、仏教戦争地 

沢 勲*・小山 博**・呉  紅敏* 

大阪経済法科大学*・河内新聞社** 

History of the Anou Shrine and its Torii Surveying, 
Mononobe Clan's Area in the Ancient Kawachi District, 

Yao-City, OSAKA 
―Moriya Mononobe vs. Prince Shotoku, Multilingual Translation in 

Japanese-English-Korean-Chinese of History, Buddhism Ｂattlefield ― 
Isao SAWA*・Hiroshi KOYAMA**・Hong-min WU* 

 

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  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3 (2012),  -  pp］ 
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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。 

 

謝 辞 

 論文作成時には 谷畑孝衆議院議員・長野昌海（前八尾市議会長）氏から助言を頂きました。神社の巡検時には、関西大

学校友会八尾支部役員と会員の水野冨藏・佐々木裕子・松井幸一・垣内晋祐・中尾達夫氏の方にお世話なりました。本論

文作成にあたっては、資料提供のご協力を頂きました八尾市立歴史民俗資料館、ＮＰＯ法人やお文化協会の西辻豊理事

長と棚橋利光理事、さらに大阪府神社庁と大神神社の関係各位に感謝申し上げます。 

 神社の調査や測量時には、数回にわたってお世話になった松下工務店の新谷剛志氏、地域新聞の意志一氏および日

本カフェテリアの朝倉裕高・萱村冨久夫の各氏に厚く御礼申し上げます。和中訳には立川昌司社長と金洪傑氏に感謝申

し上げます。情報処理には、NPO 法人洞窟環境 NET 学会の肥塚義明事務局長に厚く御礼申し上げます。 

  (2012 年 12 月 1 日受稿、2013 年 1 月 25 日掲載決定)  

 

参 考 文 献 

1） 西辻豊：『八尾の道標』、八尾市郷土文化研究会、1981 年。 



 17 

2） 梶山彦太郎・市原実：『続大阪平野発達史－大阪平野の発達（1）』、古文物学研究会、1985 年。 

3） 八尾市立歴史民俗資料館：『八尾の歴史と文化財』、八尾市立歴史民俗資料館、1987 年。 

4） 八尾市役所：『八尾市史（前近代）本文編』、八尾市史編集委員会、1988 年。 

5） 小田清子・佐々木裕子他：『八尾の柏犬』、八尾市郷土文化研究会、1988 年。 

6） 谷野浩：『八尾の石塔』、八尾市郷土文化研究会、1988 年。 

7)  村川行弘・小林 博：『河内地域史-総論編-』、大阪経済法科大学出版部、1992 年。 

8)  児玉幸多：『日本史年表・地図』、吉川弘文館、1995 年。 

9) 大阪都市協会編：『西淀川区史』、西淀川区制 70 周年記念事業実行委員会、1996 年。 

10) 日下雅義：『平野は語る、6～7 世紀ころの大阪の自然環境』、大巧社、1998 年。 

11） 八尾らしいすまいづくり編集委員会：『八尾らしいすまいづくり』、八尾市、1998 年。 

12) 八尾市立歴史民俗資料館友の石造物部会：『八尾の地蔵さん』、八尾市立歴史民俗資料館友の石造物部会、2001 年。 

13) 池田硯編著：『地形と人間、大阪平野の古地理復元図』、古今書院、2005 年。 

14) 外山晴彦・サライ編集部：『 神社の見方』、小学館 第五刷、2005 年。 

15) 張英聘・范蔚：『中国の歴史と文明』、中央文献出版社、2006 年。 

16） 八尾市文化財調査研究会：『聖徳太子～伝説のなかの八尾～』、八尾市文化財調査研究会、2006 年。 

17) 根岸榮隆：『鳥居の研究』、第一書房、2007 年。 

18) 梨本敬法他：『 これだけは知っておきたい神社入門』、洋泉社、2007 年。 

19) 正木晃・中尾伊早子監修：『よくわかる! 神社 神宮』、PHP研究所、2007 年。 

20) 渋谷伸博：『日本の神社』、日本文芸社、2008 年。 

21） 八尾市立歴史民俗資料館：『八尾の到来文化』、八尾市立歴史民俗資料館、2008 年。 

22) やお暦民友の石造物部会：『八尾の灯籠』、やお暦民友の石造物部会、2008 年。 

23) 井上順孝：『図解雑学!神道』、ナツメ 第五刷、2008 年。 

24) 外山晴彦：『神社のことがよくわかる本』、東京書籍、2008 年。 

25) 山形明郷：『卑弥呼の正体』、三五館、2010 年。 

26) 洞窟環境NET学会：「大阪市西淀川区の神社研究」、http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html,2010。 

27) 沢 勲・肥塚義明・北川和孝：「大阪市西淀川区、野里住吉神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

28) 沢 勲・上野裕・西山正明：「大阪市西淀川区、田蓑神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

29) 沢 勲・石田信也・朴永炅：「大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

30) 沢 勲・西山正明・金世徳：「大阪市西淀川区、福住吉神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

31) 沢 勲・富田和広・肥塚義明：「大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

32) 沢 勲・上野裕・西山正明：「大阪市西淀川区、五社神社の由来と鳥居」、洞窟環境NET学会紀要、２号、2010 年。 

33) 棚橋利光：『八尾の史跡（新訂版）』、NPO法人 やお文化協会、2011 年。 

34) 香川宣子：「日本の始まりとユダヤの歴史』、医療情報誌シュネラ-Ｎｏ.79、2011 年。 

35) 沢 勲・水野冨藏・梶田梓聞・肥塚義明 ：「大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社（北木の本）の由来

と鳥居 」、洞窟環境NET学会紀要、３号、2012 年。 

 

http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html,2010


1 
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―Moriya Mononobe vs. Prince Shotoku, Multilingual Translation in 
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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］ 
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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。 

 



4 
 

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。 

 



10 
 

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 
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（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



14 
 

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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大阪府八尾市、古代郷土芸能、河内音頭の由来と手足技術 

自然体の研究・河内音頭の特徴・用語解説・由来の 4 ヶ国語 
沢  勲*・小山 博**  

（大阪経済法科大学名誉教授*・河内新聞社社主**） 

Origin of “Kawachi-Ondo”(Dance Song）and its Hands and Foot Technology, 
Ancient Local Performing Arts, Yao-City, OSAKA 

―The study of the natural posture, "a characteristic of Kawachi Ondo", Glossary,  
Multilingual Translation in Japanese-English-Korean-Chinese of Origin ― 

Isao SAWA*・Hiroshi KOYAMA** 
 

ABSTRACT 
We studied tradition leading in the dance of Kawachi-Ondo home, the birthplace, an origin, hands and feet 

technology of the dance, the term, Yao-City. Furthermore, the origin of Kawachi-Ondo home translated 

Multilingual translation (Japanese, English, Korea and Chinese) of history that supported the globalization 

era. About Kawachi-Ondo home environment, the writer analyzed data by a scientific management 

method.  

The dance of Kawachi-Ondo has really innumerable methods. Hands and feet technology needs the 

movement of Kawachi-Ondo. The most famous dance is called "mamekachi". The Mamekachi dance of 

Kawachi Ondo is a type of the standard dance. In one, Kawachi Ondo in contrast with art of hands technique 

of art of foot technique "stand before": mamekachi of the movement of the foot are included. However, 

Kawachi Ondo is different between the areas in each time, and evolution and a change are slightly seen.  

The contents of now and the bygone days of Kawachi-Ondo are gathered up as follows. Characteristic of 

Kawachi -Ondo is middle art of Singing art and Narrative art. In other words, it is a relative of Roukyoku.  

The subject of the art is a case, chivalrous spirit, a great man, a thing of the human feeling.  In 

Kawachi-Ondo, Narrative and Singing  are performed at the same time. It is One-Ichiseki which is 
aggregate of One-Knob（Fushi） puts Story on Knob（Fushi）, and to sing by the last from a beginning. It is 

approximately 20 minutes in standard time. The time of the knob (music) is two beats through the whole. 

The tempo of the music is for oar use and the stage (room). The intonation makes an entertainment having 

high flexibility with a basic form and arrangement form. A musical instrument is a drum, a samisen, a 
guitar. ⑨ Score is a characteristic not to have score. I arrange it from the free themes and tell Narrative and 

Singing.  When I dance, it is to refer to the next matter. A body, a face, the eyes face the line at the same 

time. It is to clap the both hands in an ear side. The shoulder turns to the side. The high means of 

transportation is free. 

 
キーワード：河内音頭の歴史と用語、古代郷土芸能、由来の 4 ヶ国語、手足技術 

Keywords：The history and term of Kawachi-Ondo, Ancient Local Performing Arts, Multilingual 
Translation in Japanese-English-Korean-Chineseof Origin, Hands and Feet Technology 
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謝辞 参考文献 別表 河内の音頭に関する用語解説 

1. はじめに 

八尾市の古代においては 河内湖 がこの付近まで広がっていたと考えられている。旧大和川流域の肥沃なデルタ地帯と

して、弥生時代から耕作が行われていた。その多くが現在でも 古墳 として残っており、その数の多さから千塚（ちづか）とい

う地名として残っている。飛鳥時代には、一帯は物部氏の勢力圏下にあり、その武具を製造する集団が居たとされている。

物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子とこの一帯で戦い敗れたために滅亡した。物部氏傍系一族の弓削氏、来栖氏、矢

作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に弓削氏の道鏡は奈良時代後期の日本における実質的な最高権力者

となっている。道鏡は当地（現在の中田・八尾木地区あたり）に 西京 （由義宮）を造築したが、失脚とともに歴史に埋もれて

しまい、現在でも遺構は判明していない。大和朝廷 は 唐 の侵攻に備えるために西日本で 古代山城 などの防御施設の整

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%B9%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E5%AE%88%E5%B1%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%88%91%E9%A6%AC%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E5%89%8A%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%A5%E6%A0%96%E6%B0%8F&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E9%80%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E9%80%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E9%8F%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E4%BA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E6%9C%9D%E5%BB%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%B1%B1%E5%9F%8E
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備を進め、この時高安山にも高安城が築かれたとされる。しかし、1999年の調査で高安山頂の北西約300mの場所で花

崗岩を二段積みした石垣がおおよそ 100m続いているのが発見された。平安時代以降、平安京遷都により、都から遠いこ

の地域の文化は衰退し、かつてこの地域で勢力を保っていた氏族は衰退していった。この地域は多くの寺社や貴族の 荘

園となる。戦国時代から江戸時代初期にかけて、この一帯は、たびたび合戦が繰り広げられる場所であった。江戸時代初

期には 浄土真宗 の宗派対立を発端とし、八尾寺内町が創設され、現在の八尾市発展の基となった。江戸時代中期、それ

まで八尾市域を貫流して 淀川 水系と合流する流路を形成していた 大和川 の付け替え工事が行われ、堺 方面に流れるよ

うになった。川床跡の砂地は木綿栽培に適しており大坂という消費地が近かったため、商品作物としての木綿の栽培や農

村工業としての紡績が盛んになり、全国でも有数の裕福な農村となった。 

河内音頭は、現在の大阪府八尾市周辺で成立した。江戸時代からの土着の音頭や民謡の他、仏教の影響を受けて形

作られた唄である。また、滋賀県の 江州音頭 と呼ばれた江州地域からの唄や踊りからも影響を受けて進化している。従来

は、河内地方に存在した種々の音頭を総称して“河内音頭”と呼んでいた。 

八尾市（図 1-1）は、面積 41.71km²、総人口 270,735 人（推計人口、2012 年 2 月 1 日）、人口密度 6,490 人/km²で、

隣接する自治体は、大阪府下の大阪市、東大阪市, 柏原市、藤井寺市、松原市の5市および奈良県の生駒郡平群町、三

郷町の 2 町である。市の木はイチョウ、市の花はキク。八尾市役所の所在地は〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目 1

番 1 号である（図 1-2）。 

 

  

図 1-1.八尾市と隣接した市と町。 図 1-2.八尾市役所（本館・西館） 

 
八尾市の概要は大阪平野の中部、大阪市の東南部に隣接し、市域西側は概ね平坦で標高は10m程度である。市の南

端を大和川が流れる他、旧大和川水系である長瀬川、玉串川などの小河川も見られる。 市の南部には八尾空港があり、

陸上自衛隊の駐屯地や民間の小型航空機に供用されている。 平成 19（2006）年に工業出荷額で東大阪市を抜いたこと

はあまり知られていないが、人工衛星で有名なものづくり都市東大阪を上回る産業力を持つ都市である。気候は、西に大

阪湾、東に生駒山地と大阪平野の中央部東に位置する地形的条件により温暖であり、瀬戸内海式気候に属している為比

較的降雨の日が少ない。年間平均気温は摂氏約 17度。 雪は平地部では滅多に降らないが、1965年 3月の大雪で商店

街アーケードが倒壊したことがある。年間降水量は約 1340.5mm（2010 年）。風速は年間平均約 2.8m/s（2010 年）、湿度

は年間平均約 58.0%（2009 年）。最高気温 36.8 度（2010 年）、最低気温－4.5 度（2012 年）である。 

八尾の夏は河内音頭一色になり、八尾地域の“河内音頭・祭”と呼ばれる“夏のフェスティバルで”もある。夕餉を済まし一

息ついた頃、どこからともなく「アーイヤコラセードッコイセ」と太鼓や三味線の音とともに河内音頭が流れてくる。八尾の人

間はそれを聴くにつれ、血が騒ぎ、体が一人、勝手に動き出す。八尾市内には一夏に 60 から 70 の櫓が立つという。家を

一歩出れば、そこに浴衣やハッピ姿の人が行き交う。河内音頭の盆踊りは八尾の夏を飾る一大風物詩である。八尾の河内

音頭は、長い年月と先人達の弛まない努力によって今日のような全国に誇れる郷土芸能となった。河内音頭の 形は、古代

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E7%B6%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%93%81%E4%BD%9C%E7%89%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%9E%E9%9F%B3%E9%A0%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B9%B3%E9%87%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%80%AC%E5%B7%9D_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E4%B8%B2%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B0%BE%E7%A9%BA%E6%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E5%B1%AF%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%A7%92%E5%B1%B1%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B9%B3%E9%87%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E6%B5%B7%E5%BC%8F%E6%B0%97%E5%80%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&cp=3&gs_id=1o&xhr=t&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=667&wrapid=tljp134396651297804&q=%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x6001274451cde967:0x348c5c431fe601cc,%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82&gl=jp&sa=X&ei=KU0bUJG6CrCSiAeOoICIDw&sqi=2&ved=0CA4Q8gEwCA
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からの伝統的な歌と音楽の流体形である。 

河内音頭の踊りは、無数の方法がある。この動作には、手足技術が重要である。河内音頭には、手技術の「手とり」と言

われる交互の踊りがある。これは「踊りを手渡す」という意味である。最も有名な踊りは、「前立ち」と呼ばれている。河内音頭

の「前立ち」踊りは、最も標準的な踊りのタイプである。しかし、各時代における地域間にも異なり、わずかに進化と変化が

見られる。また、手技術と対照的に、足技術の「前立ち」の足の動作も含まれる。河内音頭は、格闘技の空手道やテコンド

ー、美的芸術の新体操と同様に、手足技術の動作を洗練させて進化してきたのである。河内音頭の掛け声は2つあり、「ハ 

エンヤ コールアーゼ、ドッコイセ！」と「ソリャ ヨイ、ドッコイサ、サイイエ ヨイヤ ザンザ！」である。 

踊りとは、①上下運動・跳躍運動を基本で、足の動きを重視する。②集団の芸能で、多数の参加者が同じ芸態を揃えて

踊るものであるという点が違う。③激しい上下運動で悪霊を祓ったり、未成仏霊の鎮魂を行うといった呪術性を持つ。④芸

能として独立・成熟するのは中世後期であるとされる。（http://www.bonodori.net/yougo/jiten.htm#pagetop）。 

声明(しょうみょう)は、仏教の声楽「踊り屋形」「音頭台」とよぶもある。音頭取りと踊り手が完全に分離し、囃子方として太

鼓・三味線などの楽器が導入された後、踊り櫓が登場する。声明は、すでに奈良時代に南都（奈良）の諸寺にある程度伝

来していた。日本における声明を大成したのは、良忍（1072-1132）である。良忍は比叡山の下級僧である堂僧（常行三昧

堂などの施設で声明に乗せて念仏を勤行する僧）をつとめ、親鸞の遠い先輩にあたる。各地の声明を吸収し、わが国の声

明を大成したという。現在も大原は「魚山（ぎょざん）流」声明の本拠地として有名である。このように声明は、後の盆踊り音

楽はじめ日本民謡の音楽の源流となったと考えられている。 

本稿では、河内音頭を中心とする各音頭の由来（日英韓中の 4 ヶ国語）と用語を比較・研究し、手足技術の動作につい

て関連を考察することが目的である。 

2. 河内の音頭史と由来（日英韓中の 4 ヶ国語） 

2-1.河内音頭の和文由来と今昔 
河内音頭は、現在の大阪府の八尾市から始まった唄である。河内音頭の 形は、古代からの伝統的な唄と音楽の流体形

である。河内音頭のルーツは、交野市で歌われた「交野節」をアレンジした「歌亀節」が、祖形であるとの説があるほか、江

州（滋賀県）からやってきた江州音頭が進化したとも言われている。 

 

    
写真 2-1.常光寺の全景 写真 2-2.常光寺の本堂 写真 2-3.常光寺の鐘 写真 2-4.常光寺の河内音頭 

 
河内音頭の発祥の地は、常光寺（写真 2-1～2-4）であると言われる。ゆえに、八尾市は、「河内音頭の本場」と呼ばれて

いる。さらに、流し節正調河内音頭、太田ジャイナ音頭と恩智音頭の伝承音頭があり、伝統文化を継承している重要な地

域である。その中で“流し節正調河内音頭”は、500 年の歴史があり、次のように纏められる。①常光寺は、地蔵菩薩を本尊

とする寺の中で、西の横綱である古寺で、「八尾の流し」の盆踊り場である。②常光寺は、奈良時代、聖武天皇の勅願寺の

一寺である。「八尾の地蔵さん」と呼ばれている。③常光寺は、室町時代、足利義満（1368～1394）の尽力によって伽藍を

再建した。再建時、運搬する船頭（音頭取り）に呼応する運搬者の掛け声が、流し節の「木遣り音頭」である。流し節の「木

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Jokoji,_Yao01.JPG
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遣り音頭」は、従来の念仏踊りと一体になった原型である。 

河内音頭は、昭和 20 年代から浪曲の節が取り入れられ、全国的に知られるようになった。河内音頭は、昭和 30 年代に

入ると、ギター等を取り入れ、鉄砲節による浪曲音頭のレコード化した。その他に、エレキギターやシンセサイザーも加わり、

ビートのきいたリズム音楽の影響もあり、アップテンポな音頭に変化し、音楽性豊かな語り物芸として成長、活躍の場を広げ

た。最近は、菊水丸の新聞詠みなど活躍でマスコミに登場し、全国的に知られた。 

 

2-2.河内音頭の英文由来と今昔 
Kawachi Ondo is the folk song which began in Yao-shi of current Osaka. Form of Kawachi Ondo is fluid form 

of the tradi tional folk music from the ancient times. The origin of Kawachi leading is Utagame-Bushi which 

arranged "Katano–bushi" sung in Katano city. In addition, there is Gōshū-Ondo which is leading that I did 

from Gōshū( Shiga).  

The birthplace of Kawachi-Ondo is Jokouji-Temple.Thus, Yao-City is said to be "the home of Kawachi- 

Ondo". The reason is because there is tradition Ondo of Nagashi-Bushi-Seichou-Kawachi-Ondo, Otajaina 

-Ondo and Ondi-Ondo.here is the history of 500 years, and "Nagashi-Bushi-Seichou-Kawachi-Ondo" is 

gathered up as follows in that. Jokouji-Temple is Bon-Odori ground of "Yao-no-Nagashi-Bushi" at the old 

temple which is a west yokozuna in the temple which assumes "a guardian deity of children" a principal idol.  

Jokouji-Temple is called “Jizo Yao” in Nara era (710-784), one temple of Imperial prayer temple of the 

Emperor Shomu.  Jokouji-Temple rebuilt Temple by aid of Ashikaga Yoshimitsu(1368-1394) in the 

Muromachi era. At the time of the rebuilding, the shout of a conveyer agreeing with Boatman (Ondo-Tori) to 

carry "is Kiyari -Ondo" of Nagashi-Fushi. "Kiyari-Ondo" of Nagashi-Fush is a model united with conventional 

performing the prayer's dance.  

Because Kawachi-Ondo adopted "Roukyoku-Bushi" from the 1945s, I became famous nationwide. Kawachi- 

Ondo took in guitars in the 1955s and made "Roukyoku-Ondo" by "Teppou- Bushi" a record. Furthermore, an 

electric guitar and the synthesizer increased and had effect of the rhythm music that I heard of the beat and 

changed into leading that was up tempo and grew up as music-related rich storytelling art. Kawachi-Ondo 

appeared in the media by activity including "Newspaper poem" of Kawachiya-Kikusuimaru, and it was 

known nationwide recently. 

 
2-3.河内音頭の韓文由来と今昔（카와치 선창의 일본어 유래와 역사）  

카와치 선창은, 현재 오사카후 야오시에서 시작된 포크송이다. 카와치 선창의 형태는 고대로부터의 전통 

민속음악의 유체 형이다. 카와치 선창의 뿌리는 카타시에서 불려진 "카타 절"을 재작성한 "가구절"이 그 첫 

형태이다. 또한 고슈 (시가현)에서 온 고슈 선창도 있다. 

카와치 선창의 발상지는 죠고우사이다. 따라서 야오시는 "카와치 선창의 본고장" 이라고 불리운다. 그 이유는, 

나가시절 세이쵸우 카와치 선창, 오타 자이나교 선창과 온치 선창의 전승 선창이 있기 때문이다. 그 중에 

"나가수절 세이쵸우 카와치 선창"은 500 년의 역사를 가지고 있고 다음과 같이 정리할 수 있다. ① 

죠고우사는 지존보살을 본존으로 하는 절 중에서, 서쪽의 요코즈나 고찰인 "야오의 나가수"의 한가위 춤의 

장소이다. ② 죠고우사는 나라 시대 쇼무천황을 기원한 사찰중의 하나이다. "야오의 지죤"이라고 불리기도 한다. 

③ 죠고우사는 무로마치 시대, 아시카가 요시키쯔 (1368 ~ 1394)의 힘으로 사원을 재건했다. 재건시 운반하는 
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리더 (선창잡이)에 호응하는 운반자의 구호가 나가시절의 "키야리 선창"이다. 개수대-마디의 "키야리 선창"은 

기존의 염불 춤과 일체가 된 원형이다. 

카와치 선창은 1945 년대부터 난곡의 절이 받아 들여져 전국적으로 알려지게 되었다. 카와치 선창은 1955 

년대에 들어서면서, 기타 등을 도입, 총포절에 의한 난곡 선창이 레코드화 되었다. 그 외에, 일렉트릭 기타와 

신디사이저도 더해져, 빽비티가 들어간 리듬 음악의 영향도 있어, 업템포인 선창으로 변화되었고 음악성이 

풍부한 판소리 형식으로 성장, 활약의 장을 넓혔다. 최근에는 키쿠수이마루의 신문읊기 등의 활약으로 언론에 

등장하면서 전국적으로 알려졌다 
 
2-4.河内音頭の中文由来と今昔（河内音头的日文由来与今昔） 
河内音头（即号子）是发端于现在的大阪府八尾市的民谣。河内音头的形式是从古代传来的传统民谣音乐的流体

形。河内音头的起源是由在交野市传唱的“交野调”改编而来的“歌龟调”。还有由江州（滋贺县）传来的音头——

江州音头。 

河内音头的发祥地是常光寺。因此，八尾市被称为“河内音头的发源地”。其理由是由于其中有流节正调河内音

头、太田耆那音头及恩智音头的传承音头。其中，“流节正调河内音头”具有 500 年的历史，可以归纳成如下所述：

①在以地藏菩萨为主佛的寺院中，常光寺是西日本首屈一指的古寺，是“八尾之流”的盂兰盆会舞之场所，②在奈

良时代，常光寺为圣武天皇的敕愿寺之一，被称为“八尾之地藏”；③在室町时代，在足利义满（1368～1394）的帮

助下重建了常光寺的伽蓝。重建时，呼应领头的搬运工的号子声就是流节的“滚运木材歌”。 流节的“滚运木材歌”

就是与原来的念佛舞成为一体的原型。 

从昭和 20 年代起，在河内音头编入了浪曲调，为全国所知。进入昭和 30 年代，引入了吉他伴奏等，并依据铁

炮调将浪曲音头制作成唱片。此外，还加上了电吉他、电子乐器伴奏，并受到节奏感强的音乐的影响，变成速度快

的音头，作为音乐性丰富的叙事艺术而成长，扩大了用武之地。最近，因菊水丸的报纸吟诵等的活跃而出现在新闻

媒体，从而在全国范围所知晓。 

3. 河内音頭の主流と 4 大特長 

3-1.河内音頭の元節（通称：交野節、江戸時代から後期） 
交野節は幕末・明治から大正・昭和にかけて、河内国の北端にある交野郡内で成立した。それから交野節は河内から大

阪市内に、淀川の三島地区や奈良県の生駒谷へ広かった。村井一郎氏は、北河内のある古文書｢1789 年：交野之八箇

村江申合書｣の記録がある。これは、以下の三ヶ条からなっている。① 盆踊りの儀、14 日 15 日間、踊り然るべく候。②尤も

廉末の物たりも、踊衣装等拵え候儀は致す間敷く候。③夜更けては、娘女共身持惰弱に相成候ともに候、深更に及ばす

候。もと河内の国の北部にある。 

①起源と分布地は、江戸時代の中期に、河内国の交野群で起こったと考えられる。 

②基本型は、七七○七五サ七五△の旋律の反復される音頭である。「河内音頭の原型」と言われているのは、「交野節」上

の句が七七、下の句が七五七五の定型詩を唄う音頭で、 「アーヤレコラセェドッコイセ」や「ソラヨイトコサッサノヨイヤサッサ」

などと囃しが入る。 

③一節は、「上の句七七」と「下の句七五七五」の二部に切れる。切れ目に音頭取りは、ヨホホイホイと掛け声を、続いて踊

り子がアーヤレコラセーードッコイセエと《切りの囃し》を入れる。次に、「下の句」が唄われ、一節終れれば踊り子はソラヨイト

コサノサーヨイヤサッサーなどと「落としの囃し」を入れる。一方、次に、「下の句」が始まり、七七と七五との間に「サ」または

「コラ」という短い合言（あいこと）を入れる。「下の句」が落ちれば、すなわち、一節が終われば「落ちの囃（はや）、落としの
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囃し」、△を踊り子が囃す。（村井一郎氏は、代表的な例を記述）。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことである。 

⑤歌詩は、叙情詩的な「流し」および叙事詩的な「口説き」があると村井市郎氏は要約している。 

 

3-2.本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節：歌亀節。河内音頭の主流・本筋） 
①起源と分布地は、明治時代の初期で、茨田郡野口村の初代の歌亀（通称、芸名、本名：中脇久七）が交野節の取り口

に工夫した。  

②基本型は、七七○七五サ七五△定型を基調とし、字余りや句余り等も自在に読み込む変唱法を考案した。 

③一節は、時には上と下に切れぬ一と節もある。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことである。 

⑤歌詩には、詞の定型にこだわらず自由に、節付けも自由に変化させて歌える音頭が生み出された。音頭取りの名前か

ら歌亀節と呼ばれた。 

明治中期にかけて演芸場でも人気を博したという。当時は滋賀県からも「8日市祭文音頭」が入ってきていたので、こちら

を「江州音頭」と呼び、歌亀の音頭を「河内音頭」と呼んで区別した。これが本来の河内音頭である。お盆前後ともなると、

神社や町の広場から太鼓や音頭取りの声が聞こえてくる。最近、江州音頭や民謡踊りが主で、昭和 15（1940）年頃迄は河

内音頭の交野節を歌っていた。「星田の会」川藤助氏宅には、今も「春の旅立ち道中日記」（大阪から伊勢までの道ゆき

上・下）や「ぼうず落としの段」その他の音頭本が残っている。これらを見ると、交野節をうたう櫓の上の若い衆の威勢のよい

声が聞こえてくるようで、なつかしい想いがする。明治初年頃、義太夫の丸本も使用して、座敷音頭用に開発。また盆踊り

にも起用したのである（表 3-1）。http://murata35.chicappa.jp/hosinomati/katanobusi.htm 

さてわよ いちざの みなさまよ コリャ がたにや ョホーホイホイ アヤレコラセドッコイセアエ 

ちょいとエ でましたわたくしわ エサ こえなしふしなしいろけなし ソレヤットコサノサノサーノ ヤツトコドッコイセ 

 

表 3-1. 河内音頭の主流（ヨホホイホイ）の変遷 
河内音頭名  別名と分布 時  期 基本型等 特  徴 

河内音頭の元節 
通称：交野節・（河

内国の交野郡） 

江戸時代後

期（1603～

1867 年） 

七七○七五サ七五△初

代の歌亀（中脇久七） 

一と節が上の句七七と下の句七五七五の

二部分に切れ開発。 

本来の河内音頭

（河内音頭の本筋） 

別名：亀一流の交

野節、歌亀節。茨

田郡野口村 

明治初期  

(1868 年) 

七七○七五サ七五△定

型を基調とし自由に 

義太夫の丸本も使用。座敷音頭用に開

発。また盆踊りにも起用。 

先代の河内音頭 
一名：平野節また

は平野音頭 

大正 10

（1921）年 

七七○七五サ七五アン

七五サ七五△ 

音頭取り初音家太三丸を初め、初音家栄

太郎、初音家宇志丸ら、本節を元に一と味

違う節を考案。 

現代の河内音頭 浪曲音頭 
大正 3

（1914）年 

小節当たり、同一文言に

対する、拍数が二倍。踊

りの振りも二倍。 

初代の初音家源氏丸、平野節より浪曲の

アンガラ節の調子に乗せ替え。「鉄砲節」よ

り、名称も浪曲音頭から河内音頭へ変遷。 

 

3-3.先代の河内音頭(一名：平野節または平野音頭） 
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①起源と分布地は、大正 10（1921）年頃、大阪市平野である。 

音頭取り初音家太三丸（本名：倉山太三郎）を初め、初音家栄太郎、初音家宇志丸らにより、本節を元に一と味違う節。 

②基本型は 七七○七五サ七五アン七五サ七五△の標準的で、自由に展開する。 

③一節は、「下の句の出にサェの発声（半拍）」が無い故、次の切りの囃しまで裏が出る。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことであるが、ここでは、「下の句の出

にサェの発声（半拍）」が無い。 

⑤歌詩は、返し節（アン節とも。栄太郎師の安出。太三丸師はあまり使用しない。）の使用。 

 
3-4.現代の河内音頭（旧称：浪曲音頭） 
①起源と分布地は、大正 3（1914）年の上六-奈良間に鉄道が開通時、その祝いと生駒トンネル工事の犠牲者供養を兼ね

た盆踊り大会が開催された。この時、大阪の平野から来ていた音頭取りたちが、二代目歌亀の河内音頭に感激し、 それを

稽古するうちに独自の工夫を加えた「平野節」を生み出すこととなった。そして、初音家を名乗って活躍しだしたのである。

この「平野節」は、 返し節を使うことによって一節の長さを自由に変え、現代の河内音頭にも通ずるものがある。現代の河

内音頭は、平野節を基に、浪曲の地節のリズムを利用した浪曲音頭として案出された。戦後すぐに初音会に加わった初音

家源氏丸が始めたもので、たちまち評判になった。昭和 21（1946）年頃、中河内郡加美村正覚寺の、初代の初音家源氏

丸（本名：田中源太郎）により、在来の平野節を主な基盤とし、浪曲のアンガラ節の調子（スウィングのリズムに相当）にそれ

を乗せ替え、浪曲も援用して編み出された。 

②基本型は、当初は穏やかなテンポだったが、昭和 30（1955）年代中頃からいわゆる「鉄砲節」の流行によりやや早間とな

り、名称も浪曲音頭から河内音頭へと漸次かわる。 

③一節は、従来の音頭との著しい相違は、一小節当たりの、したがって、同一の文言に対する、拍数が二倍となる。故に踊

りの振りも、二倍となって忙しく感ずる。 

④発声は、昭和 40（1965）年代、エレキギターの普及と浪曲師参入の影響で変化した。 

⑤歌詩は、昭和 50（1975）年代からは、中南米等のリズム音楽や津軽三味線等の影響で、太鼓や三味線のバチ捌きもナ

ウくなり、シンセサイザーやその他洋楽器を伴奏に使う者も出るなど、音楽性豊かな楽しい芸能に成長して、今日に及んで

いる。河内家 菊水丸は、1984 年、新しい流派『新聞詠み』を興し、以来大阪を拠点に歌う。エレキギター、シンセサイザー

などを用いて、「グリコ・森永大事件」、「豊田商事事件」、「リクルート事件」、「阪神タイガース優勝物語」、「ワイは横山じゃ!」、

「喜劇王・藤山寛美一代記」「アントニオ猪木一代記」「美空ひばり一代記」など、世相・事件を題材にした曲を発表（写真

3-1～3）。1990 年代前半は海外でのライブも多く、ソ連、エジプト、ギリシャ、イタリア、フランス、イギリスのテレビ局では特

集が組まれ、それを見た BBC からも出演依頼が来た。音楽番組「イースタン・ヒット」に出演。 

 

   
写真 3-1.河内音頭記念館の正面 写真 3-2.河内音頭の資料室 写真 3-3.河内音頭の楽器と衣装 
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河内家 菊水丸（かわちや きくすいまる、本名は岸本 起由、1963 年生）は、大阪を拠点に歌う。日本のタレント、伝統

河内音頭継承者、音頭取り。大阪府八尾市出身。父河内音頭の師匠河内家菊水、母ピアノ講師。 

現代河内音頭の特色とは、河内音頭と民謡、河内音頭一席の構成、河内音頭と節の構造および河内音頭の節付けと魅

力と言える。特色は、http://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001 を参照した。 

 

4.現代河内音頭の特色 

4-1. 河内音頭と民謡 
河内音頭は、いわゆる『民謡』とも言えるが、本来唄い物と語り物の折衷芸能（詠み物）で、いわば民謡と浪曲の中間芸能

である。特定の歌詞と言うものはなく何を詠むのも自由で、節も決まっているようで決まっていない。決まっているのは基本リ

ズムと囃しくらいである。 

(芸題=下題=ネタ)や節は基本的な決まりがあるが、同じ演目でも各会派によって異なる。使われる楽器は、三味線、太鼓、

エレキギターやキーボードなどバラエティーに富むが、これは、鉄砲光三郎の編曲者である和田香苗(作曲家、ギタリスト)

である。代表作『会津の小鉄』－初代京山幸枝若、『アクビ娘』『紅三四郎』－堀江美都子)の功績だという説もあり、イントロ

は浪曲の曲師出身で、宮川左近ショウで活躍した暁照夫(暁照夫・光夫)の作曲である。演奏時の原則は三味線のリフをエ

レキギターに置き換えて手数を増やして弾くようになった。大阪府八尾市の常光寺境内で行われるもの（流し節正調河内

音頭） は、日本の音風景 100 選に選定された(5-2))。また、1978 年に河内音頭を評価した評論家朝倉喬司が「全関東河

内音頭振興隊」を結成。河内音頭の魅力を紹介し、音頭取りを招いて東京でたびたびライブを開き、CD 等が発売されたこ

とから、「日本におけるソウル・ミュージック」のひとつとして全国区の評価を受けた。朝倉の活動に錦糸町の町内会有志が

共感したことから、1986 年から毎年、「錦糸町河内音頭大盆踊り」が現在も継続して開催されている（表 4-1）。 

 
表 4-1.河内音頭の(芸題=下題=ネタ)や節と楽器 

項  目 内       容 

(芸題=下題=ネタ)や節 基本的な決まりがあるが、同じ演目でも各会派によって違う。  

使われる楽器 三味線、太鼓、エレキギターやキーボードなどバラエティーに富むが、これは、鉄砲光三郎

の編曲者である和田香苗(作曲家、ギタリスト)。 

代表作『会津の小鉄』 初代京山幸枝若、『アクビ娘』『紅三四郎』－堀江美都子)の功績だという説もあり、イントロは

浪曲の曲師出身で、宮川左近ショウで活躍した暁照夫(暁照夫・光夫)の作曲である。 

演奏時の原則 三味線のリフをエレキギターに置き換えて手数を増やして弾くようになった。 

 
4-2.河内音頭と節の構造 
河内音頭と節の構造として、歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。ただし、随

所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。一と節が原則的には、上の句と下の句の二部分に切れ、その切れ

目に《切り》の囃しを、一と節の終わりには《落とし》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃しを呼ぶ合図の掛け声がヨ

ホホイホイ。一と節を上と下に切らぬ事もある。次に一節の構造は、用いる節の種類（後述）によって、著しく長短の違いが

ありますが、通常、数行ないし 10 数行であります。河内音頭のように、一節が上の句と下の句に分かれる、ということはない。

が、ただ一節の出だしに、二の節（後述）を用いずに、一の節（後述）を用いたときには、それに直ぐ続けて、わずか半拍だ

けの短かくい囃しくらいである。節回しは一定の約束さえ守れば後は比較的自由で、決まっているのは囃しの旋律だけで
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ある。 
4-3.河内音頭の節付けと魅力  
①単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配慮する。②下の句の長い歌詞の中では、

良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨て節でつなぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝らす。③ 

節の付かない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに何でも有り。④聞かせるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音

頭（座敷音頭と踊り音頭）がある。⑤節付けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみどころである。 
日頃耳にする河内音頭は物語を節付けて唄いながら語っていく語り芸の一種であるが、囃しも入るところから、一口に言

えば浪曲と民謡の中間芸と言われる。外題（歌詞）には、事件もの（河内十人斬り）、世話もの（壷坂霊験記）、偉人もの（王

将坂田三吉物語）、任侠もの（国定忠治物語）などがよく唄われるが、基本的には何を語るも自由である。音頭の一席（語り

芸であるので一曲とはいわない）の構成は大まかに言えば、前口上（あいさつ）、枕（軽い前話し）本題、結び口上（あいさ

つ）の順に進めていく（表 4-2）。 

 

表 4-2. 郷土文化「河内音頭」の今昔の特徴 
 項 目 内   容（http://ja.wikipedia.org/）  

1 特 色 「歌い芸」と「語り芸」の中間芸（浪曲の親戚） 

2 芸の演題 外題としては、事件、任侠、偉人、人情＝約 40 本 

3 一席の構成 一席（一節の集合体）は前口上（挨拶）～枕～本題～後口上 

4 上下の句 歌詞の一下り（1 行）が七五調か七七調で複数行、上の句と下の句に分かれ 

 5 芸の特徴 上の句の終わりに「ヨーホーホイホイ」をつける囃子                        

下の句の終わり「ソーラーヨイトコサッサノヨイヤサッサー」 

6 節（曲） 拍子 全体を通して 2 拍子 

テンポ 櫓用と舞台（座敷）用 

節回し 基本形とアレンジ形（節付け、味付け）＝自由度の高い芸能 

7 伴奏（サイド） 太鼓～＋三味線~＋ギター、キーボード 

8 踊り 流し・マメカチ（基本形）～＋大阪踊り、新河内、缶蹴り 

9 河内音頭の方向 「主流あって正調無し」 

10 河内音頭の本場 一番多い土着音頭の数・一番古い土着音頭・一番大きいエネルギー 

 

4-4. 河内音頭一席の構成 
  河内音頭は、唄い物であり語り物の芸能である。音頭一席の構成は、掛け合いまた序奏、前口上、枕、外題付け、本題、

ばらし、結びの口上の順が原則である。このうち、枕は、大阪の江州音頭では、席で聴衆へのサービスとして行われて来た

経歴上、こんにちもよく行われる。対して、滋賀県本場の江州音頭では、枕をあまりやらず、前口上から外題付け・本題と進

むことが多い。 

また、踊り場の櫓ではなしに、席節ないし座敷音頭の場合、大阪では、本題のヤマ場である聞かせどころとして、浪花

節・追分節・二上がり新内、本節河内音頭等々の他の音曲のさわりを少々いれることがある。これは、「入れごと」と呼ばれる。

なお、滋賀県の「敷座」と呼ばれる座敷音頭の場合、最初の掛け合いはなく「エエエーイ みー－なーエ エさー－またー

のーォみイまアアすーーー。」「アアーさーてはーこの場アのオーみなさアまアアエー」と一方的に「頼んで」おき、すぐに二

の節（後述）を用いて前口上に入る。また、本題の終りごろの結び目上の前では、一席の物語をまとめと、比較的目早なキ
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ザミロ調で畳みかけをする。これは、「せめ」と呼ばれ現代の河内音頭や浪曲のバラシに当たる。 

一席は一節の集合体であり、一節の構成は、一行の字数が七五調か七七調のものが幾つか続き、上の句と下の句に分

かれている。上の句が終われば「アーイヤコラセードッコイセ」という切りの囃しを、下の句が終わると「ソーラーヨイートコサッ

サノヨイヤサッサー」という落としの囃し聞き手や踊り手が囃す。切りの囃しの前には音頭とりが「ヨンホーホイホイ」という掛け

声で囃しを求める。この基本形に加え、時には一節の上の句と下の句を切らないことやリズムを乱さない範囲で演歌、浪曲、

民謡など他の音曲やセリフの挿入も行い、音頭とりはできるだけ聞き手を飽かさないための変化をつけることに努める。い

わゆる正調というものがない、自由度の高い芸能である（表 4-2）。 

 

5. その他、「河内の音頭」の特色 

河内の音頭とは、河内音頭や江州音頭をも含まれる。河内生まれ河内育ちの音頭や、他地域から流入して河内で土着

化した音頭も含まれ、河内という地域で、音頭取りと呼ばれる者が何人も存在した音頭を「河内の音頭」と呼ぶのである。ま

た、一般的には主流の河内音頭以外は「河内の音頭」と呼ばれる。「河内の音頭」とは、改良節の河内音頭、狭山・長野の

切り音頭、八尾の流しおよび丹南・錦部（にしごり）の切り音頭である。これを、表 5-1 のように説明した。 

 

表 5-1.「河内の音頭」の特色 
 音頭名称 分布地域 発祥時代等 基本形式の型 
1 改良節の河内音頭 富田林の初代岩井梅吉 明治 26(1893)年 江州音頭より平節をアレンジ 

2 狭山・長野の切り音頭 狭山・長野  八五調(七五調）の三行りで 

3 八尾の流し 八尾地蔵で有名な常光寺 数百年前 七五○七五△七七○七五△ 

4 丹南・錦部の切り音頭 丹南・錦部（にしごり） 南北朝頃 七七／七七○七七／七七△ 

 
5-1. 改良節の河内音頭  

明治 26(1893)年を富田林の初代岩井梅吉が、江州音頭より祭文節と役節を取り除き、平節ばかりをアレンジして改作し

たものである。更に昭和初期頃再び整理改良された。 
5-2. 狭山・長野の切り音頭 
狭山・長野の切り音頭八上（やかみ）の切り音頭とも言える。狭山・長野の集落に分布。基本は八五調(七五調）の三行り

で一節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョイチョイ」とか｢ア-こりゃ・コリャ」

とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。 

5-3. 八尾の流し 
数百年前、八尾地蔵で有名な常光寺の再建時の木遣り音頭が元と伝えられる。一と節が上と下の二句から成り、七五○

七五△七七○七五△の古風な音頭。古来、信仰団体の地蔵講が伝承し、戦後に「流し節正調河内音頭保存会」発足し

た。 

5-4. 丹南・錦部（にしごり）の切り音頭 
 起源は不明（南北朝頃よりと言うのは単なる伝説）で、丹南・錦部（にしごり）の集落に分布していた。近世より、きざみ口

調で一と節が七七／七七○七七／七七△の口説き音頭。昭和戦前に一時河内音頭となっていた。 

その他、大阪府中河内郡の村落に伝わるローカル音頭である伝承音頭は、次の通りである。六郷の流し、石川の流し、

平野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木の半九郎、恩智の半九郎、古市の半郎、ジ



12 
 

ャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節平音頭、ナーコレー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、念仏音頭、

安宿音頭、八上の切り音頭、畑音頭などがあげられるのは表 5-2 である。 
5-5. 六郷の流し：六郷音頭 
「六郷の流し」・「ユ－ホイ」ともいう。江戸時代。河内音頭の歌亀節が普及する以前である。旧中河内郡（東六郷村・西六

郷村）で、現東大阪市の東北部を中心とし、昔の若江郡・河内郡・渋川郡・茨田（まった）郡・譛良（さらら）郡等に分布。形

式は、七七〇七七△で、切の掛け声「ユ－ホェ-ホェ」、先述の交野節「ヨホホイホイ」と後述の半九郎「－へーへ」の中間的

初音がユーニクである。明治 30年代で、東大阪市加納周辺は「流し」と呼ばれた。八尾市萓振の竹田辰次郎氏が、最後の

音頭取りとなり現在は途絶えている。 

5-6. 半九朗音頭（平野・加美） 
「半九朗節」・「イヤへーへー」・「平野・加美の半九朗節」ともいう。平野と喜連（キレ）は、昔は、摂津国住吉郡で、・加美・

竹淵・四条の一部が河内に属した音頭である。江戸時代（1688-1704 年）、『半九朗節』の歌本が出版された。形式は、七

七〇七七△で一節である。0 のところで音頭取りが切りの掛け声「イヤヘ-ヘ-」を掛けると、踊り子は「ア－イヤコラセ-ドッコ

イセ-」と囃（はや）し、次に下の句が落ちたところ△で「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（はや）す。 

5-7. 半九朗音頭（大地・田島） 
内郡巽村大字大地と四条と東成郡生野村大字田島（現大阪市生野区巽と田島一部）に分布。七七調で異なる点は、一

節が上中下の三部に切れ、それぞれ「ソラヤレサノサエ」、「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」、「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセ

エ」と囃（はや）す。形式は、三〇四七〇七七△である。 
5-8. 半九朗音頭（植松・跡部） 
「へーへー節」とも「植松音頭」と呼ばれる。旧龍華村の植松・渋川・太子堂・跡部など、大正村の北木の本、長吉村の六

反（ろくたん）の集落（現八尾市、JR 八尾駅や久宝寺駅付近とその南方地域）に分布。形式は、七七〇七七△型である。こ

こで、太子堂に、目の不自由な吉原茂雄氏が、植松の半九朗音頭や座敷音頭を農家の庭先で聴かせた。太平洋戦争後

に浪曲音頭が出現したのをマスターし、「若葉会」を結成し、活躍した。 

5-9. 老原・八尾木の半九郎 

老原音頭・半九郎音頭（老原・八尾木）ともいう。旧龍華村・旧志紀村・旧曙川（開け川）地方、現八尾市、JR 八尾駅より

東と南方向へ、また、JR 志紀駅周辺に分布。形式は、七七〇七七△型の「くどき音頭」である。ジャイナ節に類似している。

「ジャイナ」と言う間言（あいこと）が入る特徴である。老原には、山口石松の音頭の名手が居られた。 

5-10. 半九郎音頭（古市郡） 
古市郡の半九郎音頭ともいう。古市郡一円に分布。基本は七七〇七七△である。｢コイツァマタ」、「コ－レマ」、｢ジャイナ

ア」、「ソ－レエ」の間音が入る。下句の一行目の尻など｢ジャイナア」が入る。 

5-11. 恩智の音頭 
ナ-へ-へ-節。八尾市東部の山すそと恩智の中心地域と旧南高安村である。基本形式における一節の字数は、七七○

七七△の定型である。唄う場合は、多くの掛け声や間言（あいこと）が補われている。上の区の七七に続く「ナアへ-へ-」

の掛け声は、高い声で引っ張る特徴がある。 

5-12.エンヤ踊り 
エンヤ踊りの分布地域は、大和側と河内側である。河内側は、現柏原市本堂という信貴山南方の山上の集落である。大

和側は、本堂の北西隣りの平郡（へぐり）町南畑とのみに残っている特殊な音頭である。基本形式は、上の句七の内の下

が、下の句の頭にタブることになり、次は、コレワノドッコイという、長い間言が入る特徴がある。創始者は山田藤吉（とうきち）

である。 
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5-13. ナンエン（ナイエン）踊り 
柏原市東部の山里と雁多尾畑（かりんとばた）に定着していた。元は奈良県葛城郡集落の音頭である。基本は、七七調

の口説きを読む音頭で、七七が四行りで一節を形成。七七/七七/七七/七七の一節が、三部分に切れる。すなわち、三〇

四七〇七七/七七△型で、最初の 3 字で切れたとき、「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木主水の冒頭節がある。 

5-14. ジャイナ節平音頭 
ジャイナ節平音頭は、八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊りである。基本は 77 調 2 行で 1 節にす

る「くどき音頭」である。それは「変わり節」を意識的に使用して、民謡と芸謡との中間的な志向である。伴奏の鳴りものは、

太鼓（河内地域）か鉦（かね：柏原地域）が愛用している。 

 

表 5-2.「河内の音頭」の特色 
 音頭名称 分布地域 発祥時代等 基本形式の型 
1 六郷の流し：六郷音頭 東大阪市の東北部、昔の若江、

河内・渋川、茨田、譛良郡 

江戸時代（1688-1704 年） 七七〇七七△ 

交野節と半九郎の中間 

2 半九朗音頭（平野・加美） 平野と喜連（キレ） 江戸時代（1688-1704 年） 七七〇七七△ 

3 半九朗音頭（大地・田島） 現大阪市生野区巽と田島一部  三〇四七〇七七△ 

4 半九朗音頭（植松・跡部） 現八尾市、JR 八尾駅や久宝寺

駅）の地域 

植松音頭ともいう。老原：

山口石松の音頭の名手 

 

5 半九郎音頭（古市郡） 昔の古市郡一円に  七七〇七七△ 

6 恩智の音頭 恩智の中心地域と旧南高安村 多くの掛け声や間言（あい

こと）が補 

七七○七七△ 

7 エンヤ踊り 現柏原市本堂という信貴山南

方の山上 

創始者は山田藤吉 上の句七の内の下、下の句の

頭にタブる。コレワノドッコイ 

8 ナンエン（ナイエン）踊り 柏原市東部の山里と雁多尾畑

（かりんとばた） 

「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木

主水の冒頭節がある。 

三〇四七〇七七/七七△ 

9 ジャイナ節平音頭 八尾市南部から柏原市、藤井

寺市 

民謡と芸謡との中間。伴奏

は、太鼓（河内）か鉦。 

77 調 2 行で 1 節にする「くどき

音頭」 

10 丹北の平音頭 現平野区・東住吉区・住吉区南

部、松原市北部 

 七七○七七／七七△型の「くど

き」 

11 八上の切り音頭 堺市北東部、松原市西部、住

吉区南部 

一行ことに、上中下の三部

分に切れる特徴 

八五調(七五調）の三行りで一

節を形成 

12 丹南節平音頭 藤井寺・野中・野野上・伊賀・向

（むか）野・高鷲 

音頭の一節が、上中下の

三部分に分類 

七七調二行り、一節を形成する

音頭 

13 念仏音頭 西浦や蔵之内を中心行った「羽

曳野音頭」 

冒頭に掛け合いと前口上

の一節 

七七○七七△ 

14 安宿音頭「こまがた音頭」 羽曳野市の古市東から太子町

間、昔の安宿郡 

「こまがた」とは、駒ケ岳の

地名 

七七○七七△ 

15 石川の流し音頭 富田林や河南町と千早赤坂村 間音には、コレ、コラ、ドッ

コイが入る 

七七○七七△ 
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16 畑音頭・滝の畑音頭 河内長野市の南端 明治末期頃、後世は｢鈴木

主水」 

七七〇七七△。 

 
5-15. 丹北の平音頭 
現平野区・東住吉区・住吉区の南部、松原市の北部に分布。基本は、七七○七七／七七△型の「くどき」である。 

5-16. 八上の切り音頭 
八上（やかみ）の切り音頭は、切り音頭や三国の切り音頭とも呼ばれる。河内国八上郡、丹北郡西部、摂津国住吉郡南

部、和泉国大鳥郡東部に分布。これは、現在の堺市北東部、松原市西部、住吉区南部である。基本は八五調(七五調）の

三行りで一節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョイチョイ」とか｢ア-こりゃ・

コリャ」とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。 

5-17. 丹南節平音頭 
藤井寺・野中・野野上・伊賀・向（むか）野・高鷲等に分布。基本は七七調二行りで一節を形成する音頭。音頭の一節が、

上中下の三部分に分類している。 

5-18. 念仏音頭 
西浦や蔵之内を中心行った「羽曳野音頭」である。基本は七七○七七△型である。冒頭に掛け合いと前口上の一節。随

分と淋しい旋律。河内では古い音頭の一つ。 

5-19. 安宿音頭 
安宿郡の音頭で、現在の音頭羽曳野市の古市東から太子町間に分布。「こまがた音頭」ともいう。「こまがた」とは、駒ケ

岳（あるいは谷］の地名である。基本は七七○七七△型である。 

5-20. 石川の流し音頭 
石川郡の音頭で、富田林や河南町と千早赤坂村に分布。基本は七七○七七△型である。間音には、コレ、コラ、ドッコイ

が入る。 

5-21.畑音頭・滝の畑音頭 
滝の畑音頭は、河内長野市の南端（河内国の最南端)に分布。ダム湖に水没しまうことになった「滝の畑村」で盆踊の音

頭である。基本は七七〇七七△。 

 

6．河内音頭の立ち方の姿勢と構成のモデル 

6-1.河内音頭と手技の比較研究 
 空手道の発祥地は中国である。14 世末に中国の拳法が琉球国（現：

沖縄県）に伝わった。空手道は、手の突きや足の蹴りを主体に、身体の

各部位を有効に使って身を防ぎ、相手を制する技を決めるものである。

空手道は、日本の伝統的な武道であるが、現在はスポーツとして親しま

れている。最近では外国人の愛好家も非常に増加している。 

空手とは、唐手とも呼ばれ中国から沖縄へ伝来して発達した拳法から

変化した武術である。武器をもたず、手足による突き・蹴り・受けの三方

法を基本とする。船越、喜屋武、摩文仁、宮城の各氏らは、慶応、早稲

田大学を始め多くの大学や組織でも空手普及につとめられた。 

  
図 6-1.上肢(手技)の背

側面 

図 6-2.上肢(手技)の骨

格(背側面) 
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本稿では、手技術の最重要な構造と特性と手組織の最重要な技を理解するために、手技法の基本を中心にした河内

音頭との関係や人体の上段・中段・下段に関する関係と考察した。音頭の維持と向上のためには、生命を維持する人体の

各部を理解することであり、鍛錬することであり、最も美しく、優雅に見せるかである。手組織の最重要な技を理解するため

に、拳部、貫手、手拳および腕部の写真と用語を理解することである。基本技法の修練に関する名称は、突き方、打ち方、

当て方があり、蹴り方にも分類が可能である。さらに、音頭の手技術の最重要な構造と特性を理解するために、図 6-1の右

手（背側面）の写真と図 6-2 の右手骨格（掌側面）の写真を掲載する。 

 
6-2.上肢(手技)の組織 
6-2-1.手の骨格(背側面)の用語解説 
①上腕骨（じょう わん こつ、Jyo Wan Kotsu、Humerus）とは、上腕にある円柱状の 

長管骨。上腕の骨頭は肩甲骨との間で肩関節をつくる。中央部は円柱状であるが上下の両端はふくらむ。下端には上腕

滑車と上腕骨小頭があり、前腕骨と関節をつくるので、柔軟な上腕骨を作るかである。 

②橈骨（ とう こつ、Tou Kotsu、Radius）とは、前腕の 2 骨の 1 つ、尺骨の外側にある細長い骨。尺骨と対をなす。上端

は肘関節の形成にあたるが、下端の方が太く、下端、手根骨との間に手首関節との間に手首の関節（橈骨手首関節）をつ

くることで、関節の運動によって美的感覚を向上する研究が肝要である。 

③尺骨（しゃく こつ、Shaku Kotsu、Ulna）とは、前腕の小指側にある長管骨で中央は三角柱状を示す。下端が細長く、

上端は肘頭となって突出した上腕骨との間で関節をつくる。長さを測る基準の名が生まれた。親指側の橈骨と対となす。 

④手根骨（しゅこん こつ、Shukon Kotsu、Carpal Bone）とは、手首にある骨で 8 個の短骨が 4 個で、2 列に配列し、靭

帯で固く連結されている。前腕骨と中手骨の間に位置する。有頭骨・舟状骨・小菱形骨の間に位置する骨。舟状骨と連結

している。 

⑤中手骨（ちゅうしゅ こつ、Chushu Kotsu、Metacarpal Bone）とは、手掌にある 5 本の長管骨でこれらに 5 列の指骨が

連がる。  

⑥指骨（し こつ、Shi Kotsu、Digital Phalanges）とは、中手骨に連結している末節骨・基節骨・中節骨の含めた指部分

の骨。 

⑦基節骨（きせつ こつ、Kisetsu Kotsu、Proximal Phalanx）とは、基節骨は、中手骨と中節骨の間にある骨をいう。拇

指では、中手骨と中節骨の間。  

⑧中節骨 （ちゅうせつ こつ、Chusetsu Kotsu、Middle Phalanx）とは、中節骨は、基節骨と末節骨の間にある骨。拇指

にはない。      

6-2-2.腕と手の解説 
①上腕（じょう わん、Jyo Wan、Upper Arm）とは、上腕の中軸にある長い腕。上端は内側上下に球状の上腕頭骨を出し

て、肩甲骨外側角との間に肩関節をつくり、下端は 2 つの関節面に分かれて尺骨および橈骨との間にある。  

②橈骨（とう こつ、Tou Kotsu、Radius）とは、前腕の 2 骨の 1 つ、尺骨の外側にある細長い骨。尺骨と対をなす。上端は

肘関節の形成にあたるが、下部の方が太く、下端、手根骨との間に手首関節との間に手首の関節（橈骨手首関節）をつく

る。 

③尺骨（ しゃく こつ、Shaku Kotsu、Ulna）とは、前腕の小指側にある細長い骨。親指側の橈骨と対となす。下部が細長

く、上部が太くて上腕骨との連結に主役を果たす。上段後面は突出して肘頭と呼ばれる。長さを測る基準の名が生まれた。 

④母指球（ぼし きゅう、Boshi Kyuu、Hypothenar Eminence）とは、西洋の手相学で言われる生命線の外側にあり、親

指に連結する舟状骨・小菱形骨・大菱形骨を含む部分。 
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⑤小指球 （しょうし きゅう、Shoshi Kyu、Hypothenar Eminence）とは、西洋の手相学で言われる健康・成功線の外側に

ある。小指に連結する有鉤骨・月状骨を含む部分。 

⑥指間球 （しかん きゅう、Shikan Kyu、Metacarpo Phalangeal Bulb）とは、東洋および西洋の手相学で言われる翼・

離・坤および金星帯という。有鉤骨・有頭骨・小菱形骨を含む部分。 

⑦指尖球 （しせん きゅう、Shisen Kyu、White Nail Bulb）とは、東洋の手相学で言われる親指(先祖)・人差し指(父)・中

指(母)・薬指(妻)・小(子)という。そして、中節骨を含む部分である。      

6-2-3.拳部(攻撃技と防御技)の用語解説 
①熊手（くまて、Kumate、Bear Hand）とは、 顔面状態の安定にするために行う目的である。手順は、①指を中間節から

広げること、②五本の指を曲げる、③親指と人差し指から小指までの内側を強く押し広げるようにした「半輪あるいは峰状」

拳の全面を使用する状態にすることである。(図 6-3) 

 

   
図 6-3.踊る時の熊手技術 図 6-4. 踊る時の平拳技術 図 6-5. 踊る時の鶏口拳技術 

 
②平拳（へいけん、Heiken、Flat Fist）とは、指先を指のつけ根につけてよりきれいに見せる技である。手順は、①手を広

げること、②親指以外の 4 本指を軽くそろえること、③親指は人差し指の側面に折り曲げながらしっかりと握ることである。

(図 6-4) 

③鶏口拳（けいこう けん、Keikou Ken）とは、手首を折り曲げ、拇指側の手の根もとを鶏口の状態のように突き出し、スナ

ップを利かせる目的である。手順は①手を広げること、②5 本の指を一点に合わせる、③鶏の口のような拳の形にすること

である。(図 6-5) 

 

   
図 6-6. 踊る時の四本貫手技術 図 6-7. 踊る時の手刀技術 図 6-8. 踊る時の背刀技術 

 
④四本貫手（ぬきて（よんほん）、Nukite(yonhon)、Spear Hand）とは、貫手(四本)とは四本貫手・親指以外の 4 本の指と

もいう。手順： ①手を広げること、②貫手(四本)の指をそのままにして、③親指の爪部分を軽く折り曲げること、④曲げた指

関節が伸ばした腕と直線状態にならないように注意する。中指と薬指の先端の長さがそろえるとより強力な武器の槍といえ
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る。(図 6-6) 

⑤手刀（しゅとう、Shutou、Knife Hand）とは、背刀の反対側で、小指側で当てるのが主目的である。そのためプロレスの

「空手チョップ」の技と同様な技であると言われる。手順： ①5 本の指をそろえて伸ばすこと、②親指の第一関節を折り曲げ

ること、③親指と人差し指とが平行状態にする。④小指の側を下にする状態である。(図 6-7)  

⑥背刀（はいとう、Haito、Ridge Hand）とは、手刀の反対側で、親指で当てるのが主目的である。手順： ①5 本の指をそ

ろえて伸ばすこと、②人さし指と親指の側のつけ根をそのままにして、③つけ根の状態は接近した状態である。親指の折り

曲げた関節は使用しない。横状態ある 4 本の指は、親指と平行状態の手のひらになるため同じように見える特徴がある。

(図 6-8) 

 
6-2.河内音頭と足技の比較研究 

下肢骨とは 下肢を構成する骨である。寛骨・大腿骨(だいたいこつ)・下腿骨・足骨から構成している。骨盤は大腿骨と脊

柱の間で体を支える、強固に一体化した一群の骨である。その骨は、 ① 仙骨、 ② 腸骨、 ③坐骨 ④恥骨、 ⑤恥骨結

合、 ⑥寛骨臼、 ⑦閉鎖孔、 ⑧尾骨 赤線は骨盤縁(分界線)を含む。骨盤は、左右 1 対の寛骨、仙骨、尾骨で構成され

る(図 6-9)。これらの骨はいずれも成長とともに癒合するため個数が変わる。ここでの仙骨は 5 個の仙椎が癒合して 1 個の

仙骨となる。尾骨は 3-6 個の尾椎が部分的にあるいは全面的に癒合して尾骨となる。骨を接続する仙骨は脊柱の下端の

骨ではない。下端は尾骨である。 坐骨･腸骨･恥骨の結合部が大腿骨との関節になっている。肩関節と同じく球関節で自

由度は 2 である 。下肢の骨格と筋力を強化するためにはX線写真（図 6-10）を参考にして精進することである。 
骨盤のゆがみには、左右のゆがみ（痛みのもと）と、前後のゆがみ（骨盤が開く）がある。骨盤は、三つの骨が仙腸関節と

いう蝶番のような接合部分で、数ミリほどしか動かないが、歩く・しゃがむ・足を上げるといった基本的な動作を支えている。

骨盤のゆがみとは、この関節が片寄ってずれ、そのまま固まることである。現代人は歩く、しゃがむといった機会が少ないの

で仙腸関節があまり動かない。だから周りの筋肉が硬直し最後には癒着してしまう。よく歩いていれば骨盤はゆがまない。

盆踊りの愛好者は、これらの筋肉を動かすため、骨盤がゆがみにくいと考えられる。 

骨盤の左右のゆがみは、X 線写真を見ると逆三角形に見え、体が横に傾く、ねじれるといった状態になる。これにより筋

肉が偏って緊張し、腰痛や肩こりになりやすい。「いつも右肩だけがこる」などが典型的なパターンである。骨盤の前後のゆ

がみは、X 線写真では中央の穴が横長に見え、腹筋や背筋が弱く、疲れやすい状態になる。冷えやむくみも多い。

http://www.ces55.com/kotuban-yugami.html 

 

 

 
 

図 6-9.下肢の骨格と筋力 図 6-10.骨盤の写真 図 6-11.足の骨格 
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足の骨は大きく「足根骨」「中足骨」「趾骨」3 つのブロックに分かれている。足根骨は固く密着しているが、中足骨、趾骨

はフレキシブルに動きやすくなっている。したがって、靴も足の構造と同様に固い部位は固く、動きやすい部分は動きやす

く足の動きを妨げないことがある。足の痛み の原因は、外傷による炎症の場合以外に、血栓が静脈や動脈に詰まり血流不

全を起こしている場合、また脊椎や腰痛、太もも、アキレス腱等の炎症や、何らかの原因で下肢の神経を圧迫している事も

足が痛い 原因となる。たこや魚の目は、足の裏や指などの、角質の盛り上がり、芯のようなものができる。これは、押すと痛

みがある。上手な踊りは足元からだと言える。（図 6-11） 
 
6-3.河内音頭と立ち方の比較研究 

自然体の立ち方とは、自然な筋肉の状態になった時の立ち方である。脚が膝を内部と外部へ強要することによって異な

った緊張状態に置かれる。緊張状態は筋肉の作用によって立ち方が異なる。脚がバランスの維持中の緊張支援で続きと

攻撃と逆襲に強さを加えられる。 

自然体とは、①身体に力を抜き、自然に立つ姿勢である。②特定の技術へ移動する準備の姿勢である。③下体の形態

による正確な技で、最大限の速度、力強くそして効果的な威力を発揮できるのに最適な形態である。④上体は床面に垂直

であり、そして敏感に動作できるように努力することで、関節は必要以上に力を入れないことである。⑤膝は変化に耐えるた

め弾力性をもたらすことである。⑥安定性は、足によって取り巻かれた面積に正比例している。例えば、前の立ち方が後ろ

の立ち方より安定している間、後ろの立ち方は猫足立ちにすることである。健全なる自然体を維持するためには、バランス

の取れた合理的な立ち方に研究することである。立ち方の組織モデルは、表 6-1 のように分類できる。 
 

表 6-1. 立ち方の組織モデル 
自然な立ち方 無意な立ち方 有意な立ち方 

基立ち 前屈立ち 結び立ち 

八字立ち 後屈立ち 三戦立ち 

不動立ち 騎馬立ち 半月立ち 

閉足立ち 騎馬開き立ち 猫足立ち 

平行立ち 半身後屈立ち 四股立ち 

 
  立ち方の基本モデルは、爪先が両足間の直線から約90°以上を外向きの立ち方、約90°を直角な立ち方、約90°以内を

約 90°以内、さらにその他の立ち方に分類できる(表 6-2） 。 

 
表 6-2. 立ち方の基本モデル 

立ち方の基本名 立ち方の名称 

外向きの立ち方(約 90°以上) 
基立ち 外八字立ち 前屈立ち 不動立ち 

猫足立ち レの字立ち 四股立ち  

直角な立ち方(約 90°) 結び立ち 閉足立ち 平行立ち 騎馬立ち 

内向きの立ち方(約 90°以内) 内八字立ち 三戦立ち 半月立ち 内歩進立ち 

その他の立ち方 
自然体 交差立ち 鶴足立ち 後屈立ち 

半身体勢 半身後屈立ち 入身体勢  
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①基立ち、 ②外八字立ち ③前屈立ち ④不動立ち ⑤猫足立ち 

図 6-12. 外向きの立ち方(約 90°以上) 

 

 
図 6-12①番：基立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。足を軽く一歩踏み出す程度の間

隔で前後に開き、両ひざを軽く曲げて安定させ、左右は肩幅くらいに開く。 

図 6-12②番：外八字立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。つま先だけを外側に開いた

立ち方で、足の絞めはないから自然体にする。両足の爪先を外側に開き、左足を一歩左横に開く状態にする。 

図 6-12③番：前屈立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、無意な立ち方である。後ろ足を曲げながら地面に付

かせ、前足に体重を乗せて前方に進むことである態勢である。 

図 6-12④番：不動立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。足は肩幅で背筋を伸ばし、少

し肘を曲げ、対角線状に足を整列して構える状態である。 

図 6-12⑤番：猫足立ちとは、外向きの立ち方(約90°以上)の状態で、有意な立ち方である。足を前後に開き、前足の踵を浮

かせ、後足はつま先を外側に真横に向け、膝を少し曲げて立つ。前足は自由に出せる姿勢にしながら、後足に体重をかけ

る状態である。 

 

      

①結び立ち ②閉足立ち ③平行立ち 

図 6-13. 直角な立ち方(約 90°) 
 
図 6-13①番：結び立ちとは、直角な立ち方(約 90°)の状態で、有意な立ち方である。自然に直立した姿勢をとり、両足の踵

は微かに触れる位にして、足先は扇形に開く。 

図 6-13②番：閉足立ちとは、直角な立ち方(約 90°)の状態で、自然な立ち方である。自然に直立した状態で足の爪先を開

かず閉じて、踵も閉じた立ち方である。 

図6-13③番：平行立ちとは、直角な立ち方(約90°)の状態で、自然な立ち方である。両足の踵は肩の幅程度にして立つ状

態である。結び立ちの爪先を基点として両踵を開き、爪先をそのままにして踵を内側絞る。 
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①内八字立ち、自然な立ち方 ②三戦立ち、有意な立ち方 ③半月立ち、自然な立ち方 

図 7-14. 直角な立ち方(約 90°以内) 
 
図6-14①番：内八字立ちとは、直角な立ち方(約90°以内) の状態で、自然な立ち方である。下半身をリラックスした状態で、

安定した立ち方である。 足幅は肩幅の広さに開く。足幅とは、足の内側の広げ、足の絞めはない姿勢にする。 

図 6-14②番：三戦立ちとは、直角な立ち方(約 90°以内) の状態で、有意な立ち方である。膝には外に張る力が掛かる、そ

れを抑えるように内に締める。膝自体を張り出すのは無く、安定した姿勢を取ると勝手に張り出す。 

図 6-14③番：半月立ちとは、直角な立ち方(約 90°以内) の状態で、自然な立ち方である。爪先より踵の方を開き、両膝を

曲げ、尻を後ろに下腹を前に出し、腰を落とす。上体を真っ直ぐに、太股に力を入れて恰も馬に乗（騎）ったような姿勢で、

蹠（あしうら）の外側に力を入れる、強固な立ち方、重心は体の中心にする。それは外部より内部に向かって力を集中する

がごとき心持ちで踵を爪先の引きつける立ち方である。 

 

    

    
①自然体 ②交差立ち、無意な立ち方 ③鶴足立ち、無意な立ち方 ④後屈立ち無意な立ち方 

図 6-15. その他の立ち方 

 
図 6-15①番：自然体とは、両足をわずかに前後または左右に開き、無理のない形で立った姿。また、自然体は、身体に力

を抜き、自然に立つ姿勢である。膝は変化に耐えるため弾力性をもたらすことである。このことはバランスの取れた合理的

な立ち方における技術向上にある。それは、体重をしっかりと支え、下体の形態による正確な技である。その技は、最大限

の速度、力強くそして効果的な威力を発揮できるのに最適な形態である。上体は床面に垂直であり、そして敏感に動作で

きるように努力することである。関節は必要以上に力を入れないことである。八字立ちと同様な立ち方である。 

図 6-15②番：交差立ちとは、無意な立ち方である。前足の膝の裏に後ろ足の膝を付け、足を交差する・前足は前をまっす

ぐ向き、後ろ足の爪先は立てる立ち方である。  

図 6-15③番：鶴足立ちとは、無意な立ち方である。前足を半分前に出し踵を上げ、後ろ足を軽く曲げ、体重を支える。後足

に前足に 10 程度の比率で中心を置いて前足を自由に使用できるようにする。 
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図 6-15④番：後屈立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)、よく前屈立ちと対称的に見られる立ち方である。自然体から、

心持ち体をひねって、相手に向かって半身に対するように足の位置を変え、姿勢を低くした形である。足はT字立ち方に類

似点が見られる。 

 

7.河内音頭の踊り方 

7-1. 河内音頭の踊り方 
  空手道の手と足の動作について類似点を考察する。手の動作について、肩の上方向・肩の並行・肩の下方向をそれぞ

れ上段・中段・下段といい、払うことがある。例として、① 両手を右下横へ流す、両手の平を下に向けて開く といった動作。

②右足を前に持ってくる、右足を前に出すといった動作がある。（図 7-1）。 

 

    

① ② ③ ④ 
右足を一歩右横に出して、両

手の掌を下に向け、右上に伸

ばす。 

左足を一歩左横に出して、両

手の掌を下に向け、左上に伸

ばす。 

①番と同じ動作をおこなう。 

 

左足を一歩前に出して、両手

を伏せて左下に流す。 

図 7-1.河内音頭の踊り方（その 1）  
 
図 7-1①番：手の部：右手は右へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける。両手を揃えて手の平を下にし

て前に出す、 両手を右斜め上に持っていく、足の部：左足を前に出す、 右足を斜め前に出す。自然体から前・後屈立ち

（右足を一歩前に出す）。 
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図 7-1②番：手の部：右手は左へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける、両手を揃えて手の平を下にし

て前に出す、両手を左斜め上に持っていく。足の部：右足を前に出す、左足を斜め前に出す、両足は外八字立ち（左足を

一歩左横に）にする。 

図 7-1③番：図①番と同じ動作を行う。手の部：右手は右へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける。両

手を揃えて手の平を下にして前に出す、 両手を右斜め上に持っていく、足の部：左足を前に出す、 右足を斜め前に出す。

自然体から前・後屈立ち（右足を一歩前に出す）。 

図 7-1④番：手の部：右手は左へ下段と左手は右へやや下段払い、両手を伏せて左下に払う、両手を左下横へ流す。足の

部：左足を前に持ってくる、前屈立ち（左足を一歩前に出す）。 

 

    

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

右足を前に一歩出して、両手の

掌を下に向け、左・右に肩の高さ

に開く。 

左足を上げて、顔の右横

で、チョンチョンと二つ拍手

をする。 

上がっている左足を一歩前に

下ろして、両手の掌が向かい

合うように左上に伸ばす。 

①に戻り繰り返す。 

図 7-1.河内音頭の踊り方（その 2） 
 

図 7-1⑤番：手の部：右手は右へ中段と左手は右へ中段払い、足の部：前屈立ち（右足を一歩前に出す） 

図 7-1⑥番：手の部：手は顔の右手は中段と左手は中段へチョンチョンと二拍手、顔の右横で軽く 2 つ手をたたく、足の

部：左足を上げる、 猫足立ち（左足を上げる） 。 

図7-1⑦番：手の部：右手は上段へ曲げ伸ばすと左手は上段へ曲げ伸ばし、両手の掌が向わす。足の部：猫足立ち（左足

を下げる） 

図 7-1⑧番：①番に戻り繰り返す。 
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7-2. 江州音頭の踊り方 
江州音頭は滋賀県を中心に近畿地方各地で盆踊りに用いられる音頭で、「江州」とは近江国の別称である。棚音頭と座敷

音頭（敷座）の 2 種類がある。独立した舞台芸としても行われる口説き（クドキ）」と呼ばれる。江州音頭の踊り方は、図 7-2

のように表示することができる。（http://go-shu.biwako-visitors.jp/odo/index.html） 
 

    
櫓（やぐら）に向かって踊りだし

は、「え～皆様の」の「み」では

じまり、手を「ポン」っと打つ 

そのまま、右足を一歩斜前に出

すと同時に右手肩の高さ、左手

はかざす。 

右足は円周上に踏み変え、左

足を一歩出す。手は先ほどとは

逆に、左手肩の高さ、右手をか

ざす。 

左足を円の外側に践み変え、

体重をのせ、右足と踏み変え

る。手はまた先ほどとは逆に変

え、右手を斜下にかざす 

図 7-2.江州音頭の踊り方（その 1） 
 

図 7-2①番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」っと打つ。足は自然体の立ち方にする。 

図7-2②番：右手は中段と左手はやや上段払い両手の掌を下に向ける。右足は一歩前へ左足は後への前屈立ちにする。 

図 7-2③番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちにする。 

図 7-2④番：右手は中段と左手は上段払い右足と踏み変え左足を円の外側に践み変え体重をのせる後前屈立ちにする。 
 

     

右足を進行方向にもっ

ていき、両手を前から後

ろに振り落とす。 

両手を振り落とすと同時

に左足をあげる。 

左足を下に降ろす時

に、両手を肩の高さに戻

す。 

両手を自然に戻し、右

足一歩前に次に左足を

一歩櫓側にもっていく。 

最後に櫓を正面の戻り、

手を「ポン」っとたたく。 

図 7-2.江州音頭の踊り方（その 2） 
 

図7-2⑤番：右手と左手の両手は前から後ろに下段払いする。右足は後方から進行方向に前進、後屈立ちから前進する。 

図 7-2⑥番：右手と左手の両手を下段払い（両手の掌を下に向ける）。右足は停止し、左足を上げる前屈立ちにする。 

図 7-2⑦番：右手と左手の両手を中段（肩の高さ）に戻します。右足と左足は、結び立ちにする。 

図 7-2⑧番：右手と左手の両手を自然に下す。右足を踏み付け左足のつま先を踏み一歩櫓側に添足（偏向）立ちにする。 
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図 7-2⑨番：右手と左手の両手を「ポン」と叩く。右足と左足を合わせながら平行にする並平行立ちにする。 
 

7-3. 河内音頭のまめかち基本 
現在の河内音頭では多種多様の踊りが踊られているが、初音家の音頭が広められていく上で「主に戦後、平野近辺以外

では」一番のネックは踊りであった。いきなり初音家の音頭をとれば踊りがつぶれてしまう、そこで音頭取りは江州音頭で歌い

始め、まめかちという踊りが踊られたら初音家の音頭に切り替えていった。「つい最近までは太三やんの音頭、まめかちの音

頭と呼ばれていた地域が多かった」（http://www.city.kashiwara.osaka.jp/jichisuishin/kawachi/） 

 

      
 

      

足は踊りの進行

方向 

①左足を後ろへ ② 左足を前へ ③右足を前へ ④右足を斜め後

ろへ引き、手拍子 

⑤左足を引いて揃え

る 

図 7-3. 河内音頭の「まめかち」基本（その 1） 
 

図 7-3①番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」と打つ。足の部：足は自然体の立ち方にする。 

図 7-3②番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

図 7-3③番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。足の部：右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちに

する。 

図 7-3④番：右足を斜め後ろへ引きながら右胸あたりで手拍子をチョン。右手は中段と左手は上段払い、足の部：右足と踏

み変え、左足を円の外側に踏み変え体重をのせる後前屈立ちにする。 

図 7-3⑤番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」と打つ。足の部：足は自然体の立ち方にする。 

図 7-3⑥番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

 

      
‽ 
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⑥左足を前へ ⑦右足を前へ ⑧左足を前右向きに ⑨右足を左足に揃

え手拍子 

⑩右足を前へ ⑪右足を引いて左

足に揃える前 

図 7-3. 河内音頭の「まめかち」基本（その 2） 
 

図 7-3⑦番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。足の部：右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちに

する。 

図 7-3⑧番：右手は中段と左手は上段払い、足の部：右足と踏み変え、左足を円の外側に践み変え体重をのせる後前屈

立ちにする。 

図 7-3⑨番：右足を左足に揃え手拍子をチョン。右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」っと打つ。足の部：足は

自然体の立ち方にする。 

図 7-3⑩番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

図7-3⑪番：足の部：図 2右足を引いて左足に揃える前へ、軽く足を踏みながら手拍子をチョンチョンチョン①に戻り繰り返

す。番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちにする。 

注：踊りの進行方向は左、時計回り、両足を揃える、腕は軽く肘を曲げ歩き出す感じ。右手は中段と左手は上段払い、右足

と踏み変え、左足を円の外側に踏み変えながら体重をのせる後前屈立ちにする。 

 

8.おわりに 

 8-1.現在の河内音頭に収斂進化 
交野節、歌亀節、平野節と浪曲音頭の歴史と関係を次のように要約する。終戦直後に生まれた“浪曲音頭”から出発した

現代の河内音頭は、河内地方に江戸時代から伝わる“交野節”が源流と考えられる。この交野節を改良した“歌亀節”が明

治の中頃、中河内を経て大阪市内の演芸席に進出した。同時期に近江から流入した“八日市祭文音頭”と区別する意味で、

それぞれ河内音頭、江州音頭と呼び分けられるようになった。その後、大正年間に、大阪市平野の初音家太三郎らが、歌

亀節を改良した“平野節”を編み出した。戦後、初音家源氏丸がこれに浪曲の“あんがら節”のリズムを取り入れて改良を加

え、浪曲音頭が誕生、これがジャズやロック、ラテン音楽まで取り込んだバイタリティー溢れる現代の河内音頭へと発展して

いった。河内の音頭は、河内地方で生まれたそれぞれ個性を持った音頭 30 数個があり、それらが現在の河内音頭に収

斂・進化されていき北河内地方に伝承されたのである（表 8-1）。 

 
表 8-1. 現在の河内音頭に収斂進化の系統図 

音頭の元節 合流 本流 主流 
   江州音頭（加工） 

交野節（元節）  歌亀節 歌亀節（明治の中頃） 亀一節 現代の河内音頭 
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ジャイナ音頭   泉州音頭（江州と歌亀節） 

半九郎節  
植松ヤンレ‐節  
流し節  

 
ここでは、河内音頭の元節（通称：交野節、江戸時代から後期）、本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節：歌亀節。河

内音頭の本筋ともいう）、先代の河内音頭(一名：平野節または平野音頭）および現代の河内音頭（旧称：浪曲音頭）につい

てhttp://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001から参照した。一方、河内音頭の主流（ヨホホイ

ホイ）の変遷については、表 8-1 は、表 3-1 を要約している。 

近年、八尾出身の音頭とり河内家菊水丸が過去に、鉄砲光三郎に劣らない知名度を誇り、東京の錦糸町では盛大な河

内音頭の盆踊り大会が開催されているなど河内音頭の将来はバラ色と思われる一面もあるが、本場を自認する八尾河内

音頭パワーに陰りが見られると、あちこちで耳にするようになった。河内音頭の担い手は町内会や子供会といった地域であ

り、音頭を聴いたり踊ったりする民衆のエネルギーである。陰りが本当ならば、この地域エネルギーが低下しているということ

であり、高めていく対策を講じる必要がある。それには様々なものがあると思うが、ここでは紙面の関係で一つに絞って提案

したい。元来、まつりの主役は若者である。次々と若いエネルギーが注ぎ込まれることによって、まつりは華やぎ、引き継が

れていく。四大踊りまつりと言われる阿波おどり、おわら風の盆、郡上おどり、よさこいおどりは正に若者が主役である。一方、

八尾河内音頭の状況を見ると、ほとんどの盆踊り大会やイベントにおいて中高年の楽園と化している。中高年が精一杯楽

しめることは素晴らしい一面であるが、河内音頭の担い手である地域エネルギーをパワーアップするには何よりも子供や若

者の参加を格段に増やすことが必要である。そのためには、せめて次の二つ位は取り組みを望みたい。一つ目は音頭の

新しいネタの開発である。これまでのような、斬った、ハッタの任侠もの、知名度の低い偉人ものなどでは、子供や若者を引

き付けることはできない。若者も唄いたくなるようなドラマチックなネタが必要である。また、表 8-2～5 の内容を参照し、技術

の向上と、新しい踊りの発展を祈念する。 

 
8-2.現在の河内音頭の立ち方 
現在の河内音頭の立ち方は、表 8-2 立ち方について、表 8-3 立ち方の目的、表 8-4 河内音頭に関する自然体の研究、

および表 8-5 河内音頭の立ち方技術を実行する基礎研究の 4 つの表によって要約できる。 
 

表 8-2.立ち方について 

よりよい姿勢には、両足、両脚、胴、両腕および両手をよく制御

する条件が必要。 

垂直な姿勢にする身体の上部は、地面に垂直でない場所でも

必要である。 

重心がある程度低ければ、低いほど姿勢はより安定。 身体の上部姿勢は、地面と腰を垂直にすることである。 

正しい姿勢は. 着実な立ち方から生まれる。 何よりも強さと安定した姿勢から開始すべきである。 

最良の姿勢は、床に両方の足の底部をしっかり付ける。 互いの股を堅くねじることによって脚を強化する。 

トレーニングで安定性を心に留めなければならない。 バランスの取れた方法によって技術は速く・強いくなる。 

臍と肛門を接続線が、力と安定性にとって、可能な限り短いと

いう感じさせること。 

技術が強く実行される時に起こる反応を吸収するために、姿勢

は低くなければならない。 
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表 8-3.立ち方の目的 

基本的な立ち方は、強さと機敏さの強化。 自然な姿勢から始めること。 

用心深い弛緩の原理は同じであり続けること。 上部の身体を移動するためにある。 

形が最適になると、技術も最高の状態になる。 日常に役に立つ自然な姿勢であること。 

足の位置は自然な位置で、異なる形を研究。 膝はリラックスにすること。 

あらゆるスポーツでの最重要な要素である。 低い身体に、腰と脚を研究すること。 

膝を広げること、膝を接続して外へ側に拡張する線を想像。 堅さと安定を維持する濃縮度は、最小エネルギーに。 

 
表 8-4.河内音頭に関する自然体の研究 

緊張状態は、筋肉の作用によって立ち方が異なる。 自然な筋肉の状態になった時。 

安定性は、足によって取り巻かれた面積に正比例。 自然体は特定の技術へ移動する準備の姿勢。 

身体に力を抜き、自然に立つ姿勢を訓練すること。 正確な技は下体の鍛錬すること。 

膝は変化に耐えるため弾力性をもたらすこと。 最大限の速度、力強く効果的な威力を発揮できる。 

バランスの取れた合理的な立ち方に技術向上。 上体は床面に垂直、敏感に動作できるように努力する。 

蹴りのショックに耐えるため体重をしっかりと支える。 関節は必要以上に力を入れないこと。 

 
表 8-5.河内音頭の立ち方技術を実行する基礎研究 

1. 安定感が取れていること。 2. 腰を順調に回転できること。 

3. 速度は最大限に使うこと。 4.制御が容易に管理されるのを確認すること。 

5. 適切な筋肉が円満に働くのを確認すること。 6.膝と足指、ひざと爪先は、同じ方向を向く。 

 

8-3. 八尾の河内音頭の近未来は 
八尾が河内音頭の本場と言われる背景を、次の 5 つの項目に要約する。1.師匠格の音頭とりによって八尾本場河内音

頭連盟を結成した。2.公的百選イベントへの協力や自主公演など組織的な活動を行っている。3.「音頭とり」が個人的な交

流範囲を超えて地域的に組織化したことは音頭界の最初。4.「踊り手」は夏の楽しみだけでなく、企業や団体の踊りチーム

や踊りサークルに所属し活動する人達が、他の地域に比べて圧倒的に多い。5.河内音頭にかかる公的セクターの取り組

みも八尾は他の地域に比べ抜きん出ている。 

河内音頭の普及施策は、市役所内に全国発信室また商工会議所が市の中心市街地区に在る巨大商業施設の中に情

報発信基地を設置している。さらに河内音頭の研究は、市と文化振興事業団が河内音頭の研究書「河内音頭・いまむかし」

を発刊している。この研究書は、河内音頭研究の村井市郎氏によるものが多い。 

現在の河内音頭は、伴奏（音頭界ではサイドと呼ぶ）には太鼓、三味線の他、ギター、キーボードなど洋楽器も使用し、

よりダイナミックな音曲となるよう演出される。踊りはゆったりとした、流し（手踊り）とリズミカルなマメカチという二種類の振り

が基本であるが、近年は競うようにアレンジされ、様々な踊りが見られるようになっている。 

優れた郷土芸能を持っていることは、その地域に住む人達に誇りを与え、一体性を生み、大きな地域力を育むことにつ

ながる。八尾には、河内音頭という素晴らしい郷土芸能がある。しかし、現状では地域住民のふれあいの道具に過ぎないと

言える。本稿をまとめるにあたって、河内音頭の歴史にはそれ以上の潜在的な魅力があると確信している。行政や地域の

人々の磨き方一つによっては、より多くの人々を惹きつけ、地域の活力が生まれる大資源になることは間違いないだろう。 
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****************************************************************************************** 

第 35 回八尾河内音頭まつり（2012 年 09 月 02 日、場所：久宝寺緑地） 

※A.河内音頭グランプリ（会場を練り歩き 出演順の氏名） 
①日吉家 朝日丸、②西 ひとみ、③美好家 肇、④橘家 栄枝朗、⑤椿 秀水、⑥八常 正月、⑦初音家 豊若、⑧藤本 

春光、⑨鳴門家 寿美若、⑩大和家 石勝、⑪天龍 小若丸、⑫久乃家 あゆみ、⑬信貴 一若 

※B.河内音頭大盆踊り大会 （こども音頭大使や伝承音頭の披露、出演順の 9 人氏名 
①信貴 一若、②藤本 春光、③大和家 石勝、④八常 正月、⑤河内家 芳春、⑥鳴門家 寿美若、⑦美好家 肇、⑧天

龍 小若丸、⑨初音家 豊若 
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※C. 河内音頭連盟による音頭のリレ-でつなぐ河内音頭グランプリ（参加 45 団体一覧） 
※C-1 の団体：①竹渕子ども会、②八尾市ダンス協会（キッズ）、③パシオスポーツクラブ八尾・キッズチアリーダーSmiles、
④筝・舞子ども教室、⑤八尾市女性団体連合会、⑥大阪東信用金庫、⑦河内銀友会、⑧車イスで河内音頭を踊ろう会、⑨

かわち撫子会、⑩さかえ会、⑪八常後援会、⑫蓮の会の 12 団体である。 

※C-2 の団体：①高槻若竹会、②JA 大阪中河内八尾地区女性会、③きよちゃん会、④八尾福祉センター 舞民踊同好

会、⑤七起会、⑥河内音頭サークル美咲会、⑦河内音頭つくし会、⑧道明寺ひまわり会、⑨河内音頭友の会 若美会、⑩

流し節正調河内音頭保存会、⑪河内音頭サークル松美会、⑫太田ジャイナ音頭保存会、⑬春名会、⑭八尾中央ライオン

ズクラブ、⑮陸上自衛隊八尾駐屯地、⑯八尾市ダンス協会（大人）の 16 団体である。 

※C-3 の団体：①大阪府高齢者大学同窓会 東部、②レクオンドＫ3＆花組＆7 年参組、③阿波おとり連 すばる、④社会

福祉法人 竜華福祉会 ホーム太子堂、⑤河内雅会、⑥株式会社 ジェイコムウエストかわち局、⑦医療生協かわち野 八

尾クリニック、⑧大阪府高齢者大学同窓会 八尾、⑨シティカレッジ 河内音頭、⑩公益社団法人 八尾市シルバー人材

センター、⑪河内連、⑫読売新聞゛わいず倶楽部八尾交流会"，⑬八尾市役所職員連、⑭八尾市うぐはち教員連、⑮八尾

市立病院、⑯一般市民の 16 団体である。 

 

※D.河内音頭連盟による音頭のリレーでつなぐ伝承音頭の披露の記録写真（20 枚］ 
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東北がんばれ！　写真による活動報告

第７回初春公演、河内まつり家会芸能発表2013

主催：芸能倶楽部「河内まつり家会」・平成２５年２月２日・会場：JA大阪中河内農協会館

平成２４年文化の日/満１０周年で八尾市長表彰受賞

第１部：「初春(はつはる）、第２部：「絆(きずな）、第３部：「翔(しよう）

発足：平成13（2001）年、公演：２１９箇所（観客：約６万人）

 
 

    

    

    
 



日本語 50音順 50音順 用　語　解　説

1 安宿音頭
あすかおん
ど Asuka-Ondo

安宿音頭「こまがた音頭」ともいう。羽曳野市の古市東から太子町間、昔の安宿郡の音
頭である。「こまがた音頭」ともいう。「こまがた」とは、駒ケ岳の地名である。基本は七七
○七七△型である。

2
石川の流し
音頭

いしかわの
ながしおん
ど

Ishikawa-no-
Nagashi-

Ondo

石川の流し音頭。石川郡の音頭ともいう。富田林や河南町と千早赤坂村に分布した音
頭である。基本は七七○七七△型である。間音には、コレ、コラ、ドッコイが入る。

3 出雲音頭
いずもおん
ど Izumo-Ondo

島根県出雲市、①揃(そろ)た揃たよ　踊り子が揃たヨ、稲の出穂(でほ)より　なお揃た
『ヤンハトナー　ドッコイ　ヤンハトナー』、②今年ゃ豊年　穂(ほ)に穂が咲いてヨ道の小
草(こぐさ)も　米がなる、『ヤンハトナー　ドッコイ　ヤンハトナー』。 《ちょいとやりましょうか
ちょいとやるので 私がやろか》  囃し言葉をとって「ヤーハトナ」と呼ばれる口説形式の
盆踊り唄。米子市大崎出身の民謡歌手・黒田幸子(1930-1997)が、母親から故郷の「盆
踊り唄」を習い、これに手を加えて今日の節回しにまとめあげた。昭和３３(1958)年頃、
レコードに吹き込んだ際「出雲音頭」と命名。二代目は黒田の長女が継承している。荒
茅音頭→荒茅盆踊り（出雲市指定無形文化財）によると、「荒茅盆踊りは、江戸時代の
初期に出雲阿国が出雲大社地域に伝えた念仏踊りに由来。

4 伊勢音頭 いせおんど Ise-Ondo

三重県伊勢市、伊勢の地方に唄われる音頭類の総称。伊勢音頭とは、伊勢神宮参拝
の帰りに古市 (伊勢市)の遊郭へ上がった客らによって全国に広まった民謡。伊勢参り
は、信心目的ばかりでなく江戸期には古市の遊郭や観光そのものが旅の目的ともなっ
ていた。 「荷物にならない伊勢土産」とも言われ、伝えられた各地で作り替えられ普及し
た唄や踊りがある。主に祝い歌として歌われている事が多く、祭りなどの伝統行事、通
過儀礼の席で歌われる事が多い。

5
イヤへー
へー

い や へ ー
へー Iyahe-He- 半九朗音頭（平野・加美）参照。

6
植松・跡部
の半九郎

うえまつ・あ
とべのはん
くろう

Uematu・

Atobe-no-
Hankurou

半九郎音頭参照。

7 植松音頭
う え ま つ お
んど Uematu-Ondo 半九朗音頭（植松・跡部）参照。

8 歌亀節
うたがめぶ
し

Utagame-
Bushi

本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節、歌亀節。河内音頭の本節とも言う）。明治
初年頃、茨田郡野口村の初代の歌亀（通称、芸名、本名：中脇久七）が交野節の取り
口に工夫。その定型を基調としつつもそれにこだわらず、どんな字余りや句余り等も自
在に読み込む変唱法。時には上と下に切れぬ一と節もある。 義太夫の丸本も使用し
て、座敷音頭用に開発。また盆踊りにも起用。

9 歌祭文
うたざいも
ん Utazaimon 三味線の伴奏を伴わない、手錫杖を振ったりしながら、唄うように読み行く語り芸で、江

戸中期に上方の盛り場で成行した。

10
エエンさて
は

ええんさて
は Eensatewa

Een sate wa。［接］（「扨は」「扠は」「偖は」とも書く）1 列挙した物事に追加するのに用い
る。さらにそのうえ。それ以外にも。「飲んだり食べたり、―タクシー代まで払わされた」2
前の発言を受けて、ある判断を導く語。

11 エンヤ踊り
えんやおど
り Enya-Odori

エンヤ踊りの分布地域は、大和側と河内側である。河内側は、現柏原市本堂という信貴
山南方の山上の集落である。大和側は、本堂の北西隣りの平郡（へぐり）町南畑とのみ
に残っている特殊な音頭である。基本形式は、上の句七の内の下が、下の句の頭にタ
ブることになり、次は、コレワノドッコイという、長い間言が入る特徴がある。創始者は山
田藤吉（とうきち）である。

12 老原音頭
おいはらお
んど Oihara-Ondo 半九郎音頭参照。

13
太田ジャイ
ナ音頭

おおたじゃ
いなおんど

Otajaina-
Ondo

八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊りで、八尾市内では太田地
区で伝承されている。宝永元年（1704年）、大和川の付け替え工事により流域の村々
は、水害からようやく逃れることができたが、それにより今度はかんばつの被害に見舞わ
れることとなった。そのため弓削村の庄屋であった西村市郎右衛門が大坂城内で打ち
首、一家断絶家財没収となった。その後、西村市郎右衛門を偲んで、農民が田植えを
しながら唄ったのが始まりだと言い伝えられている。

14
お気に召す
ようにゃ

おきにめす
ようにゃ

Okinimesuyo
unya

Oki ni mesu you nya。［連語］「気に入る」「好む」の尊敬語。「お客様の―・すかどうか」
「こちらのほうが―・しましたか」

15
お見かけ通
り

おみかけと
おり Omikaketoori Omikake doori。外から見たときの人、物の様子。

16 恩智音頭
おんぢおん
ど Ondi-Ondo

この音頭に詳しい伝承はないが、1000年ほど前に今より優雅な振りで踊っていたと言わ
れている。八尾東部の山沿いに分布していたと言われ、昭和初期までは、恩智から大
窪のあたりで音頭がとられていた。現在は10年ほど前に保存会が結成され、天王の森
の永楽地蔵前、その他夏祭りなどでも踊っている。

別表1.　河内の音頭に関する用語解説（Glossary Related to Kawachi-Ondo）



17 恩智の音頭
おんぢのお
んど Ondi-no-Ondo

ナ-へ-へ-節。八尾市東部の山すそと恩智の中心地域と旧南高安村である。基本形式
における一節の字数は、七七○七七△の定型である。唄う場合は、多くの掛け声や間
言（あいこと）が補われている。上の区の七七に続く「ナアへ-へ-」の掛け声は、高い声
で引っ張る特徴がある。

18
恩智の半九
郎

おんぢのは
んくろう

Ondi-no-
Hannkurou 半九郎音頭参照

19
音頭一席の
構成

おんどいち
せきのこう
せい

Ondo-
Ichiseki-no-

Kousei

 一応の原則：掛け合いまた序奏、前口上、枕、外題付け、本題、ばらし、結びの口上の
順に演じる。

20
音頭と節の
構造

おんどとぶ
しのこうぞう

Ondo-to-
Bushi-no-
Kouzou

歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。ただし、
随所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。・ 一と節が原則的には、上の
句と下の句の二部分に切れ、その切れ目に《切り》の囃しを、一と節の終わりには《落と
し》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃しを呼ぶ合図の掛け声がヨホホイホイ。
一と節を上と下に切らぬ事もある。

21 音頭取り おんどとり Ondo-Tori

行為としての音頭取りとは、 先導 ・ 指導 ・ 主導 ・ 陣頭指揮 ・ 音頭を取る ・ 先頭に立
つ ・ 陣頭に立って ・ タクトを振る場合である。 人としての音頭取りとは、 旗振り役 ・ ま
とめ役 ・ リーダー ・ 主唱者 ・世話役 ・ 中心人物の場合である。盆踊り音頭取りとは、
歌の音頭をとること。盆踊り歌の音頭をとること。多人数の先に立って物事をすること。
人の先に立って行うこと。唄い物と語り物の折哀芸能で、民謡域から大きくした芸謡で
ある。それには、可なりの修業が必要で高い評価を必要とする芸である。

22 音頭の特色
おんどのと
くしょく

Ondo-no-
Tokushoku

「歌い芸」と「語り芸」の中間芸（浪曲の親戚）。音頭とは、民謡用語では、多人数が一緒
に歌う場合、きっかけをつくるために歌うので音の頭という。音頭から後には踊れそうな
民謡には形式にかまわず音頭とよぶ。代表的なものは、沖場音頭（ソ―ラン節）、秋田
音頭秩父音頭、伊勢音頭、江洲音頭等である。

23 貝祭文
かいざいも
ん Kaizaimon

浪曲の祖先である語り物芸能で、手錫杖の一種である金錠という道具を、キンキンと振
り鳴らしたり、法螺貝をメガホン代わりに使って、デレンデロレン・・・などと口三味線を入
れたりしながら、長い語り物を節をつけたり、節をつけずに科白にしたりして語る芸能：
浪曲の祖先である語り物芸能で、手錫杖の一種である金錠という道具を、キンキンと振
り鳴らしたり、法螺貝をメガホン代わりに使って、デレンデロレン・・・などと口三味線を入
れたりしながら、長い語り物を節をつけたり、節をつけずに科白にしたりして語る芸能。

24 歌詞 かし Kashi 平仮名と漢字（と擬態語としての片仮名）を拾えば歌詞が得られる。

25 楽譜 がくふ Gakufu

厳密な五線譜には余り馴染みにくいところのある音頭の節の説明のために、新
たに簡易楽譜を案出してみた。●は手拍子を打つしるし。○は手拍子を開くし
るし。したがって、●から次の●の手前までが一拍。つまり、●○●、●○、
●○●○●、等。音階は、dド、rレ、mミ、fファ、fファの半音上がり、sソ、
lラ、ｃシ、d’一つ上のド、r’一つ上のレ、ｃ、一つ下のシ、1、一一つ下の
ラ等。

26 交野節 かたのぶし
Kata-no-

Bushi

河内音頭の元節（通称：交野節）。起源は定かでないが、江戸時代から後期に移る頃
か？！原則として定型詩：七七○七五サ七五△の旋律の反復。（サはコラとも）一と節
が上の句七七と下の句七五七五の二部分に切れ、切れ目に音頭取りはヨホホイホイと
掛け声を、続いて踊り子がアーヤレコラセーードッコイセエと《切りの囃し》を入れる。次
いで下の句が唄われ、一と節終れれば踊り子はソラヨイトコサノサーヨイヤサッサーなど
と《落としの囃し》を入れる。毎一と節の、上の句はアェの発声で出し、下の句はサェの
発声で出す。歌詩は、叙情詩的な《流し》叙事詩的な《口説き》がある。

27 川崎音頭
かわさきお
んど

Kawasaki-
Ondo 伊勢音頭。伊勢古市(ふるいち)に近い川崎から起こった。

28 河内 かわち Kawachi
大和（奈良）から見て、淀川の内側、つまり河の内ということで名付けられ
た、大阪府東南部の旧国名。７６９年に由義宮が置かれ、一時、奈良京に対し
て西の京とよばれたこともある。南部を除いては土地がよく肥えており、戦
後、急速に近代化されるまで一大農村地帯であった。

29
河内音頭の
発祥地

かわちおん
どのはっ
しょうち

Kawachi-
Ondo-no-

Hasshouchi

中国から東南アジアに銅鼓を儀式に使う人は、八尾は打楽器の伴奏でかに祭り
を歌い上げる「河内音頭＝戯(ざ)れ歌（批判歌謡）」の発祥の地である。技術
が集団の秘伝文明だった当時の時代を考えると、中国のヤオ人と八尾人とは同
じ文化集団であると解かる。銅鐸を代表的文化遺産として残したのは中国から
の移住者・ヤオ人だと断定できるのである。銅鐸と河内音頭を残した歌のうま
い人々ヤオ（謡・揺＝八尾）人。「ヤオ人と銅鼓の儀式」は、今にも［河内音
頭］が聞こえてきそうな光景。しかし場所は中国・広西省である。銅鼓を叩く
ヤオ人」。中国四川省の少数民ヤオ人の祭り風俗だが、大阪の八尾市にもよく
似た「河内音頭」が残っている。http://blogs.yahoo.co.jp/

30
改良節河
内音頭

かいりょうふ
しかわちお
んど

Kairyoufushi-
Kawachi-

Ondo

明治26年、旧南河内郡赤坂村大字水分(すいぶん)で起こった。『河内１０人斬り」や「水
分騒動」杜呼ばれる大事件とは、色と欲とのもつから、二人の男が男女１０人を殺す事
件である。富田林の初代岩井梅吉が、江州音頭より祭文節と役節を取り除き平節ばかり
をアレンジして改作。更に昭和初期頃再び整理改良。改良節は、河内長野市の岩井
会および楠扇会（なんせんかい）の音頭取りによって活躍している。



31
河内音頭
（現代）

かわちおん
ど

Kawachi-
Ondo

歌い物であると同時に語り物である河内音頭は、大阪府下北～中河内地域を発
祥とする伝統的な河内音頭をアレンジさせた、近代・現代河内音頭をいう。大
阪では河内地域以外でも盛んに盆踊りなどで踊られ、その曲目は全国的に愛聴
されている。いわゆる『民謡』か、本来唄い物と語り物の折衷芸能（詠み物)
で、民謡と浪曲の中間芸能。特定の歌詞と言うものはなく何を詠むのも自由。
節も決まっているようで決まっていない。決まっているのは基本リズムと囃し
くらい。

32
河内音頭と
節の構造

かわちおん
どとふしの
こうぞう

Kawachi-
Ondo-to-
Fushi-no-
Kouzou

歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。
ただし、随所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。一と節が原
則的には、上の句と下の句の二部分に切れ、その切れ目に《切り》の囃しを、
一と節の終わりには《落とし》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃
しを呼ぶ合図の掛け声がヨホホイホイ。一と節を上と下に切らぬ事もある。

33
河内音頭の
一席

かわちおん
どのいっせ
き

Kawachi-
Ondo-no-

Isseki

河内音頭の節にのせて物の語りを最初から最後まで約20分も歌うこと。形体の
構成は、①イントロ、②前口上、③枕、④外題(げだい)付け、⑤本題、⑥ばら
し、⑦結び口上の順である。一席（一節の集合体）は前口上（挨拶）～枕～本
題～後口上。歌詞の一下り（1行）が七五調か七七調で複数行、上の句と下の
句に分かれる

34
河内音頭の
踊り方

かわちおん
ど の お ど り
かた

Kawachi-
Ondo-no-
Odorikata

流し・マメカチ（基本形）～＋大阪踊り、新河内、缶蹴りが含まれる。おどり方. 1 右足を
一歩右横に出 して、両手の掌を下に 向け、右上に伸ばす。 右足を一歩前に出すと
同時に、両手をもう一度 左の方から右上に伸ば す。 2 左足を一歩左横に出し て、両
手の掌を下に向 け、左上に伸ばす。

35
河内音頭の
楽譜

かわちおん
どのがくふ

Kawachi-
Ondo-no-
Gakufu

楽譜が無いのも特徴の一つである。語りたいもの､唄いたい歌詞を楽曲の自由
なアレンジにのせて聞かせます。浪曲、演歌､民謡、洋楽等の味付けにより、
野性味、郷愁、義理人情、絆、情熱、自由翻弄二歌い語る。

36
河内音頭の
元節

かわちおん
どのもとぶ
し

Kawachi-no-
Shosetsu-
Ondo-no-

交野(かたの)節参照。

37
河内音頭の
諸説

かわちおん
どのしょせ
つ

Kawachi-
Ondo-no-
Shosetsu

①河内の英雄である楠正成の長子・正行が１３４８年、四条畷の合戦で自害したのを、
家来の和田賢秀が手厚く葬って念仏踊りにした。②１３８５年、八尾市の常光寺が建立
された際の木遣唄である。③河内の農民を水害で苦しめていた大和川の工事が１７０５
五年に完成し、豊作を祈った祝い唄。④河内音頭は「江州八日市祭文音頭」とよばれ、
江州音頭の亜流説である。盆踊りは、庶民の娯楽の対象になった時期は、江戸時代中
期で、定着したのは約２００年前であると推定できる。

38
河内音頭の
流れ

かわちおん
どのながれ

Kawachi-
Ondo-no-
Nagare

河内には、その昔121の村々があり、盆踊りの季節になると、村がよそと一味
ちがった音頭を競いになる。それが交野節、歌亀節、切り音頭、平音頭、半黒
節、流し音頭、六郷音頭、ヤンレ―節、梅吉節などだが、部分的な改良を加え
ながら伝承され、また消滅の運命をたどってもいる。これらの音頭を、伝承河
内音頭とよび、正調○○節保存会というグル―プが、昔ながらの節を守り、現
在もその地区の盆踊りの櫓で披露している。その伝承河内音頭の中で魅力的
だったといえる２代目歌亀節をベ―スに、浪曲的な要素を加わえ、大正３年ご
ろ初音家太三郎が発表したのが初音節である。この初音節以降は浪曲河内音頭
ともよばれていた音頭を、伝承河内音頭に対して、現代河内音頭と区分してい
る。

39
河内音頭の
一節

かわちおん
どのひとふ
し

Kawachi-
Ondo-no-
Hitofushi

一節は、上の句と下の句に切れ、音頭取りによる「ヨ～ホイホイ」という掛け
声に続いてお囃し子の「ア－ア－いやこらせ-ドッコイセｰ｣が切れ目になるの
が標準である。

40
河内音頭の
節付け

かわちおん
どのふしつ
け

Kawachi-
Ondo-no-

Fushi-Tsuke

単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配慮。
下の句の長い歌詞の中では、良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨て節でつ
なぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝らす。節の付か
ない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに何でも有り。聞か
せるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音頭（座敷音頭と踊り音頭）がある。節付
けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみどころである。

41
河内音頭の
方向

かわちおん
どのほうこう

Kawachi-
Ondo-no-

Hokou
主流あって正調無し。

42
河内音頭の
本場

かわちおん
どのほんば

Kawachi-
Ondo-no-
Homba

「一番多い土着音頭の数」と「一番古い土着音頭」と「一番大きいエネルギー」

43
河内音頭の
歴史

かわちおん
どのれきし

Kawachi-
Ondo-no-
Rekishi

八尾で河内音頭といえば思い浮かぶのが、常光寺の境内で行なわれる地蔵盆踊りの
音頭である。“八尾の流し”と呼ばれるこの音頭は、ゆったりしたテンポで素朴な味があ
り、室町時代初期の同寺再建の折り、都から材木を運んだときの“木遣り音頭”が元歌
だと伝えられている。 一方、終戦直後に生まれた“浪曲音頭”から出発した現代の河内
音頭は、村井市郎氏によると、北河内地方に江戸時代から伝わる“交野節”が源流のよ
う。この交野節を改良した“歌亀節”が明治の中頃、中河内を経て大阪市内の演芸席に
進出すると、同時期に近江から流入した“八日市祭文音頭”と区別する意味で、河内音
頭と江州音頭に呼び分けた。



43
河内音頭の
歴史

かわちおん
どのれきし

Kawachi-
Ondo-no-
Rekishi

、 年 、 初音家 、 節 節
編み出した。戦後、初音家源氏丸が、これに浪曲の“あんがら節”のリズムを取り入れ改
良を加え、浪曲音頭が誕生した。これがジャズやロック、ラテン音楽まで取り込んだバイ
タリティー溢れる現代の河内音頭へと発展している。 古い歴史を誇る常光寺の盆踊り
音頭は、“流し節正調河内音頭”と称され、保存会の人々の熱意と努力により、次世代
への保存・継承している。
http://web-lib.city.yao.osaka.jp/yao/

44
河内人気
質

かわちにん
きしつ

Kawachi-
Ninkishitsu

河内人気質 今東光の小説世界では、えげつなく、色と金に目のない欲深い人間の集
まりのように描かれているが、かなり誇張されており、河内人の気質が歪曲して伝わって
いる面がある。確かに感情の振幅の巾が大きく、エネルギッシュで、表現力がゆたかな
ので、誤解されがちだが、その実、愛情がこまやかで深く、現代の日本人が失いつつあ
る純粋なるやさしさをもちあわせている。そうした土地柄ゆえに、河内音頭が生まれ、
育ってきたわけである。

45 河内の音頭
かわちのお
んど

Kawachi-no-
Ondo

前記の河内音頭や江州音頭をも含み、河内生まれ河内育ちの音頭も、他地域か
ら流入して河内で土着化した音頭も、河内でその音頭の音頭取りという者が何
人も存在した音頭を呼ぶことにしている。

46
河内家
菊水丸

かわちやき
くすいまる

Kawachiya-
Kikusuimaru

1.本名は岸本 起由、1963年生は、日本のタレント、伝統河内音頭継承者、音
頭取り。
2.元新聞詠み（しんもんよみ）河内音頭家元。大阪府八尾市出身。父は河内音
頭の師匠河内家菊水、母はピアノ講師。
3.1984年、新しい流派『新聞詠み』を興し、以来大阪を拠点に歌う。エレキギ
ター、シンセサイザーなどを用いて、「グリコ・森永大事件」、「豊田商事事
件」、「リクルート事件」、「阪神タイガース優勝物語」、「ワイは横山
じゃ!」、「喜劇王・藤山寛美一代記」「アントニオ猪木一代記」「美空ひば
り一代記」など、世相・事件を題材にした曲を発表。
4.1990年代前半は海外でのライブも多く、ソ連、エジプト、ギリシャ、イタリ
ア、フランス、イギリスのテレビ局では特集が組まれ、それを見たBBCからも
出演依頼が来た。

46
河内家
菊水丸

かわちやき
くすいまる

Kawachiya-
Kikusuimaru

5.音楽番組「イースタン・ヒット」に出演。現在、河内音頭といって、誰もが思い浮かべる
のが、河内家菊水丸である。
6.各地の盆踊り大会でも菊水丸がゲスト出演した櫓には多くの観衆が集まり彼の出番
が終ると潮が引くように客が帰るというシ―ンをよく見かけた。
7.次から次へと新聞詠みや古典を発表し、エネルギッシュな活動を展開しつづけ、河内
音頭と自己とを強烈にアピ―ルする姿勢は、驚嘆に値する。
8.その存在感からして、いまの河内家菊水丸は、上方芸能界を代表する一人といって
も差し支えあるまい。

47
河内家　芳
春

かわちや
よしはる

Kawachiya-
Yoshiharu

幼少の頃より、河内家元祖千代鶴（ちよつる）に江州音頭、河内やんれ節を習う。１５歳
で初櫓、４２歳の時、宗家３代目、河内家芳春を襲名。昭和５８年６月、京都国際会議場
にて、世界歯科医師会主催の国際盆踊り大会に、常陸宮様ご臨席のみぎり、江州音頭
出演。平成１２年、なにわ伝統芸能達人知事賞を受賞。得意とする音頭、江州音頭、旧
河内音頭・やんれ節。近年、江州音頭に大切な、錫杖の政策に成功。音頭とり。

48
河内やれん
節

かわちやれ
んぶし

Kawachi-
Yaren-Bushi やれん節参照。

49
切り音頭(狭
山・長野)

きりおんど
（さやま・な
がの）

Kiri-Ondo
（sayama・

nagano）

狭山・長野の切り音頭ともいう。南北朝時代の楠公氏が発案の伝説。河内長野市、大
阪狭山市と富田林市の３市に分布している音頭。基本は七七調が四行り半（七字が９
行）の音頭で、コリャトチョイトとかコイツァ等の間音(あいこと)を含むキザミ口調である。

50
切り音頭
（丹南・錦
部）

きりおんど
（たんなん・
にしごり）

Kiri-Ondo
（tannan・

nishigori）

丹南・錦部（にしごり）の切り音頭ともいう。起源不明（南北朝頃よりと言うのは単なる伝
説）。多分近世より、きざみ口調で一と節が基本型として、七七／七七○七七／七七△
の口説き音頭。昭和戦前に一時河内音頭へ。

51
切り音頭
（八上）

きりおんど
（やかみ）

Kiri-Ondo
(yakami)

八上（やかみ）の切り音頭ともいう。切り音頭や三国の切り音頭とも言える。昔の河内国
八上郡、丹北郡西部、摂津国住吉郡南部、和泉国大鳥郡東部に分布していた。現在、
堺市北東部、松原市西部、住吉区南部である。基本は八五調(七五調）の三行りで一
節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョ
イチョイ」とか｢ア-こりゃ・コリャ」とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。

52 京山　幸枝
きょうやまこ
うし

Kyoyama-
Koshi 名浪曲師で音頭取り。

53 敬称 けいしょう Keisyou 人名には、本名の場合は氏をつけたが、芸名はすべて敬称を省略した。

54 芸の演題
げいのえん
だい Gei-no-Endai 外題としては、事件、任侠、偉人、人情＝約40本。

55 芸の特徴
げいのとく
ちょう

Gei-no-
Tokuchou

上の句の終わりに「ヨーホーホイホイ」をつける囃子。下の句の終わり「ソーラーヨイトコ
サッサノヨイヤサッサー」。

56
現代の河内
音頭

げんだいの
かわちおん
ど

Genndai-no-
Kawachi-

Ondo
浪曲音頭を参照。



57
江州音頭 ごうしゅうお

んど
Gousyuu-

Ondo

本節と称される滋賀県の「八日市節」とは別に、発祥地の伊賀や近江、大和等にも伝存
していない「しがらき節」系で、大阪特に中河内に伝存し。六郷の流し、石川の流し、平
野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木の半九郎、
恩智の半九郎、古市の半郎、ジャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節平音頭、ナーコ
レー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、念仏音頭、安宿音頭、八
上の切り音頭、畑音頭。

58 このばの このばの Ko-no-Ba-no ko-no- ba -no　この場の。

59
こまがた音
頭

こまがたお
んど

Komagata-
ondo 安宿音頭を参照。

60 祭文踊り
さいもんお
どり Saimon-Odori 江戸中期の歌祭文の流れをくむ。大和古来の盆踊りで、七七調または七五調４行(とき

と記５行）で一筋を形成する。

61
祭文音頭

さいもんお
んど Saimon-Ondo

大和古来、江戸中期の歌祭文の流れで山城や丹波の盆踊りである。基本は、七七調ま
たは七五調3行で一筋を形成する。祭文踊りの進化である。山伏や丹波の古来の盆踊
りで、七七調または七五調4行（時々５行）で一節を形成する。次の、祭文踊りの進化し
たもの。

62 祭文節
さいもんぶ
し Saimon-Bushi 貝祭文から取り入れた節および「貝」。

63 さくら音頭 さくらおんど Sakura-Ondo さくら音頭は、1934年（昭和9年）発売の日本の流行歌、および同作を主題歌とした4社
競作による同年の日本の映画である。

64 桜川　末子
さくらがわ
すえこ

Sakuragawa-
Sueko

昭和期に活躍した音曲漫才コンビ（1954年～ 1974年）。恰幅の良い末子が男勝りの
気っ風と節回しで聞かせる江州音頭と、痩躯の千代八が甲高い声で細棹を弾き語る座
敷唄の数々、締めには定番の数え歌でウケを取った。18番に野球の数え歌がある。
1954年にベテラン同士で結成。高齢を理由に1974年10月に新世界新花月にて引退興
行[1]するまで、上方芸界の大看板に20年間君臨し続けた。尚テレビなどで古典万歳の
三曲万歳が披露されるとよく出演していた。

65 桜川　大龍
さくらがわだ
いりゅ

Sakuragawa-
Dairyu

本名：西沢寅吉、文化6年（1809年） - 明治23年（1890年）は江州音頭の宗家。本来の
表記は「櫻川大龍」である。

66 桜川　唯丸
さくらがわた
だまる

Sakuragawa-
Tadamaru

桜川唯丸（1938年）は、日本の江州音頭取り、歌手、詩人。大阪府寝屋川、郷土芸術
江州音頭桜川唯丸会 結成10周年記念納涼盆踊り大会』を中村とうよう、平岡正明、朝
倉喬司らが後援者に名を連ねて開催する。

67 桜　津多子 さくらつたこ
Sakuratsu-

Tako

桜津多子・桜山梅夫は、大正・昭和期に活躍した日本の漫才師。元々トリオや戎橋松
竹では津多子は夫の都義雄（旧名：都陽志夫）とコンビを組、梅夫は玉子家源丸等と組
んでいた、後に二人で組む。二人とも江州音頭の出身。津多子の音頭とりで鳴らした民
謡。梅夫の櫓太鼓の曲弾き（三味線で櫓太鼓の音を出す）や、琴の曲弾き（三味線を寝
かせて弾き琴の音を出す）、最後に聴かせる民謡など異色の音曲(民謡)漫才師。梅夫
の櫓太鼓の曲弾きの最中、津多子は舞台をウロウロするのが恒例。

68 桜山　梅夫
さくらやまう
めお

Sakurayama-
Umeo 桜津多子と同様。

69 座敷音頭
ざしきおん
ど Zashiki-Ondo

江州音頭の音頭取りとは歌い手のことを指す。 江州音頭には「屋台音頭（宴会の席で
口演する音頭）」と「座敷音頭（宴会の席で口演する音頭）」がある。 「屋台音頭」は、盂
蘭（うら）盆を中心に6月～10月ぐらいまで野外で行われます。

70
サノヨイヤ
サンサ

さのよいや
さんさ

Sa-no-yoiya-
sannsa sa -no- yoiya sansa!。

71
狭山・長野
の切り音頭

さやまなが
ののきりお
んど

Sayama-
Nagano-no-
Kiri-Ondo

切り音頭参照。

72 信貴　一若
しぎ　かず
わか

Shigi-
Kazuwaka

昭和２２年、八尾市北山本町（現　上之島町）に生まれ、福万寺町南に現住。子供の頃
から盆踊りが好きで、あちこちの踊り場でよく朝まで踊り、そのうちに河内音頭に憧れ、１
６歳の時に梅乃家正春師に出会い、入門しました。後に梅乃家吉春の芸名で修行し、
四天王寺会館で初舞台を踏みました。同師の梅乃家会解散後は修行のため、先代の
美好家肇師に入門し、十年後の平成３年に、三好家美津次氏や三好家宏若氏と共に
信貴会を発足しました。十八番は、「江戸の小桜千太郎」「仲乗り新三」「番場の忠太
郎」等です。 （八尾本場河内音頭連盟　副会長・音頭とり）



73
ジャイナ音
頭

じゃいなお
んど Jaina-Ｏｎｄｏ

ジャイナ節平音頭ともいう。八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊り
である。基本は７７調２行で１節にする「くどき音頭」である。それは「変わり節」を意識的
に使用して、民謡と芸謡との中間的な志向である。伴奏の鳴りものは、太鼓（河内地域）
か鉦（かね：柏原地域）が愛用している。

74
ジャイナ節
平音頭

じゃいなぶ
しひらおん
ど

Jaina-Bushi-
Hira-Ondo ジャイナ音頭参照。

75 若輩で
じゃくはい
で Jakuhaide jakuhai de。

76
松鶴家　千
代八

しょかくやち
よはち

Syokakuya-
Chiyohachi

昭和期に活躍した音曲漫才コンビ（1954年～ 1974年）。恰幅の良い末子が男勝りの
気っ風と節回しで聞かせる江州音頭と、痩躯の千代八が甲高い声で細棹を弾き語る座
敷唄の数々、締めには定番の数え歌でウケを取った。十八番に野球の数え歌がある。
1954年にベテラン同士で結成。高齢を理由に1974年10月に新世界新花月にて引退興
行[1]するまで、上方芸界の大看板に20年間君臨し続けた。尚テレビなどで古典万歳の
三曲万歳が披露されるとよく出演していた。

77 泉州音頭
せんしゅう
おんど Sensyu-Ondo

和泉国の泉州（堺市南部）の音頭。一種類に音頭ではなく、泉州音頭・泉州江州・改良
節二口音頭等の総称で、加工音頭とも言える。泉州音頭は南河内の楠扇会員によって
活躍していた。元は南河内の石川節と呼ばれ、河内長野の天野山を越えて､泉州横山
谷に広がった。昭和１０年頃には、国分の初代花沢若丸が２枚のレコ－トである「新和
泉音頭と軍事美談渡辺抵蔵」を制作。その後、泉州地方と南河内の普及した。基本
は、七五調の行までもが７５７５調（７５二口）に変えた音頭である。ゆえに、「改良節」ま
たは「二口音頭」と呼ばれた。

78
先代の河内
音頭

せんだいの
かわちおん
ど

Sendai-no-
Kawachi-

Ondo
平野節を参照。

79
ソリャヨイ
ドッコイサ

そりゃよい
どっこいさ

Sorya-yoi-
dok-koisa Sorya yoi dokkoisa。

80 滝の畑音頭
たけのはた
けおんど

Take-no-
Hatake-Ondo 畑音頭参照。

81
橘家　栄枝
朗

たちばなや
えいしろう

Tachibanaya-
Eishirou

大阪府中河内郡加美村、現在は大阪市平野区加美、で生まれ、子供の頃より河内音
頭を聴き歌って育ちました。平成９年浪曲師、京山幸枝栄（きょうやまこしえ）師の河内
音頭に出会い指導を受けました。平成１４年京山幸枝栄一門京山栄枝郎として、八尾
本場河内音頭連盟に加盟。平成１６年京山栄枝朗から橘家栄枝朗に改名、現在に至
る。一人でも多くの人や子供達に、河内音頭を知ってもらいたいと、身体障害者施設等
でボランティア活動をしています。また、八尾の伝承音頭の一つ、恩智音頭を保存会の
皆様と、春は恩智城跡の桜祭り。夏は天王の森の櫓で音頭をとらせていただいていま
す。・音頭とり。

82 辰丸節
たつまるぶ
し

Tatsumaru-
Bushi

江州音頭の一部である。戦前から昭和３０年まで、現平野区加美正覚寺の初音家辰丸
が、河内音頭と江州音頭を混合型音頭である。戦後の昭和４０年まで、八尾市亀井の
井筒家石丸も、辰丸節と浪曲音頭とミックス音頭をやっていた。

83 啖呵 たんか Tanka
科白（せりふ）＝会話やナレーションなどのような、全く節の付かない只の言葉が入るこ
ともあります。　さらに、節の種類を詳細に表示してみますと、次の如くでありますが、こ
れらそれぞれは、師匠に付いて習わなければなりません。　なお、祭文節を唄う時に
は、必ず、その間中、金錠を振っている（上下一三に振り分ける）のであります。

84
丹南・錦部
の切り音頭

たんなんに
しごりのきり
おんど

Tannan・

Nishigori-no-
Kiri-Ondo

切り音頭（丹南・錦部）参照。

85
丹南節平
音頭

たんなんぶ
しひらおん
ど

Tannan-
Bushi-Hira-

Ondo

丹南節平音頭。藤井寺・野中・野野上・伊賀・向（むか）野・高鷲等に分布した。基本は
七七調二行りで一節を形成する音頭。音頭の一節が、上中下の三部分に分類してい
る。

86
丹北の平音
頭

たんほくの
ひらおんど

Tanhoku-no-
Hira-Ondo

丹北の平音頭。現平野区・東住吉区・住吉区の南部、松原市の北部に分布していた。
基本は、七七○七七／七七△型の「くどき」である。

87
ちょいと出
ました

ちょいとで
ました

Choito-
Demashita choito demashita。

88 椿　秀水
つばき
しゅうすい

Tachibanaya-
Eishirou

昭和１６年、八尾市楽音寺に生まれました。幼い頃から盆踊りが大好きで、いつの日か
河内音頭取りになりたくて、昭和４０年に一夕会博利の門下に入門しました。昭和５０年
一夕会が解散のため、椿秀春門下に入門。平成７年に独立し、椿秀水会を結成しまし
た。十八番は、「森の石松」「大津絵道中」「一本刀土俵入り」「神崎東下り」「吉良の仁
吉」等です。 （八尾本場河内音頭連盟　理事・音頭とり）



89
鉄砲光三
郎

てっぽうみ
つさぶろう

Teppou-
Mitsusaburou

昭和30年代、大阪の一民謡にすぎなかった河内音頭を全国的に広めたのが鉄砲
光三郎である。ジャズやマンボのリズムでテンポアップした鉄砲節は、音頭界
を凌駕し、当人も東京や大阪の大劇場に進出するなどして、スタ―ダムにのし
上った。そして昭和４０年代後半、２代目三音家浅丸が太鼓、三味線という和
楽器と、エレキギタ―との見事な調和で、より一層エキサイティングな音頭を
確立した。河内音頭が、語り物芸としてばかりか、音楽性を高く評価されるの
は、この２人の功績が大きい。

90 伝承音頭
でんしょうお
んど

Densyou-
Ondo

伝承音頭（中河内の村落に伝わるローカル音頭）：六郷の流し、石川の流し、
平野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木
の半九郎、恩智の半九郎、古市の半郎、ジャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節
平音頭、ナーコレー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、
念仏音頭、安宿音頭、八上の切り音頭、畑音頭。

91
天龍　小若
丸

てんりゅう
こわかまる

Tennryuu-
Kowakamaru

昭和４３年、河内音頭 日乃出会に入門する。その後、昭和５４年、三好会に
移籍を経て、平成元年自らの天龍会を結成する。同年５月には日本コロムビア
より「紀伊国屋文左衛門」「瞼の母」をリリース。平成１０年に襲名１０周年
記念リサイタルを行う。平成１５年９月に１５周年、平成１８年にメインレ
コードに移籍し、平成２０年７月に２０周年の記念パーティを開催。現在も盆
踊り各種イベントに活躍中。 （八尾本場河内音頭連盟　副会長・音頭とり）

92 東京音頭
とうきょうお
んど

Toukyou-
Ondo

　昭和初期 民謡調 流行歌。初 丸 内音頭」 名 ド化され 、昭和
年（1933）に改作したもの。近代の新作盆踊り曲の代表的なもの。炭坑節と並んで、現
代の盆踊りではもっとも踊られる機会が多いと思われる。西条八十作詞、中山晋平作
曲。原曲は「丸の内音頭」であったが、翌年「東京音頭」と名称を変え、全国的に愛され
るようになった。

93
同時重複
記号

どうじじゅう
ふくきごう

Douji-
Juufuku-

Kigou

◎とその直後または直前の◎とは同時であることを表す。したがって、それら
の記号のもとにある音同士は重なることとなる。○とその直後または直前の○
との場合についても同様である。音の長さは、ｄは1/4拍のド、ｒも1/4拍の
レ､m-は1/2拍のミ、ｆ--は3/4拍のファ、など。また、slは1/8拍ずつのソと
ラ､●は1/4拍の休止符なと。

94 ドッコイセ どっこいせ Dokkoise dokkoise。

95 ナイエン ないえん Naien ナンエン参照。

96 流し ながし Nagashi 八尾の流しを参照。

97
流し節正調
河内音頭

ながしぶし
せいちょう
かわちおん
ど

Nagashi-
Bushi-

Seichou-
Kawachi-

Ondo

 近鉄八尾駅近くに常光寺という地蔵菩薩を本尊とする寺々の中で、西の横綱に番付さ
れている古寺があり、毎夏盆踊りで賑わっている。このお寺は、奈良時代に聖武天皇の
勅願によって当時の名僧行墓が創建したもので、「八尾の地蔵さん」と呼ばれ、親しま
れている。
　この常光寺には「八尾の流し」と呼ばれる河内で最も古いという音頭が伝えられてい
る。
　室町時代に足利義満がこの寺を祈願所として再建する時、歌われた木遺り音頭が原
型で、500年の歴史がある。この音頭は、しっとりとした情緒あふれた節回しが特徴で、
常光寺を事務局とする保存会がつくられている。

98
鳴門家　寿
美若

なるとや
すみわか

Narutoya-
Sumiwaka

昭和２６年生まれ。この芸会では珍しく、師匠につかず芸を蓄え、１８歳で鳴門会を結
成。八尾の植松に古くから伝わるヤンレー節（河内の音頭）を伝承、マスターし、その哀
調をおびた流麗なメロディを現代の河内音頭に取り入れました。東京錦糸町の盆踊り、
日中国交正常化２０周年記念　上海公演等、櫓・舞台でヤンレー節河内音頭のより一
層の発展を目指すべく公演活動を続けています。２００６年８月に、コロムビアからＣＤを
発売。２００６年９月には、ＮＨＫ　ＢＳデジタルハイビジョンで、”熱狂！河内音頭ヤン
レー節・鳴門家寿美若 （八尾本場河内音頭連盟　理事・音頭とり。）

99
ナンエン踊
り

なんえんお
どりi Nanen-Odori

柏原市東部の山里と雁多尾畑（かりんとばた）に定着していた。元は奈良県葛城郡集
落の音頭である。基本は、七七調の口説きを読む音頭で、七七が四行りで一節を形
成。七七/七七/七七/七七の一節が、三部分に切れる。すなわち、三〇四七〇七七/
七七△型で、最初の３字で切れたとき、「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木主水の冒頭節があ
る

100 西　ひとみ
にし　ひと
み Nishi-Hitomi

昭和６３年歌手としてキングレコードからデビュー。同時に故初音家賢次先生の弟子と
して、新作河内音頭としてオーケストラにて河内音頭「河内十人斬」を発売。その後、演
歌を何曲かリリースし、平成３年「小春情話」そして河内音頭「坂田三吉物語」を同時発
売。その後徳間ジャパンに移籍し、「わたし恋おんな」カップリング曲、三善英史氏と「あ
ぶない二人」（デュエット）を発売。現在も唄と河内音頭で頑張っています。・音頭とり。

101
藤本　春光
（二代目）

ふじもと　は
るみつ

Fujimoto-
Harumitsu

昭和５３年、春光会に入会。昭和５５年６月、藤本光輝で名取を習得。同年１０月、関西
芸能慰問団　楽笑会（吉本興業の中田アップ師を代表とする会）に入会し、近畿圏内の
刑務所を慰問団の一員として活動する。その後、準師範の習得を経て、昭和６２年７月
師範を習得、以後、先代　藤本春光と共に活動する。平成２１年３月、二代目　藤本春
光を襲名。平成２３年６月、エイトワンミュージックから「春光民謡旅つづり」等のＣＤを発
売し、民謡・河内音頭と幅広い活動を続けている。・音頭とり。



102 念仏音頭
ねんぶつお
んど

Nenbutsu-
Ondo

念仏音頭。西浦や蔵之内を中心行った「羽曳野音頭」である。基本は七七○七七△型
である。冒頭に掛け合いと前口上の一節。随分と淋しい旋律。河内では古い音頭の一
つ。

103
ハエンヤコ
ラセ

はえんやこ
らせ

Haen-
Yakorase Ha enya korase。

104 橋本節 はしもとぶし
Hashimoto-

Bushi 力蔵節参照。

105 畑音頭
はたけおん
ど Hatake-Ondo

滝の畑音頭とも言う。河内長野市の南端（河内国の最南端)。ダム湖に水没しまうことに
なった「滝の畑村」に、明治末期頃、盆踊の音頭。基本は七七〇七七△。後世は｢鈴木
主水」といわれていた。

106 八常　正月
はちじょう
まさつき

Hachijou-
Masatsuki

昭和１６年東京生まれ。幼少の頃から八尾市内で過ごし、河内音頭が好きになり、昭和
６２年に司家征嗣（つかさやせいじ）師に入門。民謡河内音頭、江州音頭を教わる。同
年７月上野芝で初櫓、河内音頭「追分半次郎」を演じる。平成５年に八常会を結成。マ
ネージャー又は八常後援会会長として頑張っている。十八番は、河内音頭「追分半次
郎助っ人仁義」「野狐三次千両纏」「任侠吉良の仁吉」、江州音頭「大利根月夜」です。
（八尾本場河内音頭連盟　理事/音頭とり）

初音家　豊
若

はつねや
とよわか

Hatsuneya-
Toyowaka

八尾市南本町在住。宗家２代目初音家賢次（けんじ）師に師事、音頭にたずさわこと４０
年余り、クラウンマーキュリーより「河内十人斬り」他数曲レコーディング、ＣＤ収録また有
線にも取り上げられ全国に流れています。昭和５３年に豊若会を結成し、弟子の育成に
努めています。 （八尾本場河内音頭連盟　会長・音頭とり）

98
半九朗音
頭（植松・
跡部）

は ん く ろ う
おんど（うえ
ま つ ・ あ と
べ）

Hankurou-
Ondo

(uematsu・

atobe)

「へーへー節」とも「植松音頭」と呼ばれる。旧龍華村の植松・渋川・太子堂・跡部など、
大正村の北木の本、長吉村の六反（ろくたん）の集落（現八尾市、JR八尾駅や久宝寺
駅付近）とその南方地域）に分布していた。形式は、七七〇七七△型である。ここで、太
子堂に、目の不自由な吉原茂雄氏が、植松の半九朗音頭や座敷音頭を農家の庭先で
聴かせた。太平洋戦争後に浪曲音頭が出現したのをマスタし、「若葉会」を結成し、活
躍した。

99
半九郎音
頭（老原・
八尾木）

は ん く ろ う
お ん ど （ お
い は ら ・ や
おぎ）

Hankurou-
Ondo (oihara・

yaogi)

老原音頭・半九郎音頭（老原・八尾木）。旧龍華村・旧志紀村・旧曙川（開け川）地方。
現八尾市、JR八尾駅より東と南方向へ、また、JR志紀駅周辺に分布。形式は、七七〇
七七△型の「くどき音頭」である。ジャイナ節に類似している。「ジャイナ」と言う間言（あ
いこと）が入る特徴である。老原には、山口石松の音頭の名手が居られた。

100
半九朗音
頭（大地・
田島）

は ん く ろ う
お ん ど （ だ
い ち ・ た じ
ま）

Hankurou-
Ondo (daichi・

tajima)

旧中河内郡巽村大字大地と四条と東成郡生野村大字田島（現大阪市生野区巽と田島
一部）に分布。七七調で異なる点は、一節が上中下の三部に切れ、それぞれ「ソラヤレ
サノサエ」、「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」、「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（は
や）す。形式は、三〇四七〇七七△である。

101
半九朗音
頭（平野・
加美）

は ん く ろ う
お ん ど （ ひ
らの・かみ）

Hankurou-
Ondo

(hirano・kami)

「半九朗節」・「イヤへーへー」・「平野・加美の半九朗節」ともいう。平野と喜連（キレ）
は、昔は、摂津国住吉郡で、・加美・竹淵・四条の一部が河内に属した音頭である。江
戸時代（1688-１７０４年）、『半九朗節』の歌本が出版された。形式は、七七〇七七△で
一節である。０のところで音頭取りが切りの掛け声「イヤヘ-ヘ-」を掛けると、踊り子は
「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」と囃（はや）し、次に下の句が落ちたところ△で「ソラヤレコ
ノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（はや）す。

102
半 九 郎 音
頭 （ 古 市
郡）

は ん く ろ う
お ん ど （ ふ
る い ち の こ
おり）

Hankurou-
Ondo

(furuichi-no-
koori)

古市郡の半九郎音頭ともいう。昔の古市郡一円に分布した音頭である。基本は七七〇
七七△である。｢コイツァマタ」、「コ－レマ」、｢ジャイナア」、「ソ－レエ」の間音が入る。下
句の一行目の尻など｢ジャイナア」が入る。

103 半九朗節
は ん く ろ う
ぶし

Hankurou-
Bushi 半九朗音頭（平野・加美）参照。

104 半言葉 はんことば Han-Kotoba 音頭のリズムに従わない、節のような、あるいは節でない抑揚のついたせりふのような半
端なもの。

105 播州音頭
ばんしゅう
おんど Bansyu-Ondo

　播州音頭の起源は平安時代中期の空海上人や鎌倉時代の一遍上人の念仏踊りとい
われている。現在の形は３５０年前、現・美嚢郡吉川町で盛んだった吉川音頭が、明治
に入り加東節と名を改め、東条町、社町、小野市、加西市周辺等に伝わる。大正初期
には現在の播州音頭の名になり現在に至る。

106 伴奏 ばんそう Bansou 太鼓～＋三味線~＋ギター、キーボード。

6
久乃家　初
美

ひ さ の や
はつみ

Hisanoya-
Hatsumi

八尾で生まれ、育ち、幼い頃から音頭が大好きで、音頭取りであった父親と一緒に櫓を
まわっていました。昭和５０年頃に、屋号を久宝寺に住んでいるので、地名から久乃家
と名づけ、初代 弟勝美と共に音頭を取ってきました。毎年２５箇所ぐらい櫓に登ってい
ますが、特に３０年余りに亘って常光寺の地蔵盆踊りの櫓に登って音頭を取っていま
す。「本場河内のおかん」とよばれ、個性的でアクのある、しかし親しみやすい取り口の
音頭です。音頭とり。



107 一節 ひとふし Hito-Fushi 文中に一節とあればイッセツではなくて、ヒトフシと読んで頂きたい。

108 百流派
ひゃくりゅう
は Hyakuryuuha

櫓のスタ―である音頭取りたちの社中は、百あるといわれる。夏、２０以上の櫓をとりしき
る社中や１つだけの社中もあり、規模も歴史もさまざまである。家元の実力も人気もさま
ざまで、落差がある。ある家元の代表作を、他の流派の弟子が了解を得て歌うことがよく
あるので、各社中の個性がますます乏しくなる。

7
日吉家　朝
日丸

ひ よ し や
あさひまる

Hiyoshiya-
Asahimaru

昭和９年生まれ。昭和１８年４月 河内平音頭をおぼえる。昭和２３年５月 菊水松造氏
に河内音頭の指導を受ける。現在、八尾本場河内音頭連盟の会員として、各地区の盆
踊りイベントで活躍しております。十八番は、「河内十人斬り」「八尾の朝吉物語」など。・
音頭とり。

109 平野節 ひらのぶし Hirano-Bushi

先代の河内音頭（一名：平野節または平野音頭）。大正10年頃より大阪市平野の音頭
取り初音家太三丸（本名：倉山太三郎）を初め、初音家栄太郎、初音家宇志丸らによ
り、本節を元に一と味違う節。下の句の出にサェの発声（半拍）が無い故、次の切りの囃
しまで裏が出る。返し節（アン節とも。栄太郎師の安出。太三丸師は余り使わぬ）の使
用。七七○七五サ七五アン七五サ七五△を、標準的な基本型として自由展開。

110 平節 ひらぶし
Hira-Bushi-

Ondo 大体祭文音頭由来の普通の音頭の節。

111 平節音頭
ひらぶしお
んど

Hira-Bushi-
Ondo 祭文節や約節は、使用しない音頭である。アマチュアが民謡的に唄う民謡である。

112
節（曲)のテ
ンポ

ふし（きょく）
のてんぽ

Fushi(kyoku)-
no-Tenpo 櫓用と舞台（座敷）用。

113
節（曲)の拍
子

ふし（きょく）
のひょうし

Fushi(kyoku)-
no-Hyoushi 全体を通して２拍子。

114
節（曲)の節
回し

ふし（きょく）
のふしまわ
し

Fushi(kyoku)-
no-

Fushimawash
i

基本形とアレンジ形（節付け、味付け）＝自由度の高い芸能。

115 節付け ふしつけ Fushitsuke

単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配
慮。・ 下の句の長い歌詞の中では、良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨
て節でつなぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝ら
す。・ 節の付かない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに
何でも有り。・ 聞かせるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音頭（座敷音頭と踊
り音頭）がある。・ 節付けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみ
どころ！。

8
藤本 春光
（二代目）

ふじもと　は
るみつ

Fujimoto-
Harumitsu

昭和５３年、春光会に入会。昭和５５年６月、藤本光輝で名取を習得。同年１
０月、関西芸能慰問団 楽笑会（吉本興業の中田アップ師を代表とする会）に
入会し、近畿圏内の刑務所を慰問団の一員として活動する。その後、準師範の
習得を経て、昭和６２年７月師範を習得、以後、先代 藤本春光と共に活動す
る。平成２１年３月、二代目 藤本春光を襲名。平成２３年６月、エイトワン
ミュージックから「春光民謡旅つづり」等のＣＤを発売し、民謡・河内音頭と
幅広い活動を続けている。・音頭とり

116
古市郡の半
九郎音頭

ふるいちの
こ お り の は
ん く ろ う お
んど

Furuichi-no-
Koori-no-

Hankurou-
Ondo

半九郎音頭参照。

117 プロとアマ ぷろとあま Puro-to-Ama

音頭取り、太鼓、三味線、ギタ―のサイドとよばれる演奏者（大半が音頭をと
る）、お囃子の、櫓にたつ音頭関係者は千五百人をこえるといわれている。そ
の大部分が職業をもつアナチュアもしくはセミプロで、「一夏で一年くらす」
プロは、鉄砲光三郎、初音家賢次、鉄砲博三郎、五月家一若、生駒一、河内家
菊水丸をはじめ十名ほどいるだけである。そして、そのプロと拮抗する芸達者
なセミプロやアマがいるのが、河内音頭界の不思議なところである。 踊り手た
ちは演者やらリズムに応えて、手踊り、豆カチ、マンボ、最近流行の兆しをみ
せている韓国マンボの四種類を踊りわけ、時にはそれぞれが列をなして乱舞す
る。

118
へーへー
節

へーへーぶ
し He-he-bushi 半九朗音頭（植松・跡部）参照。

119 盆踊り ぼんおどり Bon-Odori

７月２０日ごろに始まり、８月１５日前後の１週間をピ―クに約４０日間、河
内地方のみならず大阪府下全域、奈良、和歌山、兵庫の一部でくりひろげられ
る。昨今では夜通しの櫓は稀になり、午後８時から１１時までの盆踊り大会が
多い。この間、もちろんぶっ通しで河内音頭が演唱される。大きな社中は二
つ、三つと櫓をうけもつことがあり、人気のある家元は自らの櫓は当然なが
ら、他の櫓へのゲスト出演で一晩中走りまわる。 大きな社中は二つ、三つと櫓
をうけもつことがあり、人気のある家元は自らの櫓は当然ながら、他の櫓への
ゲスト出演で一晩中走りまわる。



120
本来の河内
音頭

ほんらいの
かわちおん
ど

Honrai-no-
Kawachi-

Ondo
歌亀節参照。

121
まかり出ま
した

まかりでまし
た

Makari-
Demashita Makari demashita。

122 未熟者 みじゅくもの Mijukumono mijuku-mo-no。

123 皆様 みなさま Minasama Minasama。

124
未来の河内
音頭

みらいのか
わちおんど

Mirai-no-
Kawachi-

Ondo
歌亀節参照。

9
美好家　肇
（二代目）

みよしや
はじめ

Miyoshiya-
Hajime

八尾市山本町生まれ。初代　美好家　肇（実父、平成２０年５月死去）と共に、小学生時
代から美好家社中として、櫓に同行、以後４０年間、音頭とり、伴奏者として活動。 平成
２１年５月、一周忌を終え、二代目　美好家　肇を襲名する。次世代の音頭とり後継者を
育成するため、微力ながら、河内音頭を盛り立てていきたいと思っています。（八尾本
場河内音頭連盟　理事・音頭とり。）

125 もじり祭文
もじりさいぶ
ん Mojiri-Saibun 山伏の『祭文』を読むときの節を使って、耳寄りな世間話（心中事件や仇討ちの話など）

を読み聞かせる、いわば芸能化した祭文。

126
八尾の流し
節

やおのなが
しぶし

Yao-no-
Nagashi-

Bushi

室町時代、「八尾地蔵物語』で有名な八尾市本町、古刹｢初日山（はつひさん）常光寺」
で、地蔵盆(八月)の夜に、境内で行う地蔵盆踊の音頭である。再建時の木遣（きや）り
音頭が元と伝えられる。基本は 一と節が上と下の二句から成り、七五○七五△七七○
七五△の古風な音頭。古来、信仰団体の地蔵講が伝承し、戦後に「流し節正調河内音
頭保存会」発足。

127
八上の切り
音頭

やかみのき
りおんど

Yakａｍｉ-no-
Kiri-Ondo 切り音頭（八上）参照。

128 約節 やくせつ Yakusetsu 役節・薬箱ともいう。喜怒哀楽などの感情を表現するための特殊な節で、新内などから
借入。

129 康博節
やすひろぶ
し

Yasuhiro-
Bushi

生野区の初音家康博の持ち芸である。辰丸節の曲想と力蔵節の継ぎ節として活用。心
地よい浪曲節を散りばめ、浮かれ立つような、軽快で素敵な節である。

10
大和家　石
勝

やまとや
いしかつ

Yamatoya-
Ishikatsu

昭和２２年生まれ、大阪市平野区出身、子供の頃より平野の町のダンジリ囃子や河内
音頭のリズムに憧れて育ち、八尾市在住３０年余りの今なお、河内音頭を愛し続けてい
ます。音頭への縁を故久乃家勝美師匠に育み、先代、井筒家小石丸師匠に磨きを賜
り、昨年に八尾本場河内音頭連盟の会長は交代しましたが、連盟の理事として連盟の
繁栄、発展に努力してまいりたいと思っております。昨年は、ＮＨＫ「それいけ民謡」ＢＳ
朝日「うたの旅人」等に出演させていただきました。（八尾本場河内音頭連盟　監事・音
頭とり）

130 山伏の祭文
やまぶしの
さいぶん

Yama-Bushi-
no-Saibun

山伏修験者が、何か特別の目的のために、神仏を祭って祈願するとき、その祭奠の趣
旨を述べ、神仏の徳を讃える美文調の文章を、一種独特の抑揚と節をつけて読み上げ
るもの。

131 やれん節 やれんぶし Yaren-Bushi
河内やれん節と言う。幕末から明治に掛けて、瓦版「やれん節」の歌本が出版されてい
た。基本は７７調４行りで１節を形成する。明治４０年頃。東大阪市池島町の河内家千代
鶴が上方万歳の元祖と言われた玉子屋圓辰の門下にいた。

132 ヤンレｰ節
やんれーぶ
し Yanre-Bushi

「やれん節」と酷似している。基本は七七調四行りで一節を形成。節の初めに「ヤン
レｰ」と言う掛け声が付く。大正時代、河内の八尾界隈から東南方面普及し、昭和に
なって消滅。

133 やんれ節 やんれぶし Yanre-Bushi

河内のやんれ節ともいう。［感］《「やれ」を強めた語》俗謡などの囃子詞(はやしことば)の
節である。幕末から明治にかけて、瓦版「やんれ節」の詩本は出版されていた。元は瞽
女（ごぜ）口説きで唄われたヤンレ節である。一方、明治後期に、河内における流行音
頭である。基本は７７調四行りで一節を形成する。原則的には定形旋律の音頭である。
江州音頭取りが、余興ネタとして広め、一席の前後の口上は、必ず江州音頭で行う。

134 ヨホイホイ
よーほいほ
い Yo-Hoihoi Yo-hoi hoi

135 抑揚符 よくようふ Yokuyoufu
囃し言葉や掛け声などで、旋律に乗らないものには、抑揚符で高低を示す。例えば、
大阪弁で「ああしんど」などはアアシンド　シンドイナァだから囃しなどではドッコイショォ
などと。

136 力蔵節 りきぞうぶし
Rikizou-

Bushi
橋本節ともいう。住吉区浅香の橋本力蔵により、戦前から堺・泉北・河内の松原市西部
に広めた。浪曲の地節を継ぎ節として２行りほど入れ、落すような節を使う。



137 流行音頭
りゅうこうお
んど Ryukou-Ondo

河内音頭なら鉄砲光三郎師匠、江州音頭なら桜川梅勇師匠と近江源五郎師匠と泉州
音頭なら秀若師匠である。この名人師匠の皆さんは、あの素晴らしい節回しや構成を作
られたのか？
江州音頭（本節・くずし・平節）、やんれ節、泉州音頭に要約できる。

138 浪曲音頭
ろうきょくお
んど

Roukyoku-
Ondo

現代の河内音頭。昭和21年頃、中河内郡加美村正覚寺の、初代の初音家源氏丸（本
名：田中源太郎）により、在来の平野節を主な基盤とし、浪曲のアンガラ節の調子（ス
ウィングのリズムに相当）にそれを乗せ替え、浪曲も援用して編み出された。 従来の音
頭との著しい相違は、一小節当たりの、したがって、同一の文言に対する、拍数が二倍
となる。故に踊りの振りも、二倍となって忙しく感ずる。
 当初は穏やかなテンポだったが、昭和30年代中頃からいわゆる「鉄砲節」の流行により
やや早間となり、名称も浪曲音頭から河内音頭へと漸次かわる。同40年代にはエレキ
ギターの普及と浪曲師参入の影響で、更に同50年代からは、中南米等のリズム音楽や
津軽三味線等の影響で、太鼓や三味線のバチ捌きもナウくなり、シンセサイザーやその
他洋楽器を伴奏に使う者も出るなど、音楽性豊かな楽しい芸能に成長して、今日に及
んでいる。

139 六郷音頭
ろくごうおん
ど

Rokugou-
Ondo

「六郷の流し」・「ユ－ホイ」ともいう。江戸時代。河内音頭の歌亀節が普及する以前であ
る。旧中河内郡（東六郷村・西六郷村）で、現東大阪市の東北部を中心とし、昔の若江
郡・河内郡・渋川郡・茨田（まった）郡・譛良（さらら）郡等に分布していた。形式は、七七
〇七七△で、切の掛け声「ユ－ホェ-ホェ」、先述の交野節「ヨホホイホイ｝と後述の半九
郎「－へーへ」の中間的初音がユーニクである。明治３０年代で、東大阪市加納周辺は
「流し」と呼ばれた。八尾市萓振の竹田辰次郎氏が、最後の音頭取りで、絶えでしまっ
た。

140 六郷の流し
ろくごうのな
がし

Rokugou-no-
Nagashi 「六郷音頭・ユーホイ」ともいう。

141 六郷音頭
ろくごうおん
ど

Rokugou-
Ondo 「六郷流し・ユーホイ」ともいう。

142 私は わたしは Watashiha watakushi wa。

143 幸技　若節
こうしわか
ぶし

Koushi-
Waka-Bushi

関西浪曲界の大御所であった京山幸技若の節である。平節が何とも心地良い節であ
る。

http://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001/275-rep1.htm
http://www.city.yao.osaka.jp/0000018722.html

http://kawachi-ondosatsukiya.world.coocan.jp/sub.12.htm

http://www.bonodori.net/yougo/jiten.htm　　　　　http://www.yaokawachiondo.com/league
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大阪府、古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発  
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（大阪経済法科大学*・元日立製作所**・河内新聞社***・光生会****・前読売新聞社*****） 
The Origin of Kawachi Area and its Future Tourism Development, 

The Ancient“Kawachi Dynasty”Times, OSAKA 
Isao SAWA*, Yoshinori NAKA**, Hiroshi KOYAMA***, 
 Douo KAWAGUCHI****, Naruhiko NAKAOKA***** 

 

ABSTRACT 

A dynasty change theory is a theory to assume the intermittent continuation of the Imperial line and the 
change of plural dynasties in Burial Mound age in Japan.The opinion of Yu Mizuno is Sujin dynasty (Miwa 
dynasty) (Iri dynasty), Ojin dynasty (Kawachi dynasty) (Wake dynasty) and a succession to the throne dynasty 
about a dynasty (Oomi dynasty). The opinion of Hidehiro Okada has an opinion of a Japan theory, dynasty 
change theory, the founding of a country of Japan. The opinion of Kenzaburo Torigoe has a Katsuragi dynasty 
theory. 
The researcher who calls "Kawachi dynasty" is Hidehiro Okada of the Orient historian, Yoshinobu Tsukaguchi 

of the scholar of Japanese history.  The researcher of the Nanba dynasty is Tokutaro Yamane of the 
archeologist. The theory by Hidehiro Okada is to the Emperor Jinmu-Emperor Ojin saying to "the Japanese 
Chronicle of Japan". The reason assumes it the imaginary existence by circumstances of the current 
administration where I gave an order for editing of "the Japanese Chronicle of Japan". Thus, to each 
generation Emperor of "the Japanese Chronicle of Japan", it may be said that it is the Emperor Nintoku to be 
certain. 

Five King of Japan written to "the Soong book" of "Soong Era" in 5th century in China is a child and 
grandchildren of the Emperor Nintoku in " Kawachi Heian period". A child of the Emperor Nintoku is three 
people of Emperor Richu, Emperor Hanzei and Emperor Ingyou. The child of the Emperor Ingyō is Emperor 
Anko and Emperor Yuryaku. Thus, in "Kawachi dynasty" corresponding to a five king of this Japan, 
international negotiations are accepted. In the Emperor Yūryaku era of the fifth century, there is the 
inscription of an iron sword of Inari-yama-kohun (Saitama) and the dirk of Etahuna-yama-kohun 

(Kumamoto). Furthermore, letter called "Ookimi" and "Ame-no-shita-shiro-shimesu" is quoted in Gwanggaeto 
Stele of Goguryeo. Thus, I show that the Emperor of this time ruled the world. 

The main subject considered an origin of the Kawachi area of the ancient " Kawachi dynasty" times and 
future tourism development. The contents are activity of "Kawachi dynasty" of the Burial Mound age and 
international relations of neighboring countries. As an inflection example of the sightseeing, the consideration 
of the tourism development is intellectual discovery, infrastructure maintenance and neighboring environment. 
The strategic program of the sightseeing practice is evolution of an external factor, an internal factor, the 
viewpoint of the external factor and the internal factor. 
キーワード：河内王朝、第 15-26 代天皇の活躍、 河内地域、由来、観光開発  

Keywords：Kawachi Dynasty, Activity of the 15-26 Emperor, Kawachi Area, Origin, Tourism Development   
［洞窟環境 NET 学会 紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.4 (2013),  xx-xxpp］ 
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1.はじめに 

河内王朝は、四世紀の後半に成立した王朝である。本拠地は、現在の大阪市にある上町台地であるとされ、日本の前身

である倭国の有力氏族の本拠もこの地域に点在している。この王朝の痕跡は、河内地域に分布する巨大な前方後円墳であ

る。河内王朝については、日本書紀にある記載を含め諸説あるが、本稿では、西暦 270 年から 531 年の第 15 代応神天皇か

ら第 26 代継体天皇までを整理してその歴史的背景と共に考察した。 

 

系図 1-1 河内王国の天皇系図 
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それぞれの天皇の経歴と陵墓の他、新羅・高句麗・百済・中国といったアジア地域との国際関係についても論考している。

本稿では河内王朝の天皇として、第 15 代応神天皇（270-310）、第 16 代仁徳天皇（313-399）、第 17 代履中天皇（400-405）、

第 18 代反正天皇（406-410）、第 19 代允恭天皇（412-453）、第 20 代安康天皇（454-456）、第 21 代雄略天皇（456-479）、

第 22代清寧天皇（480-484）、第 23代第顕宗天皇（485-487）、第 24代仁賢天皇（488-498）、第 25代武烈天皇（489-507）、

第 26 代継体天皇（507-531）を定義している。河内王朝説を提起する東洋史学者の岡田英弘によると、歴史上で存在したこ

とが確かな天皇は仁徳天皇からであるとして、この王統を河内王朝と称している(系図 1-2)。 

 

 

河内王朝の強い政治勢力は、巨大な古墳群から想定することができる。円形と方形の墳丘を組み合わせた日本独自の前

方後円墳は、圧倒的な存在感があり、強大な王権を誇示することに利用されたであろうことは間違いない。中でも大阪府堺

市にある仁徳天皇陵古墳（大仙古墳）は、墓域面積が世界最大規模である。エジプトのクフ王ピラミッド、中国の始皇帝陵と

並ぶ規模であり、世界 3 大墳墓のひとつと言われている。 

仁徳天皇陵古墳は、周囲の古墳と共に百舌鳥古墳群と呼ばれ、大阪府が世界遺産への登録を目指している。これは、大

阪府と堺市、羽曳野市、藤井寺市が一体となって推進している「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進事業」で、平成

22年 11月にユネスコ世界遺産暫定リストに入っている。世界遺産に登録されれば、河内地域は大きな観光地となるが、観光

資源を有効に活用するためには官民一体となって観光開発を行う必要があるだろう。本稿後半では、この方法論について整

理し提言を行っている。 

 

2.河内王朝論 

 河内王朝論は、戦後に提唱された歴史解釈である。四世紀後半から河内（大阪府）にある勢力が大きな力を持ち政治的

な拠点を築いたとされる。大和（奈良県）にある王朝勢力が河内に進出したという説の他、大和に替わって河内勢力が政治

的中心になったという説、大和と河内で協力しながら政治を行ったという説など様々あるが、強大な王権が河内の地にあった

ことは間違いないだろう。その根拠となるのは、河内地域に点在する巨大な前方後円墳である。王や有力者の墓である前方

後円墳は、円形と方形の墳丘を組み合わせた日本独自の形状で、規模は巨大であることが特徴である。特に、日本の王で

ある天皇の陵墓は巨大なものが多い。四世紀までは、巨大なものは大和に築かれていたが、五世紀からは河内に築かれる

ようになった。 

 

系図 1-2.河内王国の仁徳天皇系図（16 代 313 年～25 代 507 年=194 年） 
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このような巨大古墳は、権力を誇示する象徴として利用されたはずであり、この周辺に当時の優勢な王権の拠点が存在し

たことは、日本の歴史を考察する上で重要な視点であると言える。 

 

 大阪府立近つ飛鳥博物館では、平成 24年度「出かける博物館」事業として、上田正昭氏（京都大学名誉教授）と白石太一

郎氏（大阪府立近つ飛鳥博物館館長）の講演会「河内王朝論をめぐって」を大阪市内で開催した。開催日時は、平成24年9

月 9 日（日曜日）で、 会場はりそな銀行大阪本店地下講堂（大阪市中央区備後町 2－2－1）で行われた。講演は、 上田正

昭氏の『河内王朝論を考える』と、白石太一郎氏の『考古学からみた河内王朝論』である。世界文化遺産登録を目指す「百

舌鳥・古市古墳群」に関連する講演会を開催し、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を目指す意義や、古代史におけ

る大阪の重要性を広く知ってもらうことが目的である。 

 

2-1.考古学からみた河内王朝論(白石太一郎講演要旨の中 良紀記録)   

この論題は大阪府立近つ博物館館長 白石太一郎氏「考古学からみた河内王朝論」の要点（中 良紀記録）である。はじ

めに上記した世界遺産申請中の百舌鳥古墳群（堺市）（図 2-1）と古市古墳群（羽曳野・藤井寺市）（図 2-2）の説明があった。

大和古王朝時代には大和三輪山の箸墓古墳等の大和・柳本古墳群や奈良北部の佐紀古墳群が出来、その後河内に巨大

な古墳群が次々と築造された。大和古王朝では古墳祭祈を重点として造営されたが、河内王朝では河内の開発で豊かにな

り大王の権力が大きくなったことを現すモニュメント的な意味合いが増し、古墳は巨大化していった。この古墳は、４世紀の日

本と朝鮮半島に深い関係があった（図 2-3）。 

 

   

図 2-1.百舌鳥古墳群（堺市） 図 2-2.古市古墳群（羽曳野・藤井寺市） 図 2-3. ４世紀の日本と朝鮮半島 

 

墳墓全長 350ｍをこす大型の応神天皇陵や履中天皇陵が造営されたが、仁徳天皇陵は墳墓全長 486ｍの世界最大の前

方後円墳で秦の始皇帝の古墳より大きい。大林組の試算では延べ 680 万人 15 年の歳月を要したとある。 

なおこの時代の河内は大阪平野に大きな河内湖があり淀川以南の上町台地や河内湖から和泉地方までの大きな地域を

さす。モニュメントとしての必要性は九州吉備地方等国内へのアッピールだけでなく、中国・朝鮮半島等国外に威信を示す

ためでもあった。応神天皇の時代以降河内王朝時代には九州 吉備地方 朝鮮半島 中国との関わりが多くなり河内は政

治交易の中心地としての役割を増していった時代である。そして百済より七支刀を贈られたりして多くの渡来人がやってきた

時代であった。 

河内に王朝があった証しとしての話があった。天皇が執り行われる新嘗祭の前に行われる相嘗祭が河内の枚岡社、恩智

社、弓削社で執り行われた。また、農地の運営や管理を行う屯倉が河内地方で増大していったことは河内王朝も存在を示す

ものである。但し、河内王朝は常に大和との連携を維持しながら両地区を総合的に治めていったのである。なお仁徳天皇が

難波高津宮に王宮を営んでいたことはその建物跡が調査発見されており大王の本拠が広義河内にあったことは確かであ
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る。 

 

2-2.河内王朝論を考える（上田正昭講演要旨の中 良紀記録)   

京都大学名誉教授上田正昭氏の講演内容の要旨は下記のとおり（中 

良紀記録）である。 

①大和三輪山の王権の天皇の和風名は、そこにはいるということで「い

り 入り｣という文字が入る名前がつけられた。一方河内王朝の天皇の

和風名には「わけ 別」という文字が入る名前がつけられた。これは以

前と違う 前とわけるという意味から名すけられたと考えられる。 

②すでに述べられたとおり河内の天皇陵古墳の大きさは大和より巨大

化され大きさが違うことより、王朝が河内に移ったことを現している。 

③5 世紀半ば過ぎの雄略天皇時代の稲荷山古墳(埼玉県)の鉄剣の銘

文、江田船山古墳(熊本県)の大刀の銘文及び 5 世紀初めの高句麗好

太王の碑文のこれらには｢大王｣と｢治天下｣という文字が引用されており、

この時代の天皇が天下を治めたことを現している。 

④5 世紀の中国の宋の時代の史書｢宋書｣に書かれている倭の五王は、

河内王朝時代の仁徳天皇の子供の履中天皇、反正天皇、允恭天皇、

この允恭天皇の子供の安康天皇、雄略天皇がこの倭の五王に対応す

るもので河内王朝は国際的な交渉もおこなったことがわかる。 

⑤王権と言う時は内廷(宮廷で祭りごとをおこなうこと)であり、王朝と言う

時は内廷に加えて外廷（朝廷で政務をおこなうこと）まで行なわれた時

に使う。大和三輪山の時代は王権であり河内の時代は王朝であった。 

 好太王碑は、高句麗 の第 19 代 好太王 （広開土王：在位 391～412 年）の業績を 

称えた石碑 である。広開土王碑（こうかいどおうひ）とも言われ、付近には陵墓と見られる将軍塚・大王陵があり、合わせて広

開土王陵碑も言われる。没した翌年（413 年）に、子の長寿王（413～491 年）が建てた。この陵碑の複製である高句麗・広開

土王碑は写真 2-1 のように大阪経済法科大学にて聳えている。 

写真 2-2 は写真 2-1 の碑文を拡大したものである。写真 2-3 は写真 2-1 の碑文に倭の漢字がある。写真 2-4は同

大学の要約文である。約 1800 字の碑文には「倭」に字が 10 余所に見られる。 

高句麗 は、長寿王 15 年（427 年）に平上壤へ遷都した。倭との交戦も百済への南征に伴ったものである。 

 

   
写真 2-2.写真 2-1の碑文を拡大 写真 2-3. 碑文を拡大 写真 2-4. 碑文の倭の数 

 

3. 河内王朝時代の北東アジアとの関係 

3-1.三世紀の北東アジアとの関係  

 

写真 2-1.好太王 （広開土王陵）碑 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%A5%E9%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E5%A4%AA%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%A2%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%A5%E9%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E5%A4%AA%E7%8E%8B
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黎明期、第 14 代仲哀（ちゅうあい）天皇在位 192～200 年間。神功皇后在位は 200～270 年、仲哀天皇の皇后。姫島では

新羅皇子である「天日矛」の妻である阿迦留姫（あかるひめ）との伝説がある。花川・御幣島・佃には、三韓出征および凱旋

時の伝説。ここで、三韓とは古代の南朝鮮の称。群小国の分立状態が続いた馬韓(ばかん)、辰韓(しんかん)、弁韓(べんか

ん)（弁辰）の総称である。馬韓(ばかん)は BC37 年高句麗(こうくり)に、BC18 年百済(くだら)に、辰韓(しんかん)は BC57 年新

羅(しらぎ)に、弁韓(べんかん)は AD42 年駕洛国に降る（地図 3-1）。 
  

神功皇后は大三輪（おおみわ）の神に剣と矛を奉り、諸国に命令して兵

と船を集め筑紫（ちくし）で兵を整えた。皇后は男装し神に戦勝を祈って船

団を組み、住吉大神（大阪市住吉区住吉）の荒御魂（あらみたま）を召して

先鋒とした。 

黎明期、第 14代神功（じんぐう）皇后在位（200-270年）の時代。天皇の

急死（仲哀 9 年（200）年）後、住吉大神の神託により、お腹に子供（のちの

応神天皇）を宿したまま海を渡った。その時、神功皇后は何もしないのに、

海の魚たちは船団を背負って運び、順風が吹き、浪は新羅の半ばまで押

しあがり、朝鮮半島に上陸して新羅の国を攻めた。すなわち、新羅征討で

ある。邪馬台国女王の卑弥呼。魏に遺使。女王卑弥呼は大夫難升米らを

遣わし、魏に入貢した。明帝は卑弥呼に金印紫綬を授け、さらに銅鏡 100

枚を下賜品として与えたという。この「卑弥呼の鏡」が現在三角縁神獣鏡

(さんかくぶちしんじゅうきょう)と呼ばれている。古墳時代、第 15 代応神

（おうじん）天皇在位 270～310 年は、仲哀天皇と神功（じんぐう）皇后の子

である。倭の五王の最後の天皇と思われる雄略天皇の時代には大和から

河内に拠点を置く伝統のある物部氏と新興豪族の大伴氏を大連に重用し

組織的な政治で拡大発展していった。 

この二代あとの継体天皇は樟葉の宮で政務を一時とったことがある。こ

の時期朝鮮半島では日本と関係の深い加耶国が新羅に攻められたため、これを助けようと軍を派遣したが九州で磐井氏の

反乱にあいこれを討つため物部氏と大伴氏を派遣しこれを平定し九州での勢力を拡大し発展した。渡来人も大いに登用し

ていった。次の安閑、宣化天皇の時代も祭官や屯倉の組織を全国に拡大し、渡来人の知識や技術を活用し政権を強力なも

のにしていく。 

 

4. 河内王朝、天皇由来と国際関係（新羅・高句麗・百済と中国） 

本章では、河内王朝における天皇について整理し、アジア地域との関係も含めた情報を表とグラフを用いて考察し、多項

式によって決定係数を求めて分析した。 

 

4-1.第 15 代 応神天皇 

古墳時代、第 15 代応神（おうじん）天皇在位は 270～310 年、在位期間は 40 年、父：仲哀天皇と母：神功（じんぐう）皇后

の子である。生没年は 201～310 年。 

陵名:蓬蔂丘の誉田陵、古墳名:誉田御廟山古墳、墳形:前方後円墳、所在地:大阪府羽曳野市誉田六丁目、標高：56ｍ、

陵高:36ｍ、全長）：425ｍ、堀の形態:二重、子女:仁徳天皇、額田大中彦皇子、大山守皇子、菟道稚郎子皇子、八田皇女、

稚野毛二派皇子、隼総別皇子、草香幡梭皇女他多数である。応神天皇の諱は誉田別尊・大鞆和気命・誉田天皇・胎中天皇

称される。実在性が濃厚な最古の天皇とも言われ、応神・仁徳同一説などがある。その年代は、『古事記』の干支崩年に従え

ば、4 世紀後半となる。 

 

地図 3-1 四世紀末の古代朝鮮 
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201 年、応神天皇が生年、     

204 年、百済、新羅の腰車城を攻撃する 

204 年、百済第 6 代仇首王（214-234）の死去により、第 7 代の幼少の沙伴王（234）が即位するが、第 8 代古屋爾王

（234-286）が王位に就く。 

239 年、邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使臣を派遣。 

246 年、百済、第 8 代古屋爾王が 左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃 

260 年、百済、6 佐平や 16 官職制度を定める。 

262 年、百済、官使不正の罰則を定める、律令頒布。  

270 年、応神天皇が即位、     

286 年、百済、帯方郡を高句麗の攻撃から救う。 

296 年、百済、第 9 代責稽王（286-298）が漢の攻撃で戦死。 

286-298 年、百済 第 9 代責稽王（286～298）、阿旦城と蛇城修理。 

298-304 年、百済第 10 代汾西王（298-304）、軍を送り楽浪太守を奪う。楽浪太守が送った刺客により汾西王が殺害。 

310 年、応神天皇が崩御と没年、写真 4-1 は応神天皇の御陵である。 （http://ja.wikipedia.org/wiki/応神天皇 と別表 1） 

 

応神天皇は当時の王統の有力者を合成して作

られた説がある。邪馬台国東遷説にまつわり皇室

の先祖として祭られている神（宇佐八幡）とする説、

河内王朝の始祖と見なす説もある。また、日本国外

の史料との相対比較から、『宋書』や『梁書』に見え

る倭の五王の讃に比定する説（ほかに仁徳天皇や

履中天皇を比定する説もある）、「広開土王碑」に

見える倭国の朝鮮進出を指揮した可能性も指摘さ

れている。 

◎倭の五王（わのごおう）とは、5 世紀に、南朝の東

晋や宋に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、すなわち讃、珍、済、興、武をいう。『日本書紀』などの天皇

系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説がある。朝貢の

主な目的は、いずれも朝鮮半島での倭国の軍事行動権や経済的利益の国際的承認にあったとされる。 

◎岡田は倭王禰（でい）について、『宋書』にいう倭王賛・珍・済の三兄弟の父、『日本書紀』にいう履中天皇・反正天皇・允恭

天皇の三兄弟の父仁徳天皇に比定する。また、済の二子興・武を日本書紀にいう安康天皇・雄略天皇の兄弟に比定してい

る。「禰(でい)」を、倭の五王に先立つ「最初の倭国の王」、「河内王朝の開祖」の名だとみなしている。 

応神天皇は、河内王朝の始祖とする説がある。また、当時の王統の有力者を合成して作られたという説や邪馬台国東遷

説から皇室の先祖として祭られている神（宇佐八幡）とする説もある。日本国外の史料との相対比較から、『宋書』や『梁書』に 

見える倭の五王の讃に比定する説（ほかに仁徳天皇や履中天皇を比定する説もある）、「広開土王碑」に見える倭国の朝

鮮進出を指揮した可能性も指摘されている。 

◎倭の五王（わのごおう）とは、５世紀に、南朝の東晋や宋に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、すなわ

ち讃、珍、済、興、武をいう。『日本書紀』などの天皇系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」

→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説がある。朝貢の主な目的は、いずれも朝鮮半島での倭国の軍事行動権や経済的利益

の国際的承認にあったとされる（表 4-1）。 

 

 

  

写真 4-1.第 15 代応神天皇陵の航空写真 
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表 4-1. 倭の五王と日本書紀の歴代天皇 

禰(でい)（16代 仁徳天皇 ） 賛（さん）（17代 履中天皇 ）第 1 皇子  

 珍（ちん）（18代 反正天皇 ）第 2 皇子  

 済（さい）（19 代 允恭天皇 ）第 3 皇子 興（20代 安康天皇 ）第 3 皇子 

  武（21代 雄略天皇 ）第 5 皇子 

 

◎岡田英弘は、倭王禰（でい）について、『宋書』にいう倭王賛・珍・済の三兄弟の父、『日本書紀』にいう履中天皇・反正天

皇・允恭天皇の三兄弟の父仁徳天皇に比定する。また、済の二子興・武を日本書紀にいう安康天皇・雄略天皇の兄弟に比

定している。「禰(でい)」を、倭の五王に先立つ「最初の倭国の王」、「河内王朝の開祖」の名だとみなしている。 

 

4-2.第 16 代 仁徳天皇 

古墳時代、第 16 代仁徳（にんとく）天皇、在位は 313～399 年、在位期間は 86 年、応神天皇と仲姫之命（なかつひめ）の

子。生没年は 257～399 年。 

陵名:百舌鳥耳原中陵、古墳名:大仙陵古墳、墳形:前方後円墳、所在地:大阪府堺市堺区大仙町、標高:44m、陵高:33m、

全長:486ｍ、子女:履中天皇、住吉仲皇子、反正天皇、允恭天皇、大草香皇子、草香幡梭姫皇女である。 

大伴金村、任那は古代に存在した朝鮮半島の南部地域」の四県（任那の上多利・下多利・娑陀・牟婁）を百済に割譲。日

本では任那を伽耶諸国全域と現在の全羅南道を含む地域とみなしてきたが、今日では伽耶諸国の中の金官伽耶を主とす

る外交機関を後世「任那日本府」と呼んだと主張し、百済に割譲した四県は倭人が移住した地域。銘のある七支刀が百済か

ら倭にもたされる。 

仁徳天皇の名は大雀命（『古事記』）、大鷦鷯尊・大鷦鷯天皇・聖帝（『日本書紀』）・難波天皇（『万葉集』）である。応神天

皇の崩御の後、最も有力とされた皇位継承者の菟道稚郎子皇子と互いに皇位を譲り合った。皇子の薨去（『日本書紀』は仁

徳天皇に皇位を譲るために自殺）により即位したという。 

人家の竈（かまど）から炊煙が立ち上っていないことで租税を免除し、屋根の茅さえ葺き替えなかったとの逸話がある。仁

徳天皇の治世は仁政として知られ、「仁徳」の漢風諡号もこれに由来する。記紀には好色な天皇として皇后の嫉妬に苛まれ

る人間臭い一面も描かれている。なお、『宋書』倭国伝に記される「倭の五王」中の讃（さん）または珍（ちん）に比定する説が

あるが、確定していない。我が渡海して新羅・百済を破ったと高句麗好太王碑にみえる（写真 2-1）.。 

 

257 年、仁徳天皇が生年。     

313 年、仁徳天皇が即位。 

344 年、百済、第 11 代比流王が死去し、 第 12 代契王が即位。 

346 年、百済、第 13 代近肖古王が即位。 

364 年、百済、第 13 代近肖古王（346-375）､倭に遺使を図る。  

367 年、百済、第 13 代近肖古王、使者来る。   

369 年、百済、第 13 代近肖古王、高句麗、百済を攻め雉壌の戦いで敗北する。漢水の南側で査閲の実施時、全軍にお

いて黄色の旗を使用。 

369 年、百済、第 13 代近肖古王と通交、倭軍出兵、半島南部を勢力下におく。  

371 年、百済、第 13 代近肖古王、高句麗の平壌城を攻撃。漢山へ遷都。東晋から寧東将軍領楽浪太守に冊立。   

372 年、百済、第 13 代近肖古王、倭王に七支刀を送る。 

375 年、百済、高興が書記編纂。 

383 年、淝水の争い。五胡十六国の前秦と東晋の決戦。肥水とも書く。北方諸民族を制覇して華北を統一，内政も充実。 

383 年、百済、第 15 代枕流王、東晋から来た胡僧摩羅難陀が仏教を伝来。 

385 年、百済、漢山仏寺を建立して僧侶 10 人を出家させる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E5%BE%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%A5%E4%B8%AD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E6%AD%A3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%81%E6%81%AD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%BA%B7%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E7%95%A5%E5%A4%A9%E7%9A%87
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386 年、百済、青木嶺において八坤城と西海に繋がる長城を築造。 

392 年、百済、高句麗に漢水以北の多くの城を奪われる。高句麗により関弥城陥落。 

396 年、百済、高句麗により 58 城陥落。 

397 年、百済、第 17 代阿莘王（392-405）、太子腆支を倭に派遣。     

398 年、北魏の建国。                                 

399 年、仁徳天皇が崩御と没年。写真 4-2～4 は仁徳天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/仁徳天皇 と別表 1） 

 

   

写真 4-2. 仁徳天皇陵案内板 写真 4-3. 仁徳天皇陵鳥居 写真 4-4.仁徳天皇陵の博物館写真 

 

4-3.第 17 代 履中天皇 

古墳時代、第 17 代履中（りちゅう）天皇、在位は 400～405 年、在位期間は 5 年、父：仁徳天皇と母：葛城磐之媛（かずらき

のいわのひめ）の子である。生没年は 336 年?～405 年。  

陵所は 百舌鳥耳原南陵、異称は 大兄去来穂別尊・大江之伊邪本和気命・大兄伊射報本和気命である。皇后は 草香

幡梭皇女、夫人は 葛城黒媛・太姫郎姫・高鶴郎姫、子女は磐坂市辺押・磐皇子・御馬皇子・青海皇女・中磯皇女である。 

 

   

写真 4-5. 履中天皇陵案内板 写真 4-6. 履中天皇陵石碑と鳥居 

 

336 年、履中天皇が誕生。 

400 年、住吉仲皇子が皇位を奪に叛するが、弟の瑞歯別皇子（後の反正天皇）に命じて誅殺させ、履中天皇が即位。高句

麗 18 代好太王（391-412）軍南下、伽耶国を攻撃。 

401 年、蘇我満智（まち）・物部伊莒弗（いこふつ）・平群木菟（つく）・円大使主（つぶらのおおおみ）らを国政に参画。 

403 年、諸国に国史（ふみひと）と呼ばれる書記官を設置し、国内の情勢を報告させた。 

404 年、倭軍、帯方郡の故郷に出兵、高句麗軍と争う。 
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405 年、履中天皇が崩御。蔵職（くらのつかさ）と蔵部を興し、病気のため稚桜宮で崩御した。 

写真 4-5 と 4-6 は、履中天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/履中天皇 と別表 1） 

 

4-4.第 18 代 反正天皇 

古墳時代、第 18 代反正（はんぜい）天皇在位は

406～410 年で、在位期間は 4 年、父；仁徳天皇第 2

皇子と母：葛城磐之媛の子であり、17 代履中天皇の

弟である。生没年は 336 年～410 年。 

反正天皇 多遅比瑞歯別尊・水歯別命（古事記）。

『宋書』・『梁書』に記される「倭の五王」中の倭王珍

（彌）である可能性が高い。系譜には、仁徳天皇の第

三皇子。母は葛城襲津彦の女・磐之媛命。履中天皇

の同母弟、允恭天皇の同母兄に当たる。略歴では、

淡路宮（不詳、淡路島？）で生まれ、容姿美麗であっ

た。生まれながらにしてきれいな歯並であったので、

瑞歯別の名があるという。父の仁徳天皇の崩後、叛乱を起こした同母兄の住吉仲皇子を誅殺した。 

336 年、天反正皇が誕生。 

406 年、反正天皇が即位。兄弟継承はここに始まる。河内丹比を都とする。 

410 年、反正天皇が崩御。皇太子を定めずに崩御したため群臣達が相談して雄朝津間稚子宿禰尊を天皇（大王）に推挙。

写真 4-7 は反正天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/反正天皇と別表 1） 

 

4-5.第 19 代 允恭天皇 

古墳時代、第 19 代允恭（いんきょう）天皇、在

位は 412～453 年、在位期間は 41 年、父は仁

徳天皇の第四皇子。母は葛城襲津彦の女・磐

之媛命の子である。生没年は 376～453 年。 

雄朝津間稚子宿禰尊、男浅津間若子宿禰王

（古事記）。中国の歴史書『宋書』・『梁書』に記

される倭の五王中の倭王済に比定されている。

系譜では、履中天皇、反正天皇の同母弟であ

る。皇后：忍坂大中姫（稚渟毛二派皇子の女）。

第一皇子：木梨軽皇子 皇太子、第一皇女：名

形大娘皇女、第二皇子：境黒彦皇子、第三皇子：穴穂皇子、第二皇女：軽大娘皇女、第四皇子：八釣白彦皇子、第五皇子：

大泊瀬稚武皇子（雄略天皇）、第三皇女：但馬橘大娘皇女、第四皇女：酒見皇女である。 

皇太子の木梨軽皇子には近親相姦の前科が有ったために群臣は皆従わず、弟の穴穂皇子の側に付いた。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、物部大前宿禰の家に潜んだ。穴穂皇子

が率いる兵に包囲され、大前宿禰の計らいで戦は避けられたが、軽皇子は自裁した（『古事記』では伊余湯に流罪となったと

記される）。こうして、穴穂皇子は 12 月に践祚した。  

新羅 17 訥祇王（417-458）はこれを悲しみ、弔使を送る。『古事記』『旧事紀』に 78 歳、『愚管抄』『神皇正統記』に 80 歳、

北野本『日本書紀』に 81 歳（一本 68 歳）とする。 

  

写真 4-7.第 18 代反正天皇陵の航空写真 

  

写真 4-8.第 19 代允恭天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/履中天皇%20と別表1
http://ja.wikipedia.org/wiki/反正天皇と別表1
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376 年、允恭天皇が生年  

412 年、忍坂大中姫の強い要請を受け天皇が即位。 

413 年、百済第 18 代直支王（405-420）、東晋に使臣を派遣。 

413 年、新羅第 16 代寛聖王（402-417）から医者を招聘、天皇の病気を治療する。 

415 年、諸氏族の氏姓の乱れを正すため、飛鳥甘樫丘にて盟神探湯（くがたち）を実施する。 

416 年、玉田宿禰（葛城襲津彦の孫）の叛意が露顕、これを誅殺する。 

418 年、皇后の妹・衣通郎姫を入内させるが、皇后の不興を買い、藤原宮（橿原市）に住まわせる。 

419 年、衣通郎姫が皇后の嫉妬を理由に茅渟宮（泉佐野市）へ移る。天皇は遊猟にかこつけて郎姫の許に行幸を継続。 

421 年、百済 19 代久尓辛王（420-427）、倭王讃が宋に使臣を派遣。皇后に諌められ、その後の茅渟行幸は稀になった。 

421 年、宋に朝献し、武帝から除綬の詔をうける。おそらく安東将軍倭国王。（『宋書』倭国伝）  

425 年、宋、司馬の曹達を遣わし、宋の文帝に貢物を献ずる。（『宋書』倭国伝）  

427 年、高句麗 19 代寛聖王（413-491）軍、平壌に遷都。 

430 年、宋 1 月、宋に使いを遣わし、貢物を献ずる。（『宋書』文帝紀）  

433 年、百済、20 代毗有王（427-455）、新羅と同盟（羅済同盟）。 

435 年、皇太子の木梨軽皇子と同母妹の軽大娘皇女の近親相姦が発覚。軽大娘皇女を伊予に配流（→衣通姫伝説）。 

438 年、宋に朝献し、自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し、正式の任

命を求める。（『宋書』倭国伝）。 

439 年、北魏、江北を統一。天下二分にして南北朝となる。  

443 年、宋、倭隋ら 13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め、許される。（『宋書』倭国伝） 

453 年、允恭天皇が崩御。写真 4-8 は允恭天皇の御陵である。 

 （http://ja.wikipedia.org/wiki/允恭天皇と別表２） 

 

4-6.第 20 代 安康天皇 

古墳時代、第 20 代安康（あんこう）天皇、在位は 454～456 年、在位期間は 2 年、父親:允恭天皇と母親:忍坂大中の第 3 皇

子である。生没年は 401?～456 年。 

陵所は菅原伏見西陵。皇居は 石上穴穂宮。穴穂天皇・穴穂皇子（あなほのみこ）。中国の『宋書』・『梁書』に記される「倭の

五王」中の倭王興に比定されている。安康天皇陵比定地（奈良市）允恭天皇の第二皇子。雄略天皇の同母兄。皇后：中磯

皇女（中蒂姫命。履中天皇の皇女） 、皇子女なしである。  

 

401 年、安康天皇が誕生。 

454 年、安康天皇が即位。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。 

456年、天皇が崩御。天皇は中蒂姫の連れ子眉

輪王により暗殺された。『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。写真 4-9 は

安康天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/安康天皇と別表 2） 

 

  

写真 4-9.第 20 代安康天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://ja.wikipedia.org/wiki/
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4-7.第 21 代 雄略天皇 

古墳時代、第 21 代雄略（ゆうりゃく）天

皇在位は 456～479 年、在位期間は 23

年、父親:允恭天皇と母親：忍坂大中姫

（安康天皇の同母弟）の第 5 皇子である。

生没年は 419～479 年。 

雄略天皇は、大泊瀬幼武尊（おおは

つせわかたけるのみこと）、大長谷若建

命、大長谷王（古事記）、大悪天皇、有

徳天皇ともいう。また『宋書』、『梁書』に

記される「倭の五王」中の倭王武に比定

される。ワカタケル大王と解してその証と

する説が有力である。『日本書紀』の暦法が雄略紀以降とそれ以前で異なること、『万葉集』や『日本霊異記』の冒頭に雄略

天皇が掲げられていることから、朝廷組織は未熟ではあったものの雄略朝をヤマト王権の勢力が拡大強化された歴史的な

画期であっ 

たと古代の人々が捉えていたとみられる。 

皇居は、皇后：草香幡梭姫皇女（仁徳天皇の皇女）、近畿の泊瀬朝倉宮（はつせのあさくらのみや）。稲荷山古墳出土金

象嵌鉄剣銘に見える「斯鬼宮（しきのみや ・磯城宮）」も朝倉宮を指すと言われる（別に河内の志紀（大阪府八尾市）とする

説もある）。  

略歴記紀によれば、安康天皇が幼年の眉輪王（『古事記』では 7 歳とあるが誤記と思われる）により暗殺されたとする。安康天

皇が、仁徳天皇の子である大草香皇子に、妹の草香幡梭姫皇女を同母弟である即位前の雄略天皇の妃に差し出すよう命

令した（大草香皇子と草香幡梭姫皇女は父系の叔父と叔母）際に、仲介役の坂本臣等の祖である根臣が、大草香皇子の

「お受けする」との返答に付けた押木玉鬘（おしきのたまかつら：金銅冠とも）を横取りするために、天皇に「大草香皇子は拒

否した」と偽りの讒言をする。安康天皇は大草香皇子を殺害し、その妃である中蒂姫命（長田大郎女）を奪って自分の皇后と

した。中蒂姫は大草香皇子との子である眉輪王を連れており、これが眉輪王に安康天皇が殺害される直接の原因となった。 

暗殺の事実を知った大泊瀬皇子は兄たちを疑い、まず八釣白彦皇子を斬り殺し、次いで坂合黒彦皇子と眉輪王をも殺そ

うとした。この 2 人は葛城氏の葛城円宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子は 3 人共に焼き殺してしまう。さらに、従兄弟にあたる

市辺押磐皇子（仁賢天皇 ・顕宗天皇の父）とその弟の御馬皇子（みまのみこ）をも謀殺し、政敵を一掃して、11 月にヤマト王

権の大王の座に就いた。即位後、草香幡梭姫皇女に求婚する道の途中で、志貴県主（参考：志貴県主神社）の館が鰹木を

上げて皇居に似ていると何癖をつけ、布を掛けた白犬を手に入れる。それを婚礼のみやげ物にして、草香幡梭姫皇女を皇

后にする。 

平群真鳥を大臣に、大伴室屋と物部目を大連に任じて、軍事力で専制王権を確立した大泊瀬幼武大王（雄略天皇）の次

の狙いは、連合的に結び付いていた地域国家群をヤマト王権に臣従させることであった。 特に最大の地域政権吉備に対し

て反乱鎮圧の名目で屈服を迫った（吉備氏の乱）。 

具体的には、吉備下道臣前津屋（463 年）や吉備上道臣田狭（463 年）の「反乱」を討伐して吉備政権の弱体化を進め、さ

らに雄略天皇の死後には星川皇子（母が吉備稚媛）の乱を大伴室屋らが鎮圧して（479年）、ヤマト王権の優位を決定的にし

た。『日本書紀』には他に、播磨の文石小麻呂（469 年）や伊勢の朝日郎（474 年）を討伐した記事がある。 

 

419 年、雄略天皇が生年。 

456 年、雄略天皇が即位。 

略歴記紀によれば、安康天皇が幼年の眉輪王（『古事記』では 7 歳とあるが誤記と思われる）により暗殺されたとする。安康

 
 

写真 4-10.第 21 代雄略天皇陵の航空写真 
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天皇が、仁徳天皇の子である大草香皇子に、妹の草香幡梭姫皇女を同母弟である即位前の雄略天皇の妃に差し出すよう

命令した（大草香皇子と草香幡梭姫皇女は父系の叔父と叔母）際に、仲介役の坂本臣等の祖である根臣が、大草香皇子の

「お受けする」との返答に付けた押木玉鬘（おしきのたまかつら：金銅冠とも）を横取りするために、天皇に「大草香皇子は拒

否した」と偽りの讒言をする。安康天皇は大草香皇子を殺害し、その妃である中蒂姫命（長田大郎女）を奪って自分の皇后と

した。中蒂姫は大草香皇子との子である眉輪王を連れており、これが眉輪王に安康天皇が殺害される直接の原因となった。 

暗殺の事実を知った大泊瀬皇子は兄たちを疑い、まず八釣白彦皇子を斬り殺し、次いで坂合黒彦皇子と眉輪王をも殺そ

うとした。この 2 人は葛城氏の葛城円宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子は 3 人共に焼き殺してしまう。さらに、従兄弟にあたる

市辺押磐皇子（仁賢天皇 ・顕宗天皇の父）とその弟の御馬皇子（みまのみこ）をも謀殺し、政敵を一掃して、11 月にヤマト王

権の大王の座に就いた。即位後、草香幡梭姫皇女に求婚する道の途中で、志貴県主（参考：志貴県主神社）の館が鰹木を

上げて皇居に似ていると何癖をつけ、布を掛けた白犬を手に入れる。それを婚礼のみやげ物にして、草香幡梭姫皇女を皇

后にする。 

平群真鳥を大臣に、大伴室屋と物部目を大連に任じて、軍事力で専制王権を確立した大泊瀬幼武大王（雄略天皇）の次

の狙いは、連合的に結び付いていた地域国家群をヤマト王権に臣従させることであった。 特に最大の地域政権吉備に対し

て反乱鎮圧の名目で屈服を迫った（吉備氏の乱）。 

具体的には、吉備下道臣前津屋（463 年）や吉備上道臣田狭（463 年）の「反乱」を討伐して吉備政権の弱体化を進め、さ

らに雄略天皇の死後には星川皇子（母が吉備稚媛）の乱を大伴室屋らが鎮圧して（479年）、ヤマト王権の優位を決定的にし

た。『日本書紀』には他に、播磨の文石小麻呂（469 年）や伊勢の朝日郎（474 年）を討伐した記事がある。 

458 年、百済 21 代蓋鹵王（455-475）、宋に使者を送り、臣下の叙授を求める。 

462 年、雲岡の石窟掘り開始。 『三国史記』新羅本紀によれば倭人が新羅の活開城を攻め落とした。                                                  

462 年、宋 孝武帝、済の世子の興を安東将軍倭国王とする。（『宋書』孝武帝紀、倭国伝）  

463 年、侵入したが、最終的に新羅が打ち破ったと記載されている。 

472 年、百済 21 代蓋鹵王（455-475）、北魏に使者を送り、高句麗出兵を求める。 

474 年、日本府軍が高句麗を破った。 

475 年、高句麗 19 代長寿王（413-491）、百済の漢城を陥落させ、百済 21 代蓋鹵王を殺す。 中期‐熊津時代 

475 年、百済 22 代文周王即位し、熊津（現・忠清南道公州市）に遷都。 

475 年、百済、新羅 18 代慈悲王（458-479）に攻め込んだが、将軍の紀小弓が戦死してしまい敗走した。 

477 年、宋、武は自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王」と称する。（『宋

書』倭国伝）  

477 年、雄略大王は百済に任那を与えて復興したという。大王は病気のため崩御した。 

478 年、白髪皇子（後の清寧天皇）を皇太子とした。百済 23 代三斤王（477-4795）、倭王武が宋に使臣を派遣。 

479 年、百済 23 代三斤王（477-479）が亡くなると、入質していた昆支王の次子未多王に筑紫の兵 500 をつけて帰国。 

479 年、百済の 24 代東城王（478-501）として即位させた。兵を率いた安致臣・馬飼臣らは水軍を率いて高句麗を討った。 

479 年、雄略天皇が崩御と没年。写真 4-10 は雄略天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/雄略天皇と別表２） 

 

4-8. 第 22 代 清寧天皇 

古墳時代、第 22代清寧（せいねい）天皇在位は 480～484年、在位期間は 4年、父親は雄略天皇と母親は葛城韓媛の子で、

后妃なし、皇子女もなしである。生没年は 444?～484 年。 

異称は白髪皇子、白髪武広国押稚日本根子天皇、白髪大倭根子命である。皇居は 磐余甕栗宮である。御名は白髪皇

子。和風諡号は白髪武広国押稚日本根子天皇、白髪大倭根子命（古事記）である。陵墓・霊廟 は河内坂門原陵（かわちの

さかとのはらのみささぎ）に葬られた。大阪府羽曳野市西浦六丁目の西浦白髪山古墳（前方後円墳・全長 112m）に比定され

ている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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444 年、清寧天皇が誕生。 

475 年、高句麗軍、百済に侵入、百済、熊津に遷都。  

479 年、雄略天皇崩御。吉備氏の母を持つ星川稚宮皇子が

大蔵を占拠し、権勢を縦にしたため、大伴室屋・東漢直掬ら

にこれを焼き殺させる。 

480 年、清寧天皇が正月に即位。皇子がいなかったことを気

に病んでいた。 

481 年、市辺押磐皇子の子である億計王（後の仁賢天皇）・

弘計王（後の顕宗天皇）の兄弟を播磨で発見したとの情報

を得、勅使を立てて明石に迎えさせる。 

482 年、王を宮中に迎え入れ、億計王を東宮に、弘計王を皇子とした。 

484 年、清寧天皇が崩御。『水鏡』には 41 歳、『神皇正統記』には 39 歳との記載がある。 

写真 4-11 は清寧天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/清寧天皇と別表 2） 

 

4-9.第 23 代 顕宗天皇 

古墳時代、第 23 代顕宗（けんぞう）天皇、在位は

485～487 年、在位期間は 2 年、父親：市辺押磐皇

子、母親：荑媛の子で、第 17 代履中天皇の孫であ

る。生没年は 450～487 年。陵所は 傍丘磐坏丘南

陵。 異称は 弘計天皇、来目稚子、袁祁王、袁祁

之石巣別命、袁奚天皇 である。皇后は 難波小野

王、皇居は近飛鳥八釣宮である。  

 系譜では、市辺押磐皇子（履中天皇の長子）の第

3 子。母は葛城蟻臣の女・荑媛（はえひめ、荑は草

冠＋夷）。飯豊女王は同母姉、仁賢天皇は同母兄

に当たる。皇后：難波小野王（難波王。丘稚子王の

女、石木王の女とも） 。『日本書紀』に皇子女の記載なし。『古事記』にも「子無かりき」とある。 皇居には、都は近飛鳥八釣

宮（現在の奈良県高市郡明日香村八釣、あるいは大阪府羽曳野市飛鳥の地か）。『古事記』は単に「近飛鳥宮」とする。 

 

450 年、顕宗天皇が誕生。 

456 年、父市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、兄の億計王（後の仁賢天皇）と共に逃亡して身を隠した。丹波国与謝郡

（京都府丹後半島東半）に行き、後に播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子（たにわ

のわらわ）と名乗り、縮見屯倉首（しじみのみやけのおびと）に使役され、長い間牛馬の飼育に携わっていた。 

481 年、弘計王自ら新室の宴の席で、歌と唱え言に託して王族の身分を明かした。子がなかった清寧天皇はこれを喜んで迎

えを遣わした。 

482 年、王を宮中に迎え入れて、4 月 7 日（5 月 10 日）に兄王を皇太子に、弘計王を皇子とした。 

484 年、清寧が崩御した後、皇太子の億計は身分を明かした大功を理由として弟の弘計に皇位（王位）を譲ろうとするが、弘

計はこれを拒否。皇位の相譲が続き、その間は飯豊青皇女が執政した。 

485 年、天顕宗皇が即位。兄の説得に折れる形で、引き続き億計が皇太子を務めたが、天皇の兄が皇太子という事態は、こ

れ以降も例がない。罪無くして死んだ父を弔い、また父の雪辱を果たすべく雄略への復讐に走ることもあったが、長く辺土で

  

写真 4-11.第 22 代清寧天皇陵の航空写真 

  

写真 4-12.第 23 代清寧顕宗天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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苦労した経験から民衆を愛する政治を執ったと伝えられる。 

487 年、紀生磐、百済に反乱。 『古事記』に 38 歳（但し治世 8 年という）、『一代要記』に 48 歳。なお、即位前に志毘臣（し

びのおみ、平群氏）との恋争いのもつれから、これを夜襲して誅殺したという話もある（『古事記』）。 

487 年、顕宗天皇が崩御。写真 4-12 は顕宗天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/顕宗天皇と別表 3） 

 

4-10.第 24 代 仁賢天皇 

古墳時代、第 24 代仁賢（にんけん）天皇在位は 488～

498 年、在位期間は 10 年、父親：市辺押磐皇子と母親：

荑媛の子で、第 17代履中天皇の孫（顕宗天皇の兄）であ

る。生没年は 449～498 年。 

名は億計天皇（おけのすめらみこと）・大石尊（おおし

のみこと）、意祁命・意富祁王（おおけのみこ）。諱は大脚

（おおし）または大為（おおす）、字は嶋郎（しまのいらつ

こ）である。 系譜では履中天皇の孫、市辺押磐皇子の子。

母は荑媛（葛城蟻臣の女）。顕宗天皇の同母兄。（ただし、

『播磨国風土記』は母を手白髪命とする。）。 

皇后：春日大娘皇女（雄略天皇皇女）、高橋大娘皇女

（『古事記』の高木郎女か）。 朝嬬皇女（『古事記』の財郎女か）。  

手白香皇女（継体天皇皇后、欽明天皇母）、樟氷皇女、橘仲皇女（橘皇女） - 宣化天皇皇后、石姫皇女母）、小泊瀬稚

鷦鷯尊（武烈天皇）、真稚皇女（『古事記』は真若王で男性）とする。 皇居の都は石上広高宮（奈良県天理市石上町、あるい

は同市嘉幡町か）である。 

 

449 年、仁賢天皇が生年  

456 年、父の市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、弟の弘計王（後の顕宗天皇）と共に逃亡して身を隠した。まず丹波国

与謝郡（丹後半島東半）に逃げ、後には播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子（たに

わのわらわ）と称した。 

462 年、竜門の石窟掘り開始。 

479 年、南斉 南斉の高帝、王朝樹立に伴い、倭王の武を鎮東大将軍（征東将軍）に進号。（『南斉書』倭国伝）  

481 年、縮見屯倉首に雇われて牛馬の飼育に携わっていた、弟王が宴の席で王族の身分を明かした。 

482 年、清寧天皇は、子がなかったため喜んで迎えを遣わし、王を宮中に迎え入れた。4 月に億計王が皇太子となった。 

484 年、清寧天皇が崩じたときに皇位（王位）を弟王と譲り合い、その間飯豊青皇女が執政した。翌年、弟王が即位（顕宗天

皇）したが、わずか在位 3 年で崩御した。         

488 年、仁賢天皇が即位。  

490 年、石上部（いそのかみべ）舎人。百済の 24 代東城王（478-501）、北魏、数十万騎百済を攻める（南斉書）。     

492 年、佐伯造（さえきのみやつこ）を置いた 

493 年、高麗（こま）へ日鷹吉士を遣わし、皮の工匠などの手工業者を招いた。仁賢天皇の時代は国中が良く治まり、人民か

ら「天下は仁に帰し、民はその生業に安んじている」と評された。 

494 年、皇子の小泊瀬稚鷦鷯尊を皇太子に定め、崩御。『水鏡』に 50 歳、『帝王編年記』には 51 歳とある。 

皇后は雄略天皇の皇女である春日大娘皇女であるが、父を殺された雄略天皇の皇女を皇后とした理由として、仁賢天皇

自身が傍系の出身であるため、直系の皇女を皇后に迎え入れ正当性を強めたと考えられている。これは娘の手白香皇女も、

傍系出身の継体天皇の皇后となった事で繰り返されている。 

 
 

写真 4-13.第 24 代仁賢天皇陵の航空写真 
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495 年、高句麗 20 代文咨明王（492-519）、百済 24 代東城王（478-501）の、雉壌城を攻め、新羅 19 代しょう知王（492-519）

が百済を救援する。 

498 年、仁賢天皇が崩御と没年。 写真 4-13 は仁賢天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/天皇と別表３） 

 

4-11.第 25 代 武烈天皇 

古墳時代、第 25 代武烈（ぶれつ）天皇、在位は 498

～507 年、在位期間は 18 年、父親：仁賢天皇と母親：

春日大娘皇女で、第 17 代履中天皇の曾孫である。生

没年は 489?～507 年。天皇には子がなかった。御子代

として小長谷部（小泊瀬舎人）を置いたという。  

陵所は 傍丘磐坏丘北陵。異称は 小泊瀬稚鷦鷯尊、

小長谷若雀命である。皇后は春日娘子、子女 なし、泊

瀬列城宮。 名は小泊瀬稚鷦鷯尊・小泊瀬稚鷦鷯天皇

（『日本書紀』）、小長谷若雀命（『古事記』）。実在した

人物かどうかについては議論がある。同母姉妹に、手

白香皇女（継体天皇の皇后・欽明天皇の母）・橘仲皇女

（宣化天皇の皇后）らがいる。皇居の都は泊瀬列城宮。奈良県桜井市出雲の十二柱神社に「武烈天皇泊瀬列城宮跡」の石

碑がある。『古事記』では「長谷之列木宮」と記す。 

『扶桑略記』『水鏡』などに崩御は 18歳とあるが不明な点が多い。『日本書紀』には、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）を

めぐって、平群臣鮪（へぐりのおみしび）と歌垣で争ったことが記され、それに敗れた太子は大伴金村に命じて鮪を討ち取ら

せたという。ところが、この歌垣の場面は『古事記』に、袁祁王（をけのみこ、後の顕宗天皇）が菟田首（うだのおびと）の娘の

大魚（おうお）をめぐって、志毘臣（しびのおみ、『日本書紀』の平群臣鮪に相当）と争ったこととして記されている。つまり、歌

垣に出てくる皇子も女も、全く別の設定になっているのである。何れが原伝承かの判断は分かれるが、少なくとも『古事記』と

『日本書紀』とでは、武烈天皇の伝承にかなりの食い違いが見られており、武烈天皇自身が実在したかどうかについても疑問

が残る。 

 

489 年、武烈天皇が生年。百済 25 代武寧王（501-523）、東城王暗殺され、武寧王即位。 

494 年、武烈天皇が立太子する。王族、皇族が皇位(王位)継承者となること。  

498 年、武烈天皇が即位。 

仁賢天皇が崩御した後、大臣の平群真鳥が国政をほしいままにした。大伴金村などは、それを苦々しく思っていた。皇太子

は、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）との婚約を試みるが、影媛は既に真鳥大臣の子平群鮪（へぐりのしび）と通じていた。

海柘榴市（つばいち、現桜井市）の歌垣において鮪との歌合戦に敗れた太子は怒り、大伴金村をして鮪を乃楽山（ならやま、

現奈良市）に誅殺させ、11 月には真鳥大臣をも討伐させた。そののち同年 12 月に即位して、泊瀬列城に都を定め、大伴金

村を大連とした。 

502 年、梁の武帝は雄略天皇に比定される倭王武を征東大将軍に進号する。（『梁書』武帝紀） 

503 年、百済 25 代武寧王（501-523）、倭国に遣使。 

506 年、生涯 [編集]『古事記』、『日本書紀』によると継体天皇は応神天皇 5 世の子孫であり、父は彦主人王である。近江国

高嶋郷三尾野（現在の滋賀県高島市あたり）で誕生したが、幼い時に父を亡くしたため、母の故郷である越前国高向（たか

むく、現在の福井県坂井市丸岡町高椋）で育てられて、男大迹王として 5 世紀末の越前地方（近江地方説）を統治。 

506年、『日本書紀』によれば、武烈天皇が後嗣定めずして崩御したため、大連・大伴金村、物部麁鹿火、大臣巨勢男人らが

協議した。まず丹波国にいた仲哀天皇の 5 世の孫である倭彦王（やまとひこおおきみ）を抜擢したが、迎えの兵士をみて恐

  

写真 4-14.第 25 代武烈天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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れをなして、倭彦王は山の中に隠れて行方不明となってしまった。そこで、次に越前にいた応神天皇の 5 世の孫の男大迹王

にお迎えを出した。男大迹王は心の中で疑いを抱き、河内馬飼首荒籠（かわちのうまかいのおびとあらこ）に使いを出し、大

連大臣らの本意を確かめて即位の決心をした。翌年 58 歳にして河内国樟葉宮（くすばのみや）において即位し、武烈天皇

の姉（妹との説もある）にあたる手白香皇女を皇后とした。 

507 年、武烈天皇が崩御と没年。 写真 4-14 は武烈天皇の御陵である。 

『扶桑略記』『水鏡』などに 18 歳とあるが不明な点が多い。『日本書紀』には、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）をめぐっ

て、平群臣鮪（へぐりのおみしび）と歌垣で争ったことが記され、それに敗れた太子は大伴金村に命じて鮪を討ち取らせたと

いう。ところが、この歌垣の場面は『古事記』に、袁祁王（をけのみこ、後の顕宗天皇）が菟田首（うだのおびと）の娘の大魚

（おうお）をめぐって、志毘臣（しびのおみ、『日本書紀』の平群臣鮪に相当）と争ったこととして記されている。つまり、歌垣に

出てくる皇子も女も、全く別の設定になっているのである。 

何れが原伝承かの判断は分かれるが、少なくとも『古事記』と『日本書紀』とでは、武烈天皇の伝承にかなりの食い違いが

見られており、武烈天皇自身が実在したかどうかについても疑問が残る。蘇我稲目、506 年～570 年間は飛鳥時代の大臣。

蘇我高麗の子、蘇我馬子ら 4 男 3 女の父。娘 3 人を天皇に嫁がせた。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/武烈天皇と別表３） 

 

4-12.第 26 代継体天皇 

古墳時代、第 26 代継体（けいたい）天皇、在位

は 507～530 年、在位期間は 24 年、父親：彦主人

王と母親：振媛で、第 15 代応神天皇の玄孫の子

（家でいえば 6 代目子孫）である。生没年は 450～

531 年。 

異称は、 袁本杼命、男大迹王、彦太尊、雄大

迹天皇、乎富等大公王の 5種。皇后は 手白香皇

女（子は 29欽明天皇）。夫人は 尾張目子媛（子は

27安閑天皇と28宣化天皇）。子女は 27安閑天皇、

28宣化天皇、29欽明天皇の3名、他多数。越前の

三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村ら

に推戴され即位する。大伴金村、越前より男大述

王を迎え、継体天皇として、樟葉宮で即位。陵所は三島藍野陵、皇居は樟葉宮、筒城宮と弟国宮である。 

皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位（記録上最初の譲位例）し、その即位と同日に崩御した。『日本書紀』では、『百済本記』

（「百濟本記爲文 其文云 大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶

崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」）を引用して、天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺

害された可能性（辛亥の変説）を示唆している。 

品太（ほむだ）王の五世（いつせ）の孫（みこ）、袁本杼（をほどの）命、伊波禮（いわれ）の玉穂宮に坐しまして、天の下治ら

しめしき（この後は、何人かの妻を娶って産ませた子供が 19人でこれらの子から後の 3人の天皇が出たことを書いている。即

ち欽明、安閑、宣化の 3 天皇である）。  

 

450 年、継体天皇が生年      

507 年、継体天皇が即位。越前の三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村らに推戴され即位する。大伴金村、越前よ

り男大述王を迎え、継体 天皇として即位させる。 

日本書紀の記述では継体が即位してから大和に都をおくまで約 20年もかかっており、皇室（実態はヤマト王権）内部もしくは

地域国家間との大王位をめぐる混乱があったこと、また、継体（ヤマト王権）は九州北部の地域国家の豪族を掌握できていな

  

写真 4-15.第 26 代継体天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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かったことを示唆している。 

512 年、古墳時代 26 代継体天皇（507～530）年、大伴金村は任那の四県を百済に割譲。百済 25 代武寧王（501-523）に任

那４県を割譲した問題が再燃して失脚する。 

513 年、百済に己汝・帯沙を与う。 伽耶の金官国、新羅に降る。百済、五経博士を献ず。 

520 年、インド、グブタ朝滅亡。      

522 年、司馬達等帰化、仏教崇拝。 

523～554 年、百済の聖王（聖明王）。 

525 年、百済 26 代 聖王（523-554）、天百済 25 代武寧王（501-523）を武寧王陵に安置。百済聖王（聖明王）。 

526 年、継体は、ようやく即位 19 年後、大倭（後の大和国）に都を定めることができたが、その直後に百済から請われて救援

の軍を九州北部に送った。しかし新羅と結んだ磐井によって九州北部で磐井の乱が勃発して、その平定に苦心している（磐

井の乱については諸説ある）。 

527 年、百済 26 代 聖明王（523-554）。死去年に関しては、『古事記』では継体の没年としており、そうであれば都を立てた

翌年に死去したことになる。『古事記』では没年齢は約 40 歳だが、『日本書紀』に従うと約 80 歳の長寿であった。 

近江臣毛野、６万人の兵を卒いて任那に向かおうとするが、築柴国造の磐井、新羅 21 代安蔵王（519-531）と通じ、肥・豊の

兵を動員して妨げる。朝鮮半島南部へ出兵しようとした近江毛野を率いる王権軍の進軍を筑紫君磐井（つくしのきみいわい）

がはばみ。筑柴国造磐の乱。磐井の反乱、翌年鎮圧。 

528 年、新羅 21 代安蔵王（519-531）と密約を結んだ筑紫国造、磐井が反乱を起こし、派遣軍の渡海を妨害した。物部麁鹿

火、磐井を斬殺する。めて仏教を行う。   

530 年、継体天皇が崩御。   

531 年、継体天皇が没年。 写真 4-15 は継体天皇の御陵である。 

 

皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位（記録上最初の譲位例）し、その即位と同日に崩御した。『日本書紀』では、『百済本記』

（「百濟本記爲文 其文云 大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶

崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」）を引用して、天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺

害された可能性（辛亥の変説）を示唆している。 

品太（ほむだ）王の五世（いつせ）の孫（みこ）、袁本杼（をほどの）命、伊波禮（いわれ）の玉穂宮に坐しまして、天の下治ら

しめしき（この後は、何人かの妻を娶って産ませた子供が 19人でこれらの子から後の 3人の天皇が出たことを書いている。即

ち欽明、安閑、宣化の 3 天皇である）。  

この御世に竺紫君石井（いはい）、天皇の命（みこと）に従わずして、多くの禮無かりき。故、物部荒甲（もののべのあらか

ひ）の大連（おほむらじ）、大伴の金村（かなむら）の連二人を遣わして、石井を殺したまひき。大伴金村、任那の四県を百済

に割譲。筑柴国造磐の乱。  （http://ja.wikipedia.org/wiki/継体天皇と別表３） 

 

538 年、百済、26 代 聖明王（523-554）、泗沘に遷都し、国号を南夫餘に変更。仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が伝来。   

556 年、百済、倭に滞留していた恵王子が帰国。 

557 年、百済、陵山里に王室願刹を創建。 

588 年、百済の技術者によって飛鳥寺完工。  

593 年、 聖德太子の摂政。  

595 年、法興寺創建。 

602 年、百済僧侶である観勒が倭に渡り、天文•地理•易書•陰陽道を伝える。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/


19 

 

4-13.河内王朝と新羅・高句麗・百済と中国との関係 

 
 

歴代天皇 天皇初～終 歴代天皇 天皇初～終 

15 応神 270-310 21 雄略 456-479 

16 仁徳 313-399 22 清寧 480-484 

17 履中 400-405 23 顕宗 485-487 

18 反正 406-410 24 仁賢 488-498 

19 允恭 412-453 25 武烈 489-507 

20 安康 454-456 26 継体 507-531 
 

表 4-2.第 15～26 代天皇の初と終年の統計 図 4-1.第 15～26 代天皇の初と終年のグラフ 

 

表 4-2 は第 15～26 代天皇の初と終年の統計であり、図 4-1 は第 15～26 代天皇の初と終年のグラフである。Ｘ軸は第 15

～26 代天皇の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代天皇の初と終年である。図 4-2 の上線は天皇の没年で、下線は天皇の即位

年である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の多項式を用いた。 

 

Ｙ＝ -1.333X2 + 70.597X - 419.39・・・・・・・・・R2=0.9353・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-1） 

Ｙ＝ -2.295X2 + 111.03X - 895.05・・・・・・・・・R2=0.9592・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-2） 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-1 と式 4-2 の決定係数は、それぞれR2=0.9353 とR2=0.9592 である。歴

代天皇の第 20-23 代の間は接近していることが確認できる。ゆえに、式（4-2）のバラツキは式（4-1）より僅かに大であることが

認められる。 

表 4-3 は第 15～26 代天皇陵の標高であり、図 4-2 は第 15～26 代天皇陵の標高グラフである。天皇陵の標高を分析す

れば、最大値は 94 年（第 20 代安康天皇）、平均値は 48.5 年と最小値は 28 年（第 21 代雄略天皇）である。 

 

 

歴代天皇 陵標高 歴代天皇 陵標高 

15 応神 50 21 雄略 28 

16 仁徳 44 22 清寧 43 

17 履中 37 23 顕宗 53 

18 反正 44 24 仁賢 38 

19 允恭 39 25 武烈 67 

20 安康 94 26 継体 45 
 

表 4-3.第 15～26 代天皇陵の標高 図 4-2.第 15～26 代天皇陵の標高グラフ 

 

表 4-4 は第 15～26 代天皇陵の高さであり、図 4-3 は第 15～26 代天皇陵の高さのグラフである。Ｘ軸は第 15～26 代天皇

の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代天皇の順である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の

多項式を用いた。 
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歴代天皇 標高 歴代天皇 標高 

15 応神 36 21 雄略  

16 仁徳 33 22 清寧  

17 履中 25 23 顕宗  

18 反正 14 24 仁賢  

19 允恭  25 武烈  

20 安康  26 継体 20 

 

表 4-4.第 15～26 代天皇陵の高さ 図 4-3.第 15～26 代天皇陵の高さのグラフ 

 

Ｙ＝  0.685X2 – 29.778X + 331 ・・・・・・・・・・R2=0.9109・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-3） 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-3 の決定係数は、それぞれR2=0.9109 である。歴代天皇の第 15 から

18 代迄の天皇陵の高さは漸次に低くなっている傾向であることが認められる。 

 

表 4-5 は第 15～26 代天皇陵の全長であり、図 4-4 は第 15～26 代天皇陵の全長のグラフである。Ｘ軸は第 15～26 代天

皇の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代の全長である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の

多項式を用いた。 

 

ｙ＝ 0.709X3 –35.01X2 +502.5X -1579 ・・・・・・・・R2=0.8393・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-4） 

 

 

歴代天皇 陵全長 歴代天皇 陵全長 

15 応神 425 21 雄略 76 

16 仁徳 486 22 清寧 112 

17 履中 365 23 顕宗  

18 反正 148 24 仁賢  

19 允恭 228 25 武烈  

20 安康  26 継体 277  

表 4-5.第 15～26 代天皇陵の全長 図 4-4.第 15～26 代天皇陵の全長グラフ 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-4 の決定係数は、それぞれR2=0.8393 である。歴代天皇の第 15 から

22 代迄の天皇陵の高さは漸次に低くなっている傾向であることが認められる。 
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歴代天皇 子女数 歴代天皇 子女数 

15 応神 8 21 雄略  

16 仁徳 6 22 清寧  

17 履中 4 23 顕宗  

18 反正 4 24 仁賢 8 

19 允恭 11 25 武烈  

20 安康  26 継体 4 

 

表 4-6.第 15～26 代天皇の子女数 図 4-5.第 15～26 代天皇の子女数グラフ 

 

表 4-6 は第 15～26 代天皇の子女数であり、図 4-5 は第 15～26 代天皇陵の標高グラフである。天皇陵の子女数を分析

すれば、最大値は 11 人（第 19 代允恭天皇）、平均値は 6.25 人と最小値は 4 人（第 17 代履中天皇、第 18 代反正天皇と第

21 代雄略天皇）である。 

 

  

図 4-6.日本古墳時代の天皇期間 図 4-7.日本古墳時代の新羅の王位期間 

 

図 4-6 は第 15～26 代天皇の在任期間のグラフである。最短在任期間は 2～5 年で、5 天皇である。これは暗殺や毒殺の

ような不自然な感じが想像できる。在任期間を分析すれば、最大値は 87 年(第 16 代仁徳天皇)、平均値は 22.6 年と最小値

は 2 年(第 20 代安康天皇と第 23 代顕宗天皇)である。河内王朝の天皇数は 12 である。 

 

図 4-7 は日本の古墳時代の新羅王位期間である。在任期間を分析すれば、最大値は 47 年(第 16 代 訖解泥師今と 17

代奈勿麻立干)、平均値は 22.6 年と最小値は 15 年(第 22 代 智證王)である。河内王朝の天皇数は 8 である。 

 

図 4-8 は日本の古墳時代の高句麗の王位期間、最大年数は 79 年（第 20 代長寿王）、平均年数は 26 年、最小年数は 8

年（第 18代故国壌王）である。図 4-9 は日本の古墳時代の百済の王位期間、最大年数は 30年(第 13代近肖古王)、平均年

数は 14 年、最小年数は 2 年(第 15 代枕流王）である。 
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図 4-8.日本古墳時代の高句麗の王位期間 図 4-9.日本古墳時代の百済の王位期間 

 

表 4-7.第 15～26 代天皇陵の所在地 表 4-8.第 15～26 代天皇陵の古墳名 
 

歴代天皇 所在地 歴代天皇 所在地 

15 応神 羽曳野市誉田 21 雄略 羽曳野市島泉 

16 仁徳 堺市堺区 22 清寧 羽曳野市西浦 

17 履中 堺市西区 23 顕宗 香芝市北今市 

18 反正 堺市堺区 24 仁賢 藤井寺市青山 

19 允恭 藤井寺市国府 25 武烈 香芝市今泉 

20 安康 奈良市宝来 26 継体 茨木市太田 

 

歴代天皇 古墳名 歴代天皇 古墳名 

15 応神 誉田御廟山古墳 21 雄略 高鷲丸山古墳 

16 仁徳 大仙陵古墳 22 清寧 西浦白髪山古墳 

17 履中 上石津ミサンザイ古墳 23 顕宗  

18 反正 田出井山古墳 24 仁賢 野中ボケ山古墳 

19 允恭 国府市野山古墳 25 武烈  

20 安康 古城 1 号墳 26 継体 太田茶臼山古墳 

 

表 4-7 は第 15～26 代天皇陵の所在地、羽曳野市と堺市は 3 ヶ所、藤井寺市と香芝市は 2 ヶ所、奈良市と茨木市は 1 ヶ所

である。表 4-8 は第 15～26 代天皇陵の古墳名である。 

 

表 4-9 は表 7-1.第 15～26 代天皇の陵名である。表 4-10 は.第 15～26 代天皇陵の墳形、前方後円墳羽 8 ヶ所で、円墳は

1 ヶ所で、後の 3 ヶ所は不明である。 

 

表 4-9.第 15～26 代天皇の陵名 表 4-10.第 15～26 代天皇陵の墳形 
 

歴代天皇 陵 名 歴代天皇 陵 名 

15 応神 蓬蔂丘の誉田陵 21 雄略 丹比高鷲原陵 

16 仁徳 百舌鳥耳原中陵 22 清寧 河内坂門原陵 

17 履中 百舌鳥耳原南陵 23 顕宗 傍丘磐坏丘南陵 

18 反正 百舌鳥耳原北陵 24 仁賢 埴生坂本陵 

19 允恭 恵我長野北陵 25 武烈 傍丘磐坏丘北陵 

20 安康 菅原伏見西陵 26 継体   

歴代天皇 墳 形 歴代天皇 墳 形 

15 応神 前方後円墳 21 雄略 円墳 

16 仁徳 前方後円墳 22 清寧 前方後円墳 

17 履中 前方後円墳 23 顕宗 前方後円墳 

18 反正 前方後円墳 24 仁賢 前方後円墳 

19 允恭  25 武烈  

20 安康  26 継体 前方後円墳 
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4-14. 第 15 代～26 代天皇の統計分析 

①天皇陵の標高を分析すれば、最大値は 94 年（第 20 代安康天皇）、平均値は 48.5 年と最小値は 28 年（第 21 代雄略

天皇）である。 

②天皇陵の子女数を分析すれば、最大値は 11 人（第 19 代允恭天皇）、平均値は 6.25 人と最小値は 4 人（第 17 代履中

天皇、第 18 代反正天皇と第 21 代雄略天皇）である。 

③天皇の在任期間を分析すれば、最短在任期間は 2～5 年で、5 天皇である。これは暗殺や毒殺のような不自然な感じが

想像できる。在任期間を分析すれば、最大値は 87 年(第 16 代仁徳天皇)、平均値は 22.6 年と最小値は 2 年(第 20 代安康

天皇と第 23 代顕宗天皇)である。河内王朝の天皇数は 12 である。 

④日本の古墳時代の新羅王位期間である。在任期間を分析すれば、最大値は 47 年(第 16 代 訖解泥師今と 17 代奈勿

麻立干)、平均値は 22.6 年と最小値は 15 年(第 22 代 智證王)である。河内王朝の天皇数は 8 である。 

⑤日本の古墳時代の高句麗の王位期間、最大年数は 79 年（第 20 代長寿王）、平均年数は 26 年、最小年数は 8 年（第

18 代故国壌王）である。 

⑥日本の古墳時代の百済の王位期間、最大年数は 30 年(第 13 代近肖古王)、平均年数は 14 年、最小年数は 2 年(第 15

代枕流王）である。 

⑦第 15～26 代天皇の陵名は.第 15～26 代天皇陵の墳形、前方後円墳羽 8 ヶ所で、円墳は 1 ヶ所で、後の 3 ヶ所は不明

である。 

⑧表 4-11 は日本の古墳時代、新羅・高句麗・新羅の王位期間を比較した。この 4 ヶ国の最大年数年数において、最大・

平均・最小はそれぞれ 87 年・51 年・30 年である。平均年数年数において、最大・平均・最小はそれぞれ 30 年・19 年・14 年

である。最小年数年数において、最大・平均・最小はそれぞれ 15 年・4 年・2 年である。 

この 4 ヶ国において長期政権年数は、日本 87 年、高句麗 79 年、新羅 47 年と百済 30 年である。百済 30 年の理由は 

新羅と高句麗による影響である。日本は百済との国際関係は陵である。 

この 4 ヶ国において短期政権年数は、日本 3 年、、新羅 15 年、高句麗 8 年と百済 2 年である。百済 2 年と日本 3 年の理

由は国内に権力闘争が多く、殺害や毒薬による影響と考えられる要因である。新羅 15 は他の国への侵略のためのため一致

団結した要因が見られる。 

 

表 4-11.日本の古墳時代、新羅・高句麗・新羅の王位期間（年） 

 日本 新羅 高句麗 百済 MAX AVG MIN 

最大年数 87 47 79 30 87 51 30 

平均年数 7 30 61 14 30 19 14 

最小年数 3 15 8 2 15 4 2 

 

5.仏教伝来 

5-１.仏教伝来年の 2 説について 

六世紀半ば欽明天皇の時代に百済の聖明王から仏教が伝わった。聖徳太子と蘇我氏はこの仏教を受け入れ広めようとし

たが、八尾渋川に拠点をおく物部氏がこれに反対し次の敏達天皇、用明天皇の時代まで争いが続き、用命天皇の死後物部

氏は渋川衣摺で聖徳太子と蘇我氏に敗れた。八尾には聖徳太子の聖勝軍寺や物部守屋の墓がある。なお敏達天皇の時

代は百済との交流が一層深まり、百済王朝と関わりの深い日羅上人(将軍)を招き日本最古の仏教寺院の一つといわれる日

羅寺を建立した。現在は八尾樟本神社内におかれている。また南河内郡太子町には、聖徳太子御廟（叡福寺北古墳）と御

廟を守る叡福寺がある。聖徳太子はこの地を愛し亡きあとの墓はここに造るよう生前に指示をだしていたという。聖徳太子御

廟から周囲 1ｋｍ内には、縁のある敏達天皇陵（欽明天皇の子）、用明天皇陵（欽明天皇の子、太子の父）、推古天皇陵（用

明天皇の妹、敏達天皇の后、太子が摂政を執る）があり、聖徳太子の聖地と言える。 
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その後戦いに勝った聖徳太子と蘇我氏は政務の中心を大和斑鳩、飛鳥に移し、四世紀初めの応神天皇の頃より敏達天

皇用明天皇の六世紀後半まで続いた河内王朝時代は終わる。なお王宮はこの間も仁徳天皇の時代を除き大和に置かれて

いたので、政務は大和と河内を連携しながらおこなわれていたと考えられる。 

『日本書紀』によると 552 年、欽明（きんめい）天皇 13 年（欽明天皇の即位は 539 年としているので西暦 552 年。）百済の

聖明王（せいめいおう）が朝廷に遣いを送った。その一人が怒利斯到契（ぬりしちけい。「り」の字は正しくは口偏に利を書く）

で、釈迦仏（金銅製）一体、幡蓋（はたきぬがさ。「幡」「蓋」とも仏前に置かれた）、経論数巻を献上した。8 世紀初めに成立し

たとされ日本書紀と並ぶ書物で、主として聖徳太子の伝記が書かれている。これによれば、仏教が日本に伝来したのは欽明

天皇の時代、戊午（つちのえうま）の年 10 月 12 日、百済国の主明王（聖明王）が初めて渡ってきて仏像・経教、僧等を奉る。

欽明天皇が即位した年を 531 年としているので、仏教伝来は 538 年となる。『元興寺縁起』は元興寺（飛鳥寺）創建の由来が

書かれた書物である。現在は、仏教公伝を 538 年とするのが通説である。 

 

5-2.仏教はいつ日本に入ってきたか?  

６世紀、日本（当時の国名は倭国）に仏教が伝来し、日本人の文化や精神世界に深く入り込んだのは聖徳太子によるもの

であると言える。しかし、仏教に興味を示し最初に受け入れたのは蘇我氏であった。 

日本に仏教が伝わった理由としては、百済の聖明王の政策や、百済系氏族から中国や朝鮮半島情勢を入手していた蘇

我氏が要請したことが考えられる。当時は、百済から多くの渡来人が日本に来ており、仏像や経文など仏教に関わるものを

私的に持ち込んできたことも考えられる。つまり、 仏教がいつ伝来したのかを特定するのは難しい。 

肉体保存のエネルギー源は、万生万物を含め動物・植物・鉱物である。自己の心・意識のエネルギー源は、調和のとれた

生活の中に神仏より与えられる。自己の精神が苦しめば肉体は不調和になり、自己の肉体が苦しめば心が脳乱する。自己

保存・自我我欲の煩悩を捨てる生活の中に、神仏の光明がえられ、心に安らぎが生じられ、三昧の境涯に到達することがで

きる。まさに、末法万年の神理であるから日々の生活の師とすべきと考えられる。 

仏教においての中心人物は、釈迦・十大弟子と龍樹である。信仰対象は、様々な仏である。分類は、原始仏教・部派仏

教・大乗仏教・密教・神仏習合と修験道の 6 類があり、地域別では、インド・中国・日本・朝鮮・スリランカ・タイ・東南アジア・チ

ベット・台湾 9 地域である。 

北インドの地で生まれた世界宗教としての仏教は、主として東南アジア方面に伝播した上座部仏教（南伝仏教・小乗仏

教）と西域（中央アジア）を経由して中国から朝鮮半島などへ広がった大乗仏教（北伝仏教）に分かれる。古代の倭に伝えら

れたのは後者の流れである（地図 3-2）。 

  

隋と飛鳥時代の仏教では、岡本精一は、中国と

日本との文化の交流が始まったのは、飛鳥時代

以前であるとする。『魏志倭人伝』によると、倭国

の女王卑弥乎（呼）のことが記されてあり、また倭

王武（雄略天皇）が 478 年に中国へ使者を送っ

た記事も見える。さらに時代が下がって書かれた

『隋書倭国伝』には、「天がまだ夜の明けぬうちに、

倭王は政庁に出て政務を開き、日が出ると仕事

を止めて弟に政務を委ねた」とある。これはおそら

く卑弥乎とその弟のことを述べたものであろうと述

べている。 
中国において紀元一世紀頃に伝えられた仏教

は、原始インド仏教の忠実な継承にこだわること

なく、戒律や教義解釈などで独自の発展を遂げた。朝鮮半島への仏教の伝来は、五胡十六国時代と南北朝時代の中国か

 

地図 3-2.アジアの仏教伝来（538年、552年に日本へ） 
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ら伝えられ、三国時代では、律令制度の整備に伴い、国家建設の理念としての役割を果した点である。 

高句麗へは小獣林王（372 年）に伝来し、百済へは枕流王（384 年）に伝来、高句麗から伝えられた新羅では法興王（528

年）に公認された。倭と盟友関係となる百済では、枕流王（384 年）が東晋から高僧の摩羅難陀を招来し、阿莘王（392 年）が

仏教を信仰せよとの命を国内に布告している。6 世紀初頭は、百済国内に本格的に仏教が普及するのである。法興王時代

に公認された後は、南朝梁との交流もあり、国家主導の仏教振興策がとられた。古くから多くの渡来人（帰化人）は 、朝鮮半

島の出身者で、日本への定住にあたり氏族としてグループ化し、氏族内の私的な信仰として仏教をもたらし、信奉する者もい

たと思われる。この使者は、難波より大和川をさかのぼり飛鳥京へ入った。 

継体天皇（522年）の時代に、渡来人の司馬達等は飛鳥に来住し、仏像や経典がもたらされていたようである。すでに大和

国高市郡において本尊を安置した仏教公伝と当時の国際環境があった。仏教公伝を受け入れるため仏崇者の曽我氏と排

仏者の物部氏との対立・論争がなされた。すでに曽我稲目は、飛鳥豊浦の自宅でひそかに仏像を祭り、進行していた。東方

伝播の仏教がシルクロ－ドから通って日本へ到着したのは日本最初である。 

 

5-3.仏教は飛鳥から広まったか? 

8 年、（日本書紀によると 552 年。元興寺縁起などでは 538 年。）、百済の聖明王の使いで訪れた使者が欽明天皇に金銅の

釈迦如来像や経典、仏具などを献上したことが仏教伝来の始まりと言われている。その後、推古天皇の時代に「仏教興隆（こ

うりゅう）の詔（みことのり）」が出され、各地で寺院建設が始まった。命ある者がこの世で受ける恩の中でも最も大切な親の恩

に対して、感謝し冥福を祈るために仏像を身近に置きたいと考え、仏教信仰が始まった。難波津（大阪府）に着いた聖明王

の使者は、大和川を船で上り、初瀬川河畔の海柘榴市（つばいち。現在の奈良県桜井市金屋。）に上陸した。7 世紀頃、こ

の辺りに大きな市が開かれていた。藤原京時代には、大阪湾から入ってきた船の港として大きく発展した。 

 

6.河内地域の観光開発 

現在、大阪府は百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を目指している。今後、これらが世界遺産に登録されれば河内地域

は大きな観光地となる可能性を秘めている。この観光資源を有効に活用していく方法を考えねばならない。そのためには、こ

の地域の歴史を深く知り、観光開発を行う必要がある。観光開発の効果を十分に発揮させるには、観光立地の条件、観光投

資の効果等について、あらかじめ調査することが重要である。 

河内王朝の歴史は、大和三輪山の王権時代から河内王朝を経て、大和斑鳩、飛鳥の王朝へと続いた古代日本の姿のひ

とつである。広義の意味で河内(和泉を含む)は、政治交易の中心地であり、大和での王権、王朝時代の中で重要な役割を

果たし、豊かに発展していたのである。 

このような時代の流れを勘案すると、大和三輪山の王朝(王権)や飛鳥の王朝がある大和地域と連携した歴史的なＰＲを行

うことが重要ではないかと考えられる。これによって、日本の黎明期の歴史の流れが理解でき、世界の人々にとっても魅力的

で理解しやすい歴史のドラマを感じさせることができるだろう。聖徳太子などにも縁のある八尾市などの周辺地域も重要な観

光拠点になる可能性があるのでないだろうか。 

 観光は「地域の光り」を観ることであるとすれば、その地域の歴史と史跡の数々は地域固有の資源で、観光の貴重な対象

になる。しかも大地に根ざした資源であることから、その個性を生かした観光事業としなければならない。さらに、その経営に

おいて大切なのは、観光客に「満足してもらうこと」と「ホスピタリティー（思いやり、心からのおもてなし）」である。その点を無

視してしまうと、一時的に観光客が多くなっても、長期的で持続可能な観光地とはなり難い。観光事業の永続性という視点

は、観光 経営においては非常に重要である。 

経営の基本は、人（Man）、物(material）、金（money）と、顧客の求める様々な観点からの「情報」である。経営とは、顧客が

いて初めて成り立つものであり、目的と使命をもって“価値”を生み出すものである。この実現のためには、自分の立場、相手

の立場、第三者の立場、そしてグローバル社会の地球環境的な立場が必要である。いずれの立場にあっても、顧客の視点か

ら考える意味を忘れてはならない。 
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6-1.河内王朝の観光資源の 活用事例  

河内王朝の観光の歩あり方とその発展を考えた場合、少なくとも次の3つの観点からの検討を行うべきである。 

第1の「河内王朝の知的発見」は、河内王朝の成立過程とその歴史を広く理解してもらうことである。とりわけ河内王朝陵は、

自然環境と歴史の生きたテキストであり、この知的発見を観光の目玉にすることの意義は大きい。例として、CGを利用して河

内王朝陵の形成プロセスを再現するなどして、動態的な発見にもつながることとなろう。河内王朝陵は静態的存在ではあるが、

その存在意義は極めて大きく重要である（表5-1の左側）。 

第2の「河内王朝陵のインフラ整備」は、魅力ある河内王朝陵の観光にするための基本的な整備条件である。それぞれの

河内王朝陵のもつ独自性は多様であるが、それらの実体を可能な限り間近で見るための整備が求められる。そして忘れては

ならないのは、資源としての河内王朝陵をどのように保存していくかで、見学ルートや人数制限なども考慮すべきであろう（表

5-1の中央）。 

第3の「河内王朝陵周辺の環境」は、観光が点（河内王朝陵)から面(周辺地域)へと連動することで、より魅力ある観光事業

が展開されることである。例えば、河内王朝陵だけではなく、周辺の史跡などの観光資源といった環境とのネットワークを図る

ことで、相乗効果が生まれることであろう。（表5-1の右側）。 

 
表 5-1.河内王朝陵の観光と活用事例 

 
河内王朝陵の知的発見 

（研究者） 

河内王朝陵インフラ整備 

（事業体） 

河内王朝陵周辺の環境 

（自治体・住民、レストラン） 

1 
由来説明書、絵はがき、天皇陵写真 ライトアップ、トロッコ ホームページ、公園（石・植物） 

2 
CD・DVD 鑑賞、スタンプ、体験学習 子供用の車、ベンチ 記念撮影台、観光飛行機 

3 
四季ギャラリー、ビデオ鑑賞 休憩所、携帯説明機 周辺地図、駐車場、展望台 

4 
見学修了書、王朝書籍 障害者用の車 特産物店、博物館、天皇陵地図 

 

6-1.河内王朝陵の保全と活用事例 

河内王朝陵の 保全と活用 事例について、次の 3 つの観点を中心に調査と検討すべきである。 

第 1 の「河内王朝陵の知的発見」としては、①由来説明書、②絵はがき、③天皇陵写真、④CD・DVD 鑑賞、⑤スタンプ、

⑥体験学習、⑦四季ギャラリー、⑧ビデオ鑑賞、⑨見学修了書、⑩王朝書籍などの 10 項目がある。進化する河内王朝陵の

前で古代の音楽饗宴や結婚式もユニークである。 

第 2 の「河内王朝陵観光と保存の基盤整備」としては、①ライトアップ、②トロッコ、③子供用の車、④ベンチ、⑤休憩所、

⑥携帯説明機、⑦障害者用の車などの 7 項目がある。 

第 3の「河内王朝陵観光、その周辺とのネットワーク」としては、例えば、地表の地形景観および他の資源との連動である。

①ホームページ、②公園（石・植物）、③記念撮影台、④観光飛行機、⑤周辺地図、⑥駐車場、⑦展望台、⑧特産物店、⑨

博物館、⑩天皇陵地図などの 10 項目がある。 

 

 6-2. 河内王朝陵の実践戦略   

 6-2a. ＰＤＣＡ計画、観光事業の目的 

近年の観光は、名所遺跡を見学する学習遊覧形から自己開発、異文化交流、実地体験のような主体的体験との交流など

を要求する傾向にある。また、シルバー層、女性層、外国人といった観光客が増大し、観光に対する要求の多様化が起きて

いる。このような現状から 観光事業 の目的を達成するためには、次のような方法が考えられる。 

1.観光客が自ら商品を作る、工芸に深酔する、訪問地の現地人との交流を大切にする交流形・体験形の 観 光。  
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2.長期滞在を可能にする拠点型、滞在型の観光 。  

3 花、祝祭つくり運動を背景とする花テーマのフラワー観光 。  

4.世界自然遺産地域において自然を楽しむエコ観光 、グリーンツーリズム。 

この他、多様な観光欲求に対応するために新しい観光方法を創出する必要がある。 

 

6-2ｂ. ＰＤＣＡ計画における観光事業の戦略 

河内王朝陵観光の発展には 観光客の誘致増大を通して観光消費を増やすことを目的とする。このように地域経済の効

果を高めるには、具体的な数値目標として定めなくてはならない。①観光客は、△◎万名を誘致すること。②実行目標上の

戦略事業の着手率△◎80％、観光収入△◎兆円を達成することなどである。この実現のためには、外的要因と内的要因を

分析することが必要であり、外的要因の視点と内的要因の先進化をＰＤＣＡサイクルの過程を用いて考察する必要がある。 

ここで ＰＤＣＡサイクル(計画にそって繰り返す)とは、Plan(計画)、Do(実行)、See・Check(確認・評価・点検)、Action(改善・改

革・改良)の頭文字である。つまり、ＰＤＣＡとは、計画（P）を実行し（D）、それが計画（P）通りかを確認して（C）、問題点があれ

ば改善し（A）、次の計画に生かすという繰り返しのことである。そのためには、表 5-2 のような 戦略プログラムの要素を考慮し

て議論すべきである。  

 

表 5-2. 河内王朝陵観光実践の戦略プログラム 

外的要因 内的要因 外的要因の視点 内的要因の先進化 

高齢化社会の進展 情報発信体系の未洽 交流/発信による観光活性化 道民の生活が向上 

年金生活者の増加 地域住民歓待精神不足 地域別の観光魅力の活動 安楽し快適な観光地を助成 

旅行形態の変化 観光産業効果的な認識不足 東北アジア観光拠点の役割  

地域間の競争時代 観光魅力の未活動   

 

6-3. 河内王朝陵を 目立たせる方案 

6-3a. 世界に注目してもらう 

世界には様々な歴史遺跡があり、様々な方法で PR を行っている。河内王朝も世界の人々に向けて、様々な情報を発信

することが重要である。他にはないオンリーワンの魅力を世界の人々に知ってもらうとする熱意と、長期的なビジョンを持って

取り組む必要があるだろう。 

 

6-3b. 多言語で世界に向けて発信をする 

河内王朝陵を世界の人々に知ってもらうには、英語をはじめとした様々な外国語での PR が欠かせない。近年は、アジア

地域の発展がめざましく、アジア地域の言語での PR も重要である。日本の近隣諸国である中国や韓国とは、歴史認識など

の問題もあるが、新しいアジアの時代を見据えたより良い関係を築くためには、観光が有効となる可能性があるだろう。 

 

6-3c. 独自のブランドを確立する 

 エジプトのピラミッドと言えば、世界の人々は巨大な三角の立体遺跡を思い描くであろう。それと同様に、河内地域における

前方後円墳の巨大な規模と、ユニークな形状を世界の人々に知ってもらうことである。円形と方形の墳丘を組み合わせた形

状は、日本独自のものであり鍵穴を彷彿とさせる形状は、この地域のシンボルでありブランドとなり得るであろう。 

 

6-3ｄ. 人と人との関係を大切にする 
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河内地域を含む近畿圏は、人と人との関係を大切にする文化や習慣が、都市化された地域でも強く残っている傾向が強

い。このように、人と人が円滑にコミュニケーションを行える文化は大きな魅力である。観光に訪れた人々が、この地域の人々

との交流に良い印象を持ち、帰国後に口コミで PR することは大きな利益となるだろう。 

 

6-3e.人材を育成する 

多様化した現代社会では、新しいものを創造していく力、自ら問題を解決する力が求められる。さらに、年齢や

性別、様々な人種の人々との協力によって物事を進めていくことのできる人材が求められている。 

これらを実現するためには、理論と実践および実社会とフィードバックする教育が有効である。この地域に根差

す企業や大学、自治体が連携して人材を育成していく必要がある。日本人だけにとどまらず、外国人の留学生が学

びやすい環境を整え、働いていく環境も整えば、世界から優秀な人材も集まってくるはずである。このような好循

環を作り出し、観光開発だけにとどまらない地域発展の仕組みを構築する視点と構想が重要である。 

 

7.おわりに 

河内地域の発展には、河内王朝の歴史的流動性を重視した大和との観光資源の開発が重要である。日本の歴史は、大

和三輪山の王権時代から河内の王朝時代を経て、大和斑鳩、飛鳥の王朝時代へと流れていったのである。広義の河内(和

泉を含む)は、大王を中心に豊かに発展していた時代があり、政治交易の中心地であった。河内地域は、歴史的に重要な役

割を果たしていたのである。 

今後、河内王朝陵である「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録されれば、河内地域は大きな観光地になる。この地域

の観光資源を有効に活用するには、将来を見据えて早い段階から議論を深めて実行していく必要があるだろう。それには、

5 の「河内地域の観光開発」で述べた事例、戦略、方案を活用し実践していくことが必要である。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別   表 

別表 1.河内王朝の 15 代（270 年）～18 代（410 年）天皇御陵の規模 

天皇名 15 代応神天皇 16 代仁徳天皇 17 代履中天皇 18 代反正天皇 

在 位 270～310 年 313年～399年 400年～405年 406年～ 410年 

父 親 仲哀天皇 応神天皇 仁徳天皇 仁徳天皇 

母 親 神功皇后 仲姫命 磐之媛 磐之媛命 

陵 名 蓬蔂丘の誉田陵 百舌鳥耳原中陵 百舌鳥耳原南陵 百舌鳥耳原北陵 

古墳名 誉田御廟山古墳 大仙陵古墳 上石津ミサンザイ古墳 田出井山古墳 

墳 形 前方後円墳 前方後円墳 前方後円墳 前方後円墳 

所在地 大阪府羽曳野市誉田六丁目 
大阪府堺市堺区大仙

町 

大阪府堺市西区上野

芝町 

大阪府堺市堺区北

三国ヶ丘町二丁目 

郵便番号 583-0857 590-0035 593-8301 590-0021 

緯 度 34 度 33 分 45.36 秒 34 度 33 分 50.16 秒 34 度 33 分 16.69 秒 34 度 34 分 32.69 秒 

経 度 135 度 36 分 33.16 秒 135 度 29 分 14.32 秒 135 度 28 分 40.83 秒 135 度 29 分 18.26 秒 

標高（m） 56 44 37 44 

陵高（ｍ） 36 33 25 14 

全長（ｍ） 425 486 365 148 

堀の形態 二重   二重 
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子女 

仁徳天皇、額田大中彦皇子、大山守

皇子、菟道稚郎子皇子、八田皇女、

稚野毛二派皇子、隼総別皇子、草香

幡梭皇女他多数 

履中天皇、住吉仲皇

子、反正天皇、允恭

天皇、大草香皇子、

草香幡梭姫皇女 

磐坂市辺押磐皇子、

御馬皇子、青海皇女、

中磯皇女 

香火姫皇女、円皇

女、 

財皇女、高部皇子 

 

別表 2. 河内王朝の 19 代（4120 年）～22 代（484 年）天皇御陵の規模 

天皇名 19 代允恭天皇 20 代安康天皇 21 代雄略天皇 22 代清寧天皇 

在 位 412年～453年 454 年～456 年 456 年～479 年 480 年～484 年 

父 親 仁徳天皇 允恭天皇 允恭天皇 雄略天皇 

母 親 磐之媛命 忍坂大中姫 忍坂大中姫  葛城韓媛 

陵 名 恵我長野北陵 菅原伏見西陵 丹比高鷲原陵 河内坂門原陵 

古墳名 国府市野山古墳 古城 1 号墳 高鷲丸山古墳 西浦白髪山古墳 

墳 形 前方後円墳  円墳 前方後円墳 

所在地 大阪府藤井寺市国府一丁目 
奈良県奈良市宝

来 4 丁目 

大阪府羽曳野市島泉 大阪府羽曳野市西浦

六丁目 

郵便番号 583-0006 631-0845 583-0881 583-0861 

緯 度 34 度 34 分 25 秒 34 度 41 分 1 秒 34 度 34 分 35.66 秒 34 度 32 分 55 秒 

経 度 135 度 36 分 59 秒 135 度 46 分 8 秒 135 度 35 分 5.67 秒 135 度 36 分 1.3 秒 

標高（m） 39 94 28 43 

全長（ｍ） 228  76 112 

子 女 

木梨軽皇子、名形大娘皇女、境黒彦皇

子、安康天皇、軽大娘皇女、八釣白彦

皇子、雄略天皇、但馬橘大娘皇女、酒

見皇女、皇居 遠飛鳥宮 

 白髪皇子、栲幡姫皇

女、磐城皇子、星川

稚宮皇子、春日大娘

皇女 

 

 

別表 3.河内王朝の 23 代（485 年）～26 代（531 年）天皇御陵の規模 

天皇名 23 代顕宗天皇 24 代仁賢天皇 25 代武烈天皇 26 代継体天皇 

在 位 485年～487年 488 年～ 498 年 498 年～507 年 507 年～531 年 

父 親 市辺押磐皇子 市辺押磐皇子 仁賢天皇 彦主人王 

母 親 荑媛 荑媛 春日大娘皇女 振媛 

陵 名 傍丘磐坏丘南陵 埴生坂本陵 傍丘磐坏丘北陵 三島藍野陵 

古墳名  野中ボケ山古墳  太田茶臼山古墳 

墳 形 前方後円墳 前方後円墳  前方後円墳 

所在地 
奈良県香芝市北今

市 
大阪府藤井寺市青山 3丁目 奈良県香芝市今泉 

大阪府茨木市太田三

丁目 

郵便番号 639-0242 583-0015 639-0264 567-0018 

緯 度 34 度 33 分 2.5 秒 
34 度 33 分 23 秒 34 度 33 分 37 秒 34 度 50 分 40.571 秒 

 

経 度 135 度 42 分 1.5 秒 135 度 35 分 47 秒 135 度 41 分 41 秒 135 度 34 分 42.364 秒 

標高（m） 53 38 67 45 

陵高（ｍ）    19.8 
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全長（ｍ）    227 

堀の形態     

子  女  

高橋大娘皇女、朝嬬皇女、手白香

皇女、樟氷皇女、橘仲皇女、武烈

天皇、真稚皇女、春日山田皇女  

 安閑天皇、宣化天皇、

欽明天皇、他多数 

 

別表 4. 大和時代(古墳時代)の 15 代～26 代天皇に関する統計資料 

 天皇名  天皇名 代 終年 始年 期間 標高 陵高 全長 子女数 

応神天皇    おうじん 15 310 270 40 50 36 425 8 

仁徳天皇 にんとく 16 399 313 86 44 33 486 6 

履中天皇 りちゅう 17 405 400 5 37 25 365 4 

反正天皇  はんぜい 18 410 406 4 44 14 148 4 

允恭天皇   いんぎょう 19 453 412 41 39  228 11 

安康天皇 あんこう 20 456 454 2 94    

雄略天皇 ゆうりゃく 21 479 456 23 28  76 5 

清寧天皇 せいねい 22 484 480 4 43  112  

顕宗天皇  けんぞう  23 487 485 2 53    

仁賢天皇  にんけん 24 498 488 10 38   8 

武烈天皇 ぶれつ 25 507 489 18 67    

継体天皇 けいたい 26 531 507 24 45 20 277 4 

MAX      86 94 36 486 11 

AVG      22 49 26 264 6.25 

MIN      2 28 14 76 4 

 

別表 5.今から 1400～200 年前、百済時代の出来事と日本との関係 

代 王名 年代 百済の出来事 日本との関係 

  ＢＣ   

  ＢＣ66 ヨンタパルの娘・召西奴(ソソノ)が誕生。  

  ＢＣ37  朱蒙(チュモン)が鉄本で高句麗を建国する。  

  ＢＣ19  類利が礼氏と共に扶余から高句麗に亡命する。沸流と温祚が卒本

から南下する。 

 

1 温祚王 ＢＣ18  初代王温祚が慰礼城で十済国を建国する。国号を百済と定める。

(B.C.18〜A.D.28)。 

弥生時代 紀元前後 
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18 河南慰禮城に百済建国、東明廟の建立。 

  ＢＣ15 楽浪郡に使者を送り国交を開く。  

  ＢＣ08 楽浪郡が靺鞨に瓶山棚を攻撃させる。  

  ＢＣ06 王母の召西奴(ソソノ)が死去。  

  ＡＤ   

  06  熊川棚を建て、馬韓と対立する。  

  08 馬韓を攻撃してその都を併合する。  

  09 馬韓を滅亡する。  

1 温祚王 18-28 温祚王が死去。  

2 多婁王 28〜77 63 使者を新羅に送る。 

64 新羅の蛙山城や狗壤城を攻撃するが敗北する。 

57 倭の奴国王が漢に

使臣を派遣。 

3 己婁王 77〜128   

4 蓋婁王 128-166   

5 肖古王 166-214   

6 仇首王 214-234   

7 沙伴王 234 幼少のため。  

8 古尓王 234-286 239 邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使臣を派遣。 

246 左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃。佐平 16 官等制定。律令頒布。 

9 責稽王 286-298 阿旦城と蛇城修理。    

10 汾西王 298-304 軍を送り楽浪の西の県を奪う。楽浪太守が送った刺客により汾西王

が殺害される。 

 

11 比流王 304-344   

12 王契王 344-346   

13 近肖古王 346-375 369 高句麗、百済を攻め雉壌の戦いで敗北する。 

371 百済、高句麗の平壌城を攻め、高句麗故国原王戦死。 

372 倭王に七支刀を

送る。 

14 近仇首王 375-384   

15 枕流王 384-385 晋から百済に仏教伝来。  

16 辰斯王 385-392   

17 阿莘王 392-405 高句麗、百済北部を攻め、十余城を落とす。高句麗、百済を撃ち、

58 城を奪い、百済王弟を人質とする。 

397 太子腆支を倭に

派遣。 

18 腆支王 405-420 413 東晋に使臣を派遣。  

19 久尓辛王 420-427 421 倭王讃が宋に使臣を派遣。  

20 毗有王 427-455 433 百済、新羅と同盟（羅済同盟）。   

21 蓋鹵王 455-475 高句麗、百済を撃ち、新羅が百済を救う。 

458 百済余慶（蓋鹵王）、宋に使者を送り、臣下の叙授を求める。 

472 百済王余慶、北魏に使者を送り、高句麗出兵を求める。  

 

22 文周王 475-477 高句麗長寿王、百済の漢城を陥落させ、百済蓋鹵王を殺す。  

中期‐熊津時代 

475 百済文周王即位し、熊津（現・忠清南道公州市）に遷都。 

 

23 三斤王 477-479 百済兵官佐平解仇、文周王を殺し、三斤王を立てる。 478 倭王武が宋に使

臣を派遣。 
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24 東城王 479-501 490 北魏、数十万騎百済を攻める（南斉書）。 

495 高句麗、百済の雉壌城を攻め、新羅が百済を救援する。  

 

25 武寧王 501-523 東城王暗殺され、武寧王即位。 

512 年古墳時代、26 代継体天皇（507～530）年大伴金村、任那の

四県を百済に割譲。 

503 年百済武寧王、倭

国に遣使。 

26 聖 王 523-554 525 武寧王を武寧王陵に安置。百済聖王（聖明王）。 

527 磐井の反乱。538 百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝される。 

538 泗沘に遷都し、国号を南夫餘に変更。倭に仏教を伝える。 

541 梁に毛詩博士•『涅槃経』•工匠 •画師などを要請。 

538 国家間の公的な交渉として、欽明天皇時代、百済から倭への仏教公伝。その背景には、

百済による「新羅征討の援軍要求」という強い思惑。 仏教の後押しをする「蘇我稲目」が登場

し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。 

26 聖 王 523-554 551 漢江流域を回復。552 怒利斯致契が倭に仏教を伝える。 

551蘇我稲目は、欽明13年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏

教を擁護。飛鳥時代の大臣。 

552 『日本書紀』、百済（くだら）の聖明王（せいめいおう）から、釈迦仏の金剛像 1体と仏具・経

典をセットにして贈られてきた。高句麗（こうくり）や新羅（しらぎ）に圧迫された百済としては、日

本との交易を密に、味方にする思惑が感じられる。 

553 新羅の奇襲で漢江流域を奪われる。羅済同盟の決裂。554 管山城の戦いにおいて聖王

戦死。 

27 威徳王 554-598 百済聖王、新羅の管山城を撃ち敗死。百済威徳王即位。 

584 年 高句麗、百済を攻撃し、新羅が百済を救援する。 

556 倭に滞留していた恵王子が帰国。 

557 陵山里に王室願刹を創建。 

561 難波大郡にて百済と新羅の使者の次席を定める時、新羅を百済の下に置き、新羅使者は

怒り、船に乗って帰国。 

27 威徳王 554-598 572 現八尾市、敏達天皇即位に伴い、物部氏守屋は大連に任じられた。物部氏は日本に伝

来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。用明・崇峻・推古の四代

天皇にわたり大臣職で蘇我氏全盛時代を築いた。仏教の信仰に篤く、富浦に日本最初の仏塔

を造営した。 

27 威徳王 554-598 574 聖徳太子の生涯は 574～622 年。 

577 百済王、経論・造仏工ら 6 人を献上、難波の大別王の寺に安置。 

577百済に派遣された使者大別王らが帰国のさい、百済王が経論と僧侶・造仏工ら 6人を献上

したので、難波の大別王の寺に安置する。  
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27 威徳王 554-598 583 百済から来日した日羅を難波宮に泊らせる、日羅は大和朝廷に行き、帰途再び泊って百済の官人に

暗殺される。583 敏達天皇（583)勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿斗の桑市(大阪府八尾市)に

すまわす。我が国最古寺院である日羅寺を建立した。 

584 蘇我馬子、敏達天皇 13 年（584 年）百済から来た鹿深臣が石像一体、佐伯連が仏像一体を持ってい

た。それを馬子が請うてもらい受け、仏法に帰依し、石川宅に仏殿を造り、仏法を広めた。 

585 安倍臣目、物部贄子連とともに、阿斗の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在中の日羅のもとに出向き、国

政を問う。その後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。 

588 百済の技術者によって飛鳥寺完工。 

593 聖德太子の摂政。595 法興寺創建。 

28 恵 王 598-599   

29 法 王 599-600 599 禁殺令を下し、猟具を燃やす。烏含寺創建。  600 初めて遣隋使を派遣。 

30 武 王 600-641 602 百済僧侶である観勒が倭に渡り、天文•地理•易書•陰陽道を伝える。 

616 百済、新羅の母山城を攻撃。 

632 義慈王子を太子として冊封。 

607 遣隋使小野妹子派遣。 

630 初めて遣唐使を派遣。 

638 百済、新羅の独山城を攻撃。  

31 義慈王 641-660 百済、高句麗と同盟（麗済同盟）。 

655 新羅、百済の刀比川城を攻撃。 

657 百済王の庶子 41 人を佐平の官に任命。百済からの移住：本姓 百済王。家祖 百済王善

光（百済国第 31 代義慈王の王子）。種別 諸蕃。主な根拠地 河内国難波と北河内交野郡中

宮郷。支流、分家 菅野朝臣と和朝臣など 

  660-663 642 新羅を攻撃して大耶城を含めて 40 城余を陥落させる。 

643 国主母死亡。義慈王親衛政変を断行して権力改編。 

645 大化改新。 

657 王の庶子 41 人に佐平を除授。羅•唐連合軍の百済侵攻、泗沘城陥落、百済滅亡。 

663 年 倭国の百済救援軍 2800 兵、白村江で唐軍に大敗。   

  892 甄萱（キョンフォン）が農民一揆に乗じて挙兵。  

  922 後百済は、日本に参戦を要請したが拒絶された。後唐にも朝貢した

が、名ばかりの官職しか得られず、実質的な援助はなかった。 

 

  929 後百済は、慶尚北道で快進撃を収め、再び日本に援助を要請した

が、再び拒絶された。 

 

  930 高麗は反撃に転じ、古昌郡において後百済を大敗させた。  

 王 建 936 王建は甄萱と共に後百済を滅ぼした。旧百済地域からの人材登用

の忌避は後々まで悪影響をもたらし、全羅道差別という地域差別と

なって後代まで残った。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/百済。 洞窟環境ＮＥＴ学会紀要 3 号（2012） を参照 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/百済。　洞窟環境ＮＥＴ学会
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大阪府高槻市、戦争遺跡、タチソ人工洞窟の写真と測量解析 
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Photograph of the Tachiso Artificial Cave and its Surveying Analysis,  
War Remains, Takatsuki-City, OSAKA 

Isao SAWA*・Akio FURUTANI*・Hirokazu ANASE**・To
-
ru HASHIMOTO*** 

 
 ABSTRACT 

The relations with a human being and the cave are dug in the past by a human being, and there is the 

artificial cave which includes the abandoned old hole or tunnel sign. Pasts include the artificial cave like the 
relations with a human being and the cave regardless of the present. It is the potholing as remains of ①

Religion cave, ②Refuge cave, ③Sightseeing cave, ④Storage cave, ⑤House cave, ⑥Graveyard cave, ⑦

Remains cave, ⑧Art cave, ⑨Military affairs cave, ⑩Altar cave, ⑪Cultivation cultured cave, ⑫Cave 

treatment place, ⑬Music cave, ⑭Prisoner cave, ⑮Scientific study, Sports.  

Because "TACHISO" was a warehouse in Takatsuki-city of under the ground, it is an artificial cave in a 
related thing with , Refuge cave ・Storage cave ・House cave ・Remains cave ・Military affairs cave. The list  

word of "TACHISO" of Takatsuki "abbreviation of Takatuki :" Of Ta, the basement "abbreviation of tika :" Of 

the ti warehouse "abbreviation of Souko :" It is code (TACHISO) of the army which I put So together and 

made.In last years of World War II, the dugout construction of the military headquarters began in Takatuki, 

but Kawasaki plane Akashi factory of Hyogo encountered an air raid.Therefore an area of "TACHISO" is an 

area converted as an engine production factory of the particularly offensive fighter. 

The "TACHISO" basement cave in Takatsuki-city constituted it from the area of five all and described 39 

caves. In other words, it is four caves in the first district. It is 11 caves in the second district. It is eight caves 

in the third district. It is seven caves in the fourth district. And it is nine caves in the fifth district. As the 

number of the cave numbers becomes big, the length of the cave in district first, 2 and 5 (depth) is a tendency of 

the decrease. The entrance of the cave is located in the south side mainly. The number of the measurement of 

the depth is 20 points. As for the number of the measurement of the width, the measurement of 26 points and 

the height is 19 points. 

 
キーワード ：高槻地下倉庫、戦争遺跡、タチソ、人工洞窟の写真、洞窟測量の解析 
Keywords：Takatsuki basement warehouse, war remains, "TACHISO" , Photograph of the Artificial Cave, 
Surveying Analysis of Cave 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.4 (2013),  -  pp］ 
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1.はじめに 

洞窟とは、人間が出入可能な地中にある空間である。洞穴（どうけつ、ほらあな）とも言う。内部の気温は、外部と比べると

夏は涼しく冬は暖かい。また地中であるために一般に湿度が高い。 

洞窟の規模は5段階に分類できる。すなわち、①特別に大きい洞窟（5000m以上）、②大洞窟（500～5000m）、③中洞窟

（50～500m）、④小洞窟（5～50m）、⑤小洞窟（5m以下）である。 

人間と洞窟との関わりについて、過去に人間によって掘られ、遺棄された古い穴や隧道跡なども含める人工洞窟がある。

過去・現在を問わず人間と洞窟との関係は、①信仰・祭祀・修業の宗教洞、②避難洞、③観光洞、④貯蔵洞（格納・氷室・貯

蔵庫・醸成庫）、⑤住居洞（穴居）、⑥墓地洞、⑦遺跡洞、⑧芸術洞・絵画洞、⑨軍事洞､⑩祭壇洞、⑪栽培養殖洞、⑫洞窟

治療所、⑬音楽洞、⑭囚人洞、⑮学術研究・スポーツとしての洞窟探検などが挙げられる。  

本稿の主題となる大阪府高槻地下倉庫「タチソ」は、

高槻市成合にある人工洞窟である。ここは、軍事的に

利用されることを想定されて掘られた地下空間で、避難

洞・貯蔵洞・住居（穴居）洞・遺跡洞・軍事洞として分類

できる。通称である「タチソ」とは、高槻地下倉庫の略で、

高槻の 「タ」、地下の 「チ」倉庫の 「ソ」を合わせて作

った陸軍の暗号である。 

タチソの所在地は〒569-1012大阪府高槻市成合で

ある。Googleの地図で、大阪府高槻市成合を検索する

と緯度34度52分42.059秒、経度135度37分44.011秒、

標高は68mである。〒569-1012で検索すると緯度34度

52分46．516秒、経度135度37分53.119秒で、標高は

95mである（図1-1）。この地点は、岩滝寺の北側であり、

住宅地の西側である。第二次世界大戦末期、高槻で軍

司令部の地下壕建設が始まったが、兵庫県の川崎航空機明石工場が空襲に遭ったため、タチソは特攻用戦闘機のエンジ

ン製作工場として転用された。 

タチソのトンネル群は、5 地区に分類できる。第 1 地区は、第二工場で、右手の山が一地区、右手の山には採石場の施

設が見える。桧尾川の東側に位置し、最初に着工され、敗戦時には工事が完了した。縦方向 16 本、横方向 4 本のトンネル

が碁盤目状に掘られ、総延長 4500mである。しかし戦後、採石場になり地下壕の大部分は消滅・崩壊した。第 2地区は、第

二工場で、左手の山が二地区。工事の途中まで進行した地区である。坑は 4 本（北の谷から）、6 本（南の谷から）、1 本（南

北に貫通）している。また坑口は 1 本（東に陥没）である。1 地区と同様に、掘りを進行したようである。洞窟群（T1～T12）とそ

の他のトンネルが見られる。第 3 地区は、不規則な位置で、使用目的も不明である。洞窟群（T1～T7）は琴堂池周辺の北側

でトンネル群（坑 6 本）とコンクリ－ト製構造物（2 ヶ所）がある。第 4 地区は、坑 1 本（小規模）以外はコンクリートの構造物（7

ヶ所）、工作機械を据える台座や貯水槽と思われる。ゆえに、洞窟群（C1～C7）は、コンクリ－ト製構造物と台座群である。第

5 地区は、第 2 地区の第二工場跡の西側に不規則に掘り進行している。合計 9 本の南北坑があり、5 地区の中で保存状態

が最も良い状態である。5 区の坑内からは「つるはし、かすがい、犬釘」などの工具が発見されている。洞窟群（5-T1～T12）

 
図1-1.高槻市成合、成合北の町、成合東の町、成合南の町。 

現存する「タチソ」戦争遺跡の所在地 
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とその他のトンネルが見られる。 

タチソからは、戦時中においての強制労働の痕跡や、その生活を物語る貴重な遺物が発見された。その結果、タチソは、

1995 年、戦後 50 年記念して大阪府と高槻市によって計画された「戦争の傷跡」の「タチソ壕跡」について、恒久平和への誓

いをあらたに銘板を設置している。 

本稿では、既存の洞窟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。戦争遺跡洞窟を保存する活動史だけでなく、洞窟の堆積流と地域内部の地形発達史や環

境変遷史との関わりで、洞窟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。 

これらの研究は中間報告であり、今後の研究課題としては、洞窟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.大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の歴史 

戦争末期の軍事用地下施設は、長野県松代にあるものが面積40,000㎡台で最大であり、次に広いのは東京都浅川と群

馬県薮塚にあるもので、関東地区の面積は30,000㎡台である。大阪府高槻と福岡県山家にあるものは、10,000㎡台で比較

的小さいと言える。大阪府高槻の地下施設は、後に27,900㎡に拡張された。施設は、中島飛行機工場用、皇居・大本営・政

府機関用、三菱航空機工場用、川崎航空機工場用、西武軍司令部用である。これらをまとめると、表2-1と図2-1のとおりであ

る。 

 

 

軍事施設地 施設面積 

長野県松代 40,000 ㎡ 

東京都浅川 37,000 ㎡ 

群馬県薮塚 33,000 ㎡ 

愛知県楽田 20,000 ㎡ 

大阪府高槻 17,000 ㎡ 

福岡県山家 12,000 ㎡  

表 2-1.戦争末期の軍事用施設 図 2-1.戦争末期の軍事用地下施設 

  
1995年(平成 7年)に大阪府高槻市が建てたタチソ地下壕跡「タチソ」の記念碑を紹介する（写真 2-1）。「タチソ」の記念碑

は、第 2 地区群が存在する山の東南端碑に山裾、西（ひのき)尾川に架かる琴堂橋のたもとである。 

成合の山間部に散在する三十数本のトンネル群は、高槻地下倉庫「タ・チ・ソ」の暗号で呼ばれ、崩落が続いているが、今

なお当時の面影を残し、戦争の愚かさと悲惨さを語りかけています。 

米軍戦略爆撃調査団報告書には「・・・このトンネル群は当初陸軍の所要な貯蔵庫の一つとして 1944年 11月に政府の手

で工事が開始されたのであるが、1945年2月になって、川崎航空機工場として使用することが決定された｣と記されています。

航空機工場部分は、16 本のトンネルが掘られてゆき、旋盤などの機械類が部分的に搬入されましたが、完工を見ぬままに

敗戦を迎えました。 
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このトンネル工事には、周辺の地元民、大阪高医・北野中学・関

西工業学校などの動員学生のほか、最も危険で過酷なトンネル開

削の分野については、強制連行その他の手段で集められた、3500

人ともそれをはるかに超えるともいわれる朝鮮人労働者が投入され、

多くの死傷者が出たともいわれている。 

我が国は、先の戦争において多くの人命を失い、同時にアジア・

太平洋地域の人々に大きな災禍と苦痛をもたらしたことを忘れれて

はなりません。悲惨な戦争を再び繰り返かさないよう、恒久平和へ

の誓いをあらたに戦後 50 周年大阪府記念事業として銘板を設置し

ます。 

1995 年(平成 7 年)   大阪府・高槻市 

 
大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の 1910～1945 年を表 2-2 のように整理した。 

 
表 2-2.大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の 1905～1945 年表 

和歴 西暦 内   容 

明治 38 1905 年 ～1939（昭和 14）年間は、戦時労務動員前である。 

大正 1910 年 後半。高槻市部は，神崎川（大阪府北部から兵庫県東南部を通る淀川水系の一級河川）周辺の晒工場・染

色工場，淡路付近のメリヤスなどの繊維関係工場周辺を中心に，朝鮮人の集住地域ができた。この地域

は，現在にも引きつがれている。 

大正 1920 年 1920 年代。郡部は、郊外住宅開発として，また神戸・大阪・京都をつなぐ交通の要地として鉄道・道路が整

備され，淀川に流れこむ諸河川の改修工事に多くの朝鮮人労働者が使役された。しかし，「土工」の流動牲

は高く，そのまま定住した人達は少数であった。 

大正 14 1923 年 北摂には小作争議が勃発し，全国的にも最も盛んなところであった。 

大正 15 1924 年 日農北摂聯合会第 2回大会議案書のなかに，朝鮮人が小作人に代わる労働力として使われていたことをに

おわす記述がある。 

昭和 14 1939 年 戦時労務動員期，強制動員。 

昭和 17 1942 年 市部は、大阪に戦時労務動員の朝鮮人が導入した段階である。大阪では，名簿が 2 事業所 238 人分しか

公表されていないため，証言に頼ることしかできない。 

昭和 19 1944 年 ～20 年に，吉見百穴とその周辺の丘陵地帯に大規模な地下軍需工場が造られた。いまでも通行可能な直

径 3 メートル程の開口部をもつ洞窟が地下軍需工場の跡である。縦と横の洞窟がそれぞれ交差し碁盤の目

のようになっているのが特徴である。太平洋戦争の末期，米軍の大規模な空襲によって日本の航空機製造

工場の生産能力は壊滅的な打撃を受けた。 
昭和 19 1944 年 夏。サイパン陷落により、｢本土決戦｣が現実の問題として意識され、陸軍は｢本土決戦の戦闘指揮所として、

各地に軍司令部の地下移設の計画を始めた。近畿・中国・四国・東海地方の防衛をどる中部軍の地下指令

所に選ばれたのが高槻市成合地区であった。 

昭和 19 1944 年 9 月。高槻市北東部の成合地区の山中に極秘に、旧陸軍の地下倉庫群の計画。これが秘密の計画だった

ということで、敗戦が決まってからわずか2、3日ほどで資料が全て焼却処分されてしまったために、この工事

の全容は今でも不明なままだという。 その秘密の計画、「高槻 地下 倉庫」の頭文字を 3 つ取って、「タチ

ソ」という暗号を用いて呼ばれていた。 タチソ地下壕跡の残る、高槻市成合地区へと足を運んだ。地下に倉

 
写真 2-1.大阪府・高槻市が建てた「タチソ」の記念碑 
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庫を作るというタチソの計画があり、途中から目的が変わり、川崎航空機(株)の陸軍機「飛燕」のエンジン製

造工場となった。 

作業員は地元学生・住民の他、強制連行した 3500 名の朝鮮人である。朝鮮人は、危険なトンネル開削部

分に作業し、多くの死者が出た。タチソは全部で 9000 平方メートルで、全国で四番目の規模を持つ地下施

設である。タチソには 20 数本トンネルが存在している。 

成合の村の地主 25 人が中部軍将校から土地の供出を命令時には，高槻市の助役や職員も立ち会ってい

た。成合は谷あいの村であり，田畑も少なく，農家にとってこれを供出することは大変な犠牲であった。しか

し,「国家のため」の言葉には逆らえず，坪当たり 3 銭の賃貸料で土地を強制収用の判を押された。 

昭和 19 1944 年 7 月 7 日。マリアナ諸島のサイパンが陥落し、守備隊 3 万人と住民が戦死・自決した。 

昭和 19 1944 年 7 月 18 日。全国に地下軍事施設を作ることが，東条英機内閣最後の閣議で決定した。 

昭和 19 1944 年 秋。近畿・中国・四国地方を管轄する中部軍司令部の地下壕が大阪府高槻に建設開始。疎開工場として

使用するよう変更され、当時，特攻用の飛行機の生産が急がれ，エンジンの生産をする予定。 

昭和 19 1944 年 10 月。着工し、1945 年 8 月 15 日までの約 10 ヶ月間に 41,000 ㎡という途方もない面積のトンネルが掘ら

れた。「鉄道総局岐阜地方施設部と間組」の手によって成合村の北はずれ、西橧尾川東岸の山（第 1 工場）

にて工事開始。工事には、陸軍部隊・学従動員された。さらに、各村から義勇軍の農民、地元の学生も参加

した。タイナマイト使用の重労働は、外国人の朝鮮人強制連行者である。 

周辺地元民や学生も動員されていたというが，危険なトンネル開削に動員されたのは徴用という形で強制

的に働かされていた約 3 千数百人と拉致同然に強制連行されて来た約 600 人の朝鮮人だったという。 

昭和 19 1944 年 11 月と 12 月。政府の手で工事が開始。東京都武蔵野市の中島飛行機工場は，空襲から逃れるために地

下に移転する計画が間に合わず、11 月と 12 月の 2 度の空襲によって生産能力が 10 分の 1。 

そのため，現在のさいたま市にあった中島飛行機工場の移転の必要性が急速に高まり，生活物資の調達

に便利で，掘削に適した場所である吉見百穴地域に軍需工場が造られることになった。吉見百穴にある地

下軍需工場跡は，こうした空襲を避けながら航空機の部品を製造する目的で造られたのである。 
昭和 20 1945 年 1 月。米軍の襲撃が本格化された。兵庫県、川崎航空機明石工場が空襲のため、疎開工場として使用を変

更。当時，特攻用の飛行機の生産が急がれ，エンジンの生産をする予定となった。陸軍高槻地下倉庫は、

工事の中身を隠すため「タチソ」と暗号で呼ばれていた。「タカツキ・タチソコ」の略である。 

昭和 20 1945 年 2 月。川崎航空機工場のとして使用することが決定。航空機工場部分は、16 本のトンネルが掘られ、旋盤な

どの機械類が部分的に搬入。第二工場群は着工し、碁盤目状の地下施設を建設中、未完で終戦。 

昭和 20 1945 年 7 月中旬。陸軍・海軍・宮内庁・内務省からなる連合調査団が、天理やタチソを来訪していた。陸軍は、海軍

の天理に対抗する拠点としてタチソを選択したと考えられる。 

昭和 20 1945 年 8 月 15 日。第一工場群は、敗戦時（8 月 15 日）には完成した 6 本のトンネルがあった。 

昭和 20 1945 年 8月 20日。トンネルには、40台の旋盤の機械と発電機が備えられ、8月 20日に操業開始が予定していた。 

平成 07 1995 年 「タチソ地下壕跡」の銘板、大阪府・高槻市。 

平成 08 1996 年 3 月。「タチソ地下壕跡」の銘板、大阪府・高槻市。実際に建立した時期。 

 

3.第一地区洞窟群（T1～4）、第一工場の写真と測量解析 

第一地区洞窟群の所在地は、〒569-1012 高槻市成合である。桧尾川の東側に位置する。標高は 75～80m で、総延長

は 4500m である。第一地区洞窟群の特徴は、次のようにまとめることができる。タチソの戦争遺跡である米軍戦略爆撃調査

団報告書（1945年）によると、右は第一地区の工場、左は第二地区の工場、中央は建設飯場中心地である（図 3-1）。①川崎
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AIRCRAFT 社による配置である。②間隔 15m で奥行き 150m の洞窟が並列の 50m ごとに連結杭の状態。③縦方向 16

本、横方向 4 本のトンネルが碁盤目状に掘られた配置である（図 3-2）。 

 

   
図 3-1.タチソ戦跡。右：第 1 工場、左：

第 2 工場、中図は建設飯場 

図 3-2.タチソの戦争遺跡所在地。右：第

1 地区の工場の所在地の平面図 

図 3-3.タチソ戦跡洞窟入口から洞

窟の中心へと掘られている模型 

 
④入口から 13m と 23m に 2 本、あと 2 ケ所には入口の崩落跡が残存している。⑤洞口、狭い状態であり、内部の幅 4m と

高さ 5m である。⑥コンクリ－トには小石が多く、鉄筋ならぬ木炭材が混入している。⑦コンクリ－ト被覆され、電線などを吊る

す鉄筋のワイヤが埋め込まれている。⑧コンクリ－トには巻状態であり、岩盤の崩落跡が多い。⑨最初に着工した工場は、敗

戦時には殆ど工事が完了した。⑩敗戦後は、採石場のため地下壕の大部分は消滅・崩壊した。⑪トンネル群の通気口として

縦杭跡にかかり、縦杭が露出する可能性がある。⑫第 2 名神高速道路が計画されて工事中である。⑬1-T1 と 1-T2 の洞口

は、中点から南東方向である。⑭1-T3 の洞口は中点から南西方向、パイロット洞が、13m で崩落跡がつらら状態である。⑮

1-T4 の洞口は、中点から南西方向。パイロット洞が 23m で崩落跡がつらら状態である。⑯第一地区洞窟群における中心部

から見ると、崩落跡 T1 と T2 は西南と T1 と T2 は東南側に掘られている（図 3-3）。人工洞窟の 1-T1～と 1-T4 の標高習得

は、約 77～80m である。 

 

：：：第一地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真３-1.第１地区で洞口は崩落により

激しく壊れている扇状の入口、右側に

は矢印の表示は撮影場所。by 高槻市 

写真３-2.第１地区の洞窟は破壊が激し

くコンクリ－トで巻かれその中に崩落物

が侵入。 by 高槻市 

写真３-3.第１地区にある洞窟内部か

ら洞窟を観察している。矢印は洞窟内

での撮影場所である。by 高槻市 
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・・・.第一地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真３-4.第 1 地区 T3：周辺の土石流

が流れ込んでる人工洞窟出口付近。コ

ンクリートで補強。 

写真３-5.第 1 地区 T3 入口：コンクリ

ートで補強、中には輪っか状の鉄線

がぶら下がっている。by 穴瀬 

写真３-6.第 2 地区 T3 周辺。入口の前

で記念撮影を行っている調査団。大学

教授・大学院院生、郷土遺跡研究家。 

 

・・・.第一地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真３-7.第 1 地区 T4：周辺の土石流が

流れいる人工洞窟出口付近。コンクリート

で補強。天井には鉤状のものが存在。 

写真３-8.第 1 地区 T4 入口：天井の

真中で破断し、壁面には、鉤状が存

在する。床には小石が多く、by 穴瀬 

写真３-9.第 1 地区 T4 奥：天井部分

岩石が割れ部分が多く、一部は陥

没し、一部の流石状態。by 穴瀬 

 

 
表 3-1.第一地区洞窟群の第一工場の内部構造 

洞

窟 

幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、地下軍事第一工場洞窟の内部構造 

1-T1   70.56    高槻 南側 中点から南東方向。崩落跡が 2 ケ所。標高習得は約 80m。 

1-T2   70.56    高槻 南側 中点から南東方向。崩落跡が 2 ケ所。標高習得は約 80m。 

1-T3 1.37  64.00  0.82  高槻 西南 
中点から南西方向。パイロット洞が、13m で崩落跡がつらら状態。標

高習得は約 77m。 

1-T4 0.82  60.05  0.35  高槻 南側 
中点から南西方向。パイロット洞が、23m で崩落跡がつらら状態。標

高習得は約 77m。 

 
 表 3-1 は 第一地区洞窟群の第一工場の内部構造である。ここで、高槻とは高槻市役所の資料の略称である。幅の範囲は

0.82～15.00m で、奥行きの範囲は 23～150m、高さの範囲は 0.35～5.00m である。図 3-4 は第 1 洞窟群の奥行き（棒グ

ラフ分析）である。洞窟群番号が増大するにつれ、奥行きの長さは短くなっている。その差は約 10m である。図 3-5 は第 1

洞窟群番号と奥行きの長さについて相関性を分析するするため、代数方程式の一つである 2 変数（X 軸と Y 軸）からなる直
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線方程式から究明する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号と奥行きの長さとの関係を考察する方法として、

次のような回帰方程式を与えられる。これらの勾配は 3.809 であり、決定係数は 0.8995 で非常に高い相関性が得られた。 

 
Y(洞窟の奥行き) ＝3.809（洞窟群番号）+75.815……決定係数(R2 =0.8995) …測量値……(3-1) 
  

  
図 3-4.第 1 洞窟群の奥行き（棒グラフ分析） 図 3-5.第 1 洞窟群の奥行き（相関性） 

 

4.第二地区洞窟群（T1～11）、第二工場の写真と測量解析 

第二地区洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 75～85m である。第二地区洞窟群の特徴

は次のようにまとめることができる。①山頂に周辺を囲むように地下施設を掘った。②記録としてアメリカでは、第二工場群に

なっている。③1945 年春に着工し、掘り進行した碁盤目状の地下施設を建設中、未完で終戦になった。④坑、北の谷から 4

本、南の谷から 6 本、南北に貫通しているのが 1 本ある。⑤トロッコの枕木跡が残っている部分が見られる。⑥坑として、南の

谷から 6 本、北の谷から 4 本、南北に貫通しているのが 1 本である。⑦岩盤ではなく粘土と砂礫層のため、崩落しやすい。

⑧東に陥没した坑口が1本ある。⑨東斜面の所に陥没した坑口が1本ある。⑩南側にあるトンネル天井には、崩落部分が見

られる。⑪貫通トンネル、崩落が激しく、立入には注意が必要である。⑫踏み込んだ跡がなくて道が荒れている。⑬コンクリ－

ト被覆が残っている。⑭コンクリ－トで質が悪く、鉄筋壁には焼いた木材で狭間せて支えている。⑮標高100mの所に北方か

ら西南方向（T1－T5）に、南東方向（T6－T11）に配置した。崩落跡 T1～T11 までの 11 ヶ所と T12 が残存している。⑯崩

落跡 T1～T11 までの 11 ヶ所は、第二工場群の中心部から見ると西北と西南側に掘られ、また、東南と西南側に掘られてい

る（図 4-1 と表 4-1）。 

 

 

  
図 4-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面

にある洞口は南側に、西北と南方面の洞口は北側 

表 4-1.タチソの戦跡。洞窟入口から洞窟の

中心へと掘った模型。西北と南方面に分布。 
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：：：第二地区洞窟群 T3：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-1.第２地区T3中：床面の中央

部には盛り上がり、その上には瘤状

物は 4 か所が見られる。by 穴瀬 

写真４-2.第２地区 T3 の戦跡地。洞窟入

口から洞窟の中心へと掘られている模

様。土石物は液状と粒状が混合状態。 

写真４-3.第２地区 T3 の戦跡地床面

は、凸凹状態である。土石物は液状

と粒状が混合状態。 

 

 

 

・・・第二地区洞窟群 T3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

写真４-4.第２地区 T3 南口：トンネル群

の中で唯一貫通。T5 の南側開口で連

結洞窟の人工洞窟。by 穴瀬 

写真４-5.第２地区 T3：中央部にある洞

窟生物が多く生殖している所。生物生

殖地の色は壁面と同色に近い。 

写真４-6.第２地区 T3：入口から 30m

地点で Y 字タイプの洞窟で、左穴より

右穴が大きい。by 高槻市 

 

 

 

・・・第二地区洞窟群 T3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-7.第 2 地区 T3 は北側に円形

状である。洞窟掘りは上は狭く、中間

地では広くなっている。by 高槻市 

写真４-8.第２地区 T3 奥：床面にはト

ロッコのレール枕木跡が中まで続く。

壁面は平行線状にひかる。by 穴瀬 

写真４-9.第２地区 T3 奥：床面は凸凹

で荒れた状態であり、下部の壁面と床

面には幅が広くなっている。by 穴瀬 
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：：：第二地区洞窟群 T4：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-10.第２地区 T4 は北側にある 4

番目の人工洞窟である。by 高槻市 

写真４-11.第２地区 T4 の 30m 地点で

天井が高く、Y 字形洞窟。by 高槻市 

写真４-12.第２地区 T4 は土石を運び

出すためにハッパを仕掛けた穴 

 

・・・第二地区洞窟群 T4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-13.第２地区 T4 は掘られた

洞窟壁面で、横穴部分が鮮明 

写真４-14.第２地区 T4 の天井：コウモリ

色と同様な色彩、下の壁面は水色 

写真４-15.第２地区 T4 にある夫婦のコ

ウモリは、調査団の撮影を歓迎 

 

：：：第二地区洞窟群 T5：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   

写真４-16.第２地区 T5 のコンクリ－ト

部分に土嚢との間に焼いた木片を挟

む。洞口の奥から眺めた光景。 

写真４-17.第２地区 T5 は北側入口か

ら 20ｍのコンクリ－トを巻いた部分。洞

口から眺めた光景。  

写真４-18.第２地区 T5 中：コンクリート

製構造物。コンクリートを補強するため

に木材が用いられている。by 穴瀬 

 

・・・第二地区洞窟群 T5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-19.第２地区 T5 中：床面には天

井から崩落した土が積み上げられ、中

写真４-20. 第２地区 T5 は洞口から

50mの中央部、天井と壁にに巻かれた

写真４-21.第２地区 T5 は、中央に素

堀の部分が土に埋もれた杭の痕跡が
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央部は高くなっている。by 穴瀬 コンクリ－ト部分は前後にある 見られた。by 高槻市 

 
：：：第二地区洞窟群 T7：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-22.第２地区 T7 は 7本目の素

堀、60ｍで行止まり。ｂy 高槻市 

写真４-23.第２地区T7には、多くの洞窟植

物は下方へ生長している 

写真４-24.第２地区 T7 は洞窟群の南

側に面した素堀り洞穴。by 高槻市 

 

・・・第二地区洞窟群 T7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-25.第２地区 T7 入口：T7 は比

較的保存状態が良い。トンネルの形態

は楕円形、黄土色の土石流。by 穴瀬 

写真４-26.第２地区 T7 中：トンネルの

形状は四角形で、壁面は部分的に白

い土が現れている。by 穴瀬 

写真４-27.第２地区 T7 奥：トンネルの

形状は四角形で、壁面は赤みがかっ

た土で覆われている。by 穴瀬 

 
：：：第二地区洞窟群 T8：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-28.第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 

写真４-29.第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 

写真４-30. 第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 
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・・・第二地区洞窟群 T8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

写真４-31.は十文字を交差点の側にあ

る洞口である。by 高槻市 

写真４-32.第２地区 T8 は中央に十文

字交差点の左の洞窟。by 高槻市 

写真４-33.第２地区 T8 は天井から崩れ

落下した地面に盛り上がる。by 高槻市 

 
・・・第二地区洞窟群 T8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-34.第２地区 T8 は十文字を交

差点側が洞窟の出口。by 高槻市 

写真４-35.第２地区 T8 は十文字を

交差点側が洞窟の出口。by 高槻市 

写真４-36.第２地区 T8 は多くの洞窟植物

は下方へ生長している 

 

 
表 4-1.第二地区洞窟群の第二工場の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、地下軍事第二工場洞窟の内部構造 

2-T1  70.56  高槻 北側 中点から北西方向。標高習得は 80m。 

2-T2  70.56  高槻 北側 中点から北西方向。標高習得は 80m。 

2-T3

  

   保会 北側 中点から北西方向。トロッコの枕木の跡が残存。各トンネルには最深部にダイ

ナマイトを爆破させた穴の跡がある。穴に仕掛けた発係はトンネル内に残って

導火線に火をつけた。外国人労働者は危険なことに担当。 

2-T3 4.00   保会  中点から北西方向。入口から 10 数 m でパイロット部分狭い。 

2-T3 2.02 2.01 0.97 洞環 北側 中点から北西方向。入口 1：幅 2.016m、高さ 0.965m。 

2-T3 1.29  10.27  1.76  洞環 北側 中点から北西方向。入口 2：幅 1.285m、高さ 1.759m（入口からレ－ル間） 

2-T3 1.77    2.01  洞環 北側 中点から北西方向。レ－ル終点の境界線、木炭が挿入したコンクリ－ト。 

2-T3 1.77    4.00  洞環 北側 中点から北西方向。レ－ル終点～奥までの距離 

2-T3 0.11  0.11  0.12  洞環 北側 中点から北西方向。コウモリの横にある爆発物穴(縦 0.12m、横 0.11m） 

2-T3 4.41    3.24  洞環 北側 中点から北西方向。奥壁の前に。標高習得は 80m。 

2-T3 4.85  0.00  3.25  洞環 北側 中点から北西方向。奥の壁に 

2-T3 1.37  64.00  0.82  高槻 北側 中点から北西方向。 
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2-T3   66.45    洞環 北側 中点から北西方向。全長 

2-T4 0.82  60.05  0.35  高槻 北側 中点から北西方向。 

2-T4 2.95    1.26  洞環 北側 中点から北西方向。入口 

2-T5   81.14    高槻 両側 

中点から西方向。素手で堀り出した洞口は最長で両端にある。パイロットトンネ

ル数mおきにコンクリ－ト補強、完成度が高い。T5の先は貫通し、関係者の移

動に効率化を図っている。土嚢（どのう）の杭がある。トンネルは貫通している

が、崩落で殆んど埋まっている。元の値 81.14m。 

2-T5 2.74    1.53  洞環 両側 洞口の規模。標高習得は 80m である。 

2-T5 4.02  4.83  2.46  洞環 両側 セメントア－チ図の規模、三次元奥行き 4.833m。 

2-T5 1.63  67.37  0.83  洞環 両側 洞口からの長さはセメントまでに（23.25+6.31+9.58+28.23＝67.37）である。 

2-T6   22.75    高槻 南側 中点から南西方向。南側に面した洞口である。元の値は 22.75m。 

2-T7   57.40    洞環 南側 
中点から南西方向。入口から十字路 21.150m、十字路から奥 36.248m。中央

には広く壮大な感じがしたのは、2 洞口があるためである。 

2-T7   60.00    高槻 南側 中点から南西方向。洞口は狭く、険しくなっている。 

2-T8   33.94    洞環 南側 
中点から南方向。25.98m（右）+7.96m（左）＝33.94m である。以前は 2-T8 の

手前に洞口があった。新出口は山体崩壊による地すべりである。 

2-T8   50.45    高槻 南側 中点から南方向。山体崩壊による地すべり以前の値である。 

2-T9   36.30    高槻 南側 中点から南方向。洞窟の両側に面している。標高習得は 76m である。 

2-T10   11.56    高槻 南側 中点から南東方向。洞窟の両側に面している。元の値 11.56m 

2-T10   20.00    保会 南側 中点から南東方向。最短距離，手堀によるトンネル。標高習得は 75m である。 

 
表 4-1 は 第二地区洞窟群の第 2 工場の内部構造である。

ここで、保会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。高

槻とは高槻市役所の資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境

NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タチソ」戦跡保存の会連合

の調査値である。幅の範囲は 0.11～4.85m で、奥行きの範囲は

0.11～81.14m、高さの範囲は 0.12～3.25m である。 

図 4-2 は第 2 洞窟群の奥行きのグラフ分析である。洞窟群

番号が増大するにつれ、奥行きの長さは減少の傾向である。

その差は約 50m である。第一洞窟群番号と奥行きの長さにつ

いて相関性を分析するするため、代数方程式の一つである 2

変数（X 軸と Y 軸）からなる直線方程式と 2 次方程式から究明

する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号（Ｘ）

と奥行きの長さとの関係を考察する方法として、次のような回帰方程式を与えられる。式 4-1 の勾配は 4.798 で、式 4-1 と式

4-2 の決定係数は直線方程式の 0.7579 と 2 次方程式の 0. 8833 で非常に高い相関性が得られた。 

 
Y(洞窟の奥行き) ＝-4.798（X）+81.545……決定係数(R2 =0.7579) …測量値         ……(4-1) 

 Y(洞窟の奥行き) ＝-0.853 (X2) +4.543（X）+62.87……決定係数(R2 =0. 8833) …測量値……(4-2)  

 

 

図 4-2.第二洞窟群の奥行き（直線と曲線の相関性） 

y = -0.853x2 + 4.5427x + 62.874 
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5.第三地区洞窟群（C1，C2，T1～6）、 

琴堂池周辺トンネル群とコンクリ－ト製構造物の写真と測量解析 

第三地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 60～90m である。第三地区洞窟群の

特徴は次のようにまとめることができる。①第二地区群の西の山あいに琴堂池の湿地帯の付近である。②床面は水たまりが

多いため、地下軍事用に転用するのは無理だと思われる。③琴堂池の北側に展開する小規模な坑 6本とコンクリート構造物

2 ヶ所がある。④コンクリ－ト製構造物の台座は 2 ヶ所である。⑤素手堀りのコンクリ－ト製で不規則に掘られている。⑥支柱

の跡が明確に残っていて各トンネルを結ぶ「トロッコ道」と思われる跡が続いている。⑦素手堀りの地下軍事用とも言えるが、

使用目的には不明点が多い。⑧崩壊防止のために「土嚢（どのう）」が積み上げられている。第三地区洞窟群（T1～6）は、6

ヶ所で、中心部から見ると東南と西北に掘られている。（図 5-1 と表 5-1）。 

 

  
図 5-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面にある洞口は

南側に、西北と南方面の洞口は北側 

表 5-1.タチソの戦跡。洞窟入口から洞窟の

中心へと掘られ、西北と南方面に分布 

 
：：：第三地区洞窟群 T2：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   

写真 5-1.第３地区 T2 入口：土嚢が積

まれ、開口が狭い。by 穴瀬 

写真５-2.第３地区 T3 入口：T2 と同じ

ように土嚢が積まれている。by 穴瀬 

写真５-3.洞窟周辺に成長している多く

の植物が成長 

 

：：：第三地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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写真５-4.第３地区にある洞内から洞

口を観察している瞬間。土溜め杭の痕

跡。Ｓ字カーブをある洞窟。by 高槻市 

写真５-5.第３地区にある洞内から洞壁

を観察できる。洞壁には横線が多く見

られる。天井も筋がある。by 高槻市 

写真５-6.第３地区の洞内から洞壁（2

本筋）と奥壁を観察。洞口から奥へ進

むと直線から右折状態。ｂｙ高槻市 

 
・・・第三地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真５-7.第３地区の奥には、洞中洞

の連結洞窟が見られる。by 高槻市 

写真５-8.第３地区の奥には天井が高

い、土嚢を積み外敵侵入を防ぐ 

写真５-9.第３地区の中央に広いスぺ-

スで、土嚢を積む。by 高槻市 

 

 
表 5-1.第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、琴堂池周辺洞窟の内部構造 

3-C1    洞環  ■ 中点から北西方向。標高習得は 90m。 

3-C2    洞環  ■ 中点から北西方向。標高習得は 90m。 

3-T1    洞環  南西 中点から南東方向。標高習得は 80m。 

3-T2    洞環  西側 中点から南東方向。洞内の長さは最長である。標高習得は 76m。 

3-T3  40.00  洞環  東南 中点から南東方向。標高習得は 76m。 

3-T4  
3.00  

  保会 西側 
中点の付近。数 m の先にトンネルがあることから、第 2 地区に近いと考えら

る。洞内の長さは最短である。標高習得は 60m。 

3-T5      保会 東側  中点から東方向。中点の付近。床面は水たまりが多い。支柱の跡が明確。 

3-T6       洞環  南西 
中点から北西方向。T6 の西北側には T 字タイプの連結洞窟である。 

C1 と C2 のコンクリ－ト製構造物がある。標高習得は 60m。 

 
■表示はコンクリ－ト製造物（台座）である。表 5-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保

会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タ

チソ」戦跡保存の会連合の調査値である。奥行きの範囲は 3～40m である。 
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6.第四地区洞窟群（T1、C1～6）、コンクリ－ト製構造物と台座群の写真と測量解析 
第四地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 80～90m である。第四地区は、第 3

地区の北部の谷筋にあり、5 つの地区の中で保存状態が最も良い。第四地区洞窟群の特徴は次のようにまとめることができ

る。①工作機械を据える台座や貯水槽と思われるがはっきりしない。②｢国内外の強制連行労働者」の飯場の施設と考えら

れる。③部品の組み立て工場と推定できる。④谷筋に小規模な坑 1本以外はコンクリートの構造物 7ヶ所がある。⑤T1とC4

～C6 の洞窟は中点から 150m の東側にあり、番号は南側から北に向かって大きくなっている。⑥発見されている範囲で合

計 9 本の南北坑がある。第四地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南～東北と西・西北に掘られている（図

6-1）。 

 

  
図 6-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面にある洞口

は南側に、西北と南方面の洞口は北側。ｂｙタチソ。 

表 6-1.タチソの戦跡。洞口から中心へと掘ら

れている模型。西北と南方面に分布。 

 
表 6-1.第四地区洞窟群の台座群洞窟の内部構造 

洞

窟 

幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、台座群洞窟の内部構造 

4-T1       洞環 2 ケ所 中点から北東方向。Ｌ字タイプの連結洞窟、標高習得は約 80m である。 

4-C1 6.50    4.50  保会 ■ 中点から西方向。深さ 2.6m の貯水池？ 標高習得は約 90m である。 

4-C2       洞環 ■ 中点から西方向。標高習得は約 90m である。 

4-C3       洞環 ■ 中点から北西方向。標高習得は約 90m である。 

4-C4       洞環 ■ 中点から南東方向。標高習得は約 85m である。 

4-C5 5.80    8.00  保会 ■ 
中点から南東方向。長方形のコンクリ－ト製台座状の構造物である。台座状

の上面は水平。中心部には幅 2m と高さ 8m と深さ 0.7m 切込み堀がある。 

4-C6       洞環 ■ 中点から東方向。標高習得は約 85m である。 

 
■表示はコンクリ－ト製造物（台座）である。表 6-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保

会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タ

チソ」戦跡保存の会連合の調査値である。幅の範囲は 5.8～6.5m で、高さの範囲は 4.5～8.0m である。 
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7.第五地区洞窟群（T1～9）、 

その他のトンネルの写真と測量解析 

第五地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 80～90m である。第五地区洞窟群の

特徴は次のようにまとめることができる。①第二地区群と第三地区群間の谷間に散在している。②第二工場跡の西側にばら

ばらに掘り進められた。③発見されている範囲で、南北坑として合計 9 本である。④タチソの地区中では、比較的に保存状

態が最も良いトンネルである。⑤T1～T9、トンネルの崩落が見られる。⑥T6～T8、第 2 地区の谷の延長線であると考えられ

る。第五地区洞窟群（T1～9）は、中心部から見ると東と西南以外がすべて掘られている。（図 7-1）。 

 

  
図 7-1.現存する「タチソ」の所在地。北部から南方面に掘ら

れ、南側の洞口は北方面へ掘られている。ｂｙタチソ。 

表 7-1.タチソの戦跡。洞口から中心へと掘られている模

型。東北や西北と南方面に分布。 

 

：：：第五地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真 7-１.第 5地区T3中：断面楕断面

円形のトンネルで、壁面にはうっすらと

白い土が現れている。by 穴瀬 

写真 7-2.第 5 地区 T3 中：床面は平坦

に比較的綺麗に保存。が、床面の土

嚢は多く落下し､灰色に変色。by 穴瀬 

写真 7-3.第 5 地区 T3 奥：トンネルの

形状は楕円形で、壁面には殆どが白く

覆われている。by 穴瀬 

 

・・・第五地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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写真 7-4.第 5 地区 T4入口：木の根や

草が絡まり、自然と同化した様相を持

つ洞窟周辺の植物。by 穴瀬 

写真 7-5.第 5 地区 T4 中：トンネルの

断面形状は楕円形で、ここにもトロッコ

のレール枕木跡が残る。by 穴瀬 

写真 7-6.第 5 地区 T4 奥：トンネルの

断面形状は楕円形で、天井が崩落し

ているため歪んでいる。by 穴瀬 

 

表 7-1.第五地区洞窟群、その他の洞窟の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、その他の洞窟の内部構造 

5-T1       洞環  南側 中点から東北方向。標高は約 80m である。 

5-T2       洞環  南側 中点から東北方向。標高は約 80m である。 

5-T3   66.00    保会 北側 
中点から東北方向。｢つるはしの頭」、｢鎹（かすがい）｣と｢犬釘（いぬくぎ）」

などの工具が発見。標高は約 80m である。 

5-T3 4.03  39.62  3.48  洞環 南側 中点から東北方向。中間の翼 39.62m 

5-T4   52.00    保会 南側 中点から東北方向。｢つるはしの頭」、｢鎹｣と｢犬釘」などが発見。 

5-T4 1.71  64.99  1.81  洞環 南側 中点から東北方向。第 1 パイロットと全長 64.99m。 

5-T4 1.75    1.95  洞環 南側 中点から東北方向。第 2 パイロット。標高は約 80m である。 

5-T5   42.00    保会 南側 
中点から西方向。｢つるはしの頭」、｢鎹｣と犬釘」などが発見。標高は約

50m である。 

5-T6       洞環 北東 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T7       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T8       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T9       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

 
表 7-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略

称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高

槻「タチソ」戦跡保存の会連合の調査値である。幅の範囲は1.71～4.03m

で、奥行きの範囲は39.6～66.00m、高さの範囲は1.81～3.48mである。 

図 7-1 は第五洞窟群の奥行きのグラフ分析である。洞窟群番号が増大

するにつれ、奥行きの長さは減少の傾向である。その差は約 40mである。

第五洞窟群番号と奥行きの長さについて相関性を分析するするため、代

数方程式の一つである 2 変数（X 軸と Y 軸）からなる直線方程式から究明

する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号（Ｘ）と奥行きの

長さとの関係を考察する方法として、次のような回帰方程式を与えられる。

これらの勾配は 12 であり、決定係数は 0.9908 で非常に高い相関性が得られた。 

 
図 7-1 は第五地区洞窟群の奥行き 



19 
 

Y(洞窟の奥行き) ＝-12X+101.33……決定係数(R2 =0.9908) …測量値……(7-1) 
  

8.おわりに 

大阪府高槻地下倉庫（タチソ）は、旧陸軍の極秘計画から作られた人工洞窟である。しかし、この資料は日本の敗戦時に

すべて処分されており、工事の全容などの正確な情報は不明である。掘削工事においては、この地域の周辺住民や動員学

生が投入され、その過酷な労働に多数の犠牲者が出たと言われている。この地域は、1910 年代後半に高槻市の神崎川（大

阪府北部から兵庫県東南部を通る淀川水系の一級河川）周辺の晒工場や染色工場が栄えた。また、淡路付近ではメリヤス

などの繊維関係工場周辺が中心に栄え、朝鮮人の集住地域ができた。これは、現在にも引きつがれている。1920 年代には、

郊外住宅地として開発され、神戸・大阪・京都をつなぐ交通の要地として鉄道と道路が整備された。淀川に流れこむ諸河川

の改修工事には、多くの朝鮮人労働者が使役されたが、「土工」の流動牲は高くそのまま定住した人達は少数であった。タ

チソの掘削工事には、このような人々が関わった歴史があるのである。 

タチソは、5 地区に分類でき、その特徴を表 8-1 のようにまとめることができる。 

 
表 8-1.タチソ地区の分類と特徴 

 第 1 地区（工場] 第 2 地区（工場） 第 3 地区琴堂池 第 4 地区台座 第 5 地区その他 

1 碁盤状連結洞窟 碁盤状連結洞窟 琴堂池の湿地帯 強制連行労働者の飯場 保存状態が良好 

2 並列状態 並列状態 床面は水たまり 台座は部品の組み立て 南北坑 9 本 

3 連結杭 連結杭 素堀り 工作機械を据える台座 工具が発見 

4 岩盤の崩落跡 トンネル天井崩落 支柱の跡 貯水槽  

5 鉄筋ならぬ木炭材 鉄筋壁に焼木材 崩壊防止の土嚢   

6 採石場 粘土と砂礫層 使用目的は不明   

7 電線を吊るす鉄筋ワイヤ トロッコの枕木跡 トロッコ道   

8 コンクリ－ト被覆 コンクリ－ト被覆    

 
図 8-1と 図 8-2は、人工洞窟（20か所）に関する幅のグラフである。幅の広いのは 2-T3（4.00m）と 4-c1（6.50m）である。

奥行きの狭いのは 1-T4(0.82m)と 2-T4(0.82m) である。 

 
 

 
図 8-3 と 図 8-4 は、人工洞窟（20 か所）に関する奥行きのグラフである。奥行きの長いのは 2-T5（81.14m）である。奥行

きの短いのは 2-T3(10.27m)と 2-T10(11.56m) である。 

  
図 8-1.人工洞窟（20 か所）に関する幅（棒グラフ） 図 8-2.人工洞窟（20 か所）に関する幅 



20 
 

 

  
図 8-3.人工洞窟（26 ヶ所）に関する奥行き（棒グラフ） 図 8-4.人工洞窟（26 ヶ所）に関する奥行き 

 
図 8-5 と 図 8-6 は、人工洞窟（20 か所）に関する高さのグラフである。高さの高いのは 4-C5（8.00m）である。高さの低い

のは 1-T4(0.35m)と 2-T4(0.35m) である。 

 

  
図 8-5.人工洞窟（19 ヶ所）に関する高さ（棒グラフ） 図 8-6.人工洞窟（19 ヶ所）に関する高さ 

 
タチソにある洞口は 40 である。洞口・坑口（口）は 35 ヶ所である。南側にある坑は 19 穴が最も多く、次は北側にあるのは

6 穴で次に最も多い。南西と西側にある坑は 3 ヶ所である。東と東南側にある坑は 1 ヶ所である。西北側には 0 である。トン

ネル・坑道数は 36 ヶ所である。連結洞と側口は 4 ヶ所と 22 ヶ所である（表 8-2）。 
第一地区洞窟群は、中心部から見ると、崩落跡 T1 と T2 は西南と T1 と T2 は東南側の掘られている。標高は 77～80m

である。第二地区洞窟群は、中心部から見ると西北と西南側に掘られ、また、東南と西南側の掘られている。標高は 75～

85m である。第三地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南と西北に掘られている。標高は 76～90m である。

第四地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南～東北と西・西北に掘られている。標高は 80～90m である。第

五地区洞窟群（T1～9）は、中心部から見ると東と西南以外がすべて掘られている。標高は 80～90m である。ゆえに、標高の

範囲は 60～90 間である。 

 
表 8-2. 高槻市、人工洞窟（戦争遺跡・タチソ）の規模概略 

   洞 窟 の項 目 第一地区 第二地区 第三地区 第四地区 第五地区 合計 

洞口・坑口（口） 4 13 7 2 9 35 

トンネル・坑道数（ヶ所） 4 14 7 2 9 36 
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コンクリ－ト製造・台座（台） 0 1 2 5 0 8 

コンクリ－ト製造・貯水槽（槽） 0 0 0 1 0 1 

連結洞（ヶ所） 0 3 0 0 1 4 

側口（ヶ所） 2 9 5 1 5 22 

崩落（ヶ所） 2 1 0 0 1 6 

計 10 34 20 10 25 110 

 
洞窟群番号(X)と奥行きの長さについて相関性を分析した結果は、勾配は(-3.8～-12)間にあり、決定係数（0.76～0.99）

間である。ここで、第 1 と 2 洞窟における勾配と決定係数はよく似ている。第 5 洞窟における勾配と決定係数は大である。 
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付録 1.朝鮮人強制連行・強制労働関連施設一覧（大阪府内） 

 

1.高槻市、「タチソ」陸軍高槻地下倉庫 22.西淀川区、大同製鋼  
2.池田市、海軍地下魚雷調整庫 23.西淀川区、大阪製鋼 

3.茨木市、安威海軍地下倉庫 24.西淀川区、淀川製鋼 

4.摂津市、大阪金属工業淀川工場 25.西淀川区、大谷重工業 

5.摂津市、大阪特殊製鋼 26.住之江区、藤永田造船所 

6.吹田市、山田海軍地下弾薬庫 27.住之江区、名村造船 

7.吹田市、陸軍地下燃料倉庫        28.天王寺区、生玉公園地下壕 

8.枚方市、大阪陸軍造兵廠枚方工場 29.中央区、大阪陸軍造兵廠 

9.交野市、大阪陸軍地下疎開工場      30.平野区、大阪金属工業 

10.八尾市、大正飛行場 31.大正区、久保田鉄工 

11.貝塚市、大阪製鎖造機 32.大正区、日本製鉄 

12.貝塚市、帝国産業 33.大正区、大谷重工業 

13.岬 町、川崎重工業 34.大正区、協和造船所 

14.岬 町、呉海軍建築部 35. 大正区、帝国化工 

15.岬 町、南海電車多奈川線 36.大正区、中山製鋼 

16.羽曳野市、陸軍航空廠駒ケ谷地下疎開工

場 
37.此花区、住友金属 

17.泉大津市、壽重工業            38.此花区、日立造船 

18.岸和田市、東亜金属工業 39.港 区、大阪港 

19.泉佐野市、明野陸軍飛行学校佐野分校 40.西成区、大和製鋼 

20.河内長野市、古年可隣鋳鉄 41.北 区、日本通運大阪支店 

21.東淀川区、延原製作所   

1997 年 5 月“ピ－スおおさか”にて開催された特別企画展、｢映像は語る｣の資料より引用、一部、変更。 

 

http://www.shinchosha.co.jp/writer/1451/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/2661/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/4118/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/2103/
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付録 2.陸軍高槻地下倉庫

（タチソ） 

付録 3. 高槻軍事地下倉庫（タ

チソ）洞窟の模型製作 

付録 4.高槻陸軍地下倉庫（タチソ）関連地図 

 
付録 5. 約 70 年前、高槻地下倉庫にあった労働者が使用した工具が発見 

 

    

⑤坑木（こうぼく） ⑥鉋（かんな） ⑦砥石(といし) ⑧洞底の粘土（ねんど） 

 

    

⑨鎹（かすがい） ⑩東型釿（チョ－ナ）先 ⑪犬釘（いぬくぎ） 無線機が使用したと思われる 

 

 

 

    

①鶴嘴（つるはし）の先 ②鶴嘴（つるはし）の先 ③針金（はりかね） ④皮剥ぎ （かわはぎ） 
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別図 1.大阪府高槻市成合の「タチソ」戦争遺跡の分布図 

 

 

 

別図 2.大阪府高槻市成合の「タチソ」戦争遺跡の分布図 
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四国遍路に託す思いの一考察 

梶川 伸 （大阪経済法科大学） 

One Consideration of the thought entrusted to the Shikoku-Henro 
 (Shikoku- Pilgrimage) 

Shin KAJIKAWA 
 

ABSTRACT 
 The Shukoku-pilgrimage Which called Shikoku-Henro does not show a decline, after 

entering in the 21st century. Why is it a boom? 
These are the backgrounds seen from the social situation. They are opening of traffic of 

Akashi Kaikyo Bridge, extension of freeways network, Heavy atmosphere of politics and 
economics,and etc.  

However, it is unclear why an individual goes to a pilgrimage. In this draft, I take up the 
motive to the pilgrimage which could be known in my pilgrimage experience. 

 I understood that many pilgrims had experienced family's death .And many Pilgrims had 
regazed that I am. visible, They aimed at the restart. Although all are based on individual 
experience, I think that there is a thing common to many pilgrims in fact. 

 
キーワード：四国遍路 空海 八十八カ所、結願 
Keywords： Shikoku-pilgrimage,Kuukai,Eirht-eight Holly Tenples,End of a religious service 
［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．遍路の形と数    ３．先達の役割    ４．娘の死と遍路 

５．夫の死と遍路   ６．病気と遍路      ７．まとめ 

 

1.はじめに 

 四国八十八カ所を回る遍路は、巡拝する人数の面で 21世紀に入って以降、衰えを見せていない。歩いて回れば約 1200

㌔㍍、車で行けば約 1400 ㌔㍍のルートを行き、空海（弘法大師）にちなむ霊場（札所）に参り、ただ般若心経を唱えるだけ

のことなのだが、なぜブームになっているのか。 

背景には明石海峡大橋の開通、四国自動車道の延長など、交通網の整備によって、遍路が容易になったことがある。ま

た、政治・経済の閉塞感、戦後の日本を支えてきた価値感への疑問など、時代の状況も写していると思われる。さらに、高

齢社会の到来によって、定年をきっかけにして、団塊の世代などが大量に遍路に参入したとも分析できる。 

これらは社会的な状況から見た背景である。しかし、個々人がなぜ遍路に行くかは分かりにくい。この稿では、私の遍路
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体験の中で知り得た遍路への動機を取り上げる。その手法は取材、聞き取りである。原稿は特徴的な人を中心に構成した

ため、タイトルは「一考察」とした。そこで見えるのは、家族の死と自分の見つめ直し、そして再出発である。いずれも個人体

験に基づくが、実は多くの遍路に共通するものがあるように思う。 

「遍路」という言葉は、「巡拝すること」と「巡拝する人」の両方の意味を持ち、さらに幅広い使われ方をする時もある。本稿

では以下、「巡拝すること」を「遍路」と表現し、「巡拝する人」は、四国の人が親しみを込めて使う「お遍路さん」と書くことに

する。 

 

２．遍路の形と数 

お遍路さんの数ははっきりしない。歩き遍路、自転車遍路、バイク遍路、マイカー遍路、公共交通機関遍路、ツアー遍路

など、四国を回る手段がさまざまであることが、実数を分かりにくくしている。また、人数のチェックポイントがあるわけではな

い。札所の納経所で参拝者は寺の朱印をもらう習わしがある。しかし、参った人のどの程度が朱印をもらうのかは推定する

しかない。一番札所霊山寺（徳島県鳴門市）では、歩いて回る人は記帳することが多いのが、これも全体数は推測になる。

そのような不確かさを持ってはいるが、一般的にお遍路さんは全体で年間 10万人台、歩き遍路は 3000～4000人ではない

かと言われている。 

遍路を続けている私の実感では、遍路の中で大きな割合を占めるツアー遍路は 2002～2004 年がピークだった。札所で

各旅行会社のバスがかち合い、多い時には 10台前後がひしめき合うこともあった。そのようなブームは去ったが、旅行会社

は相変わらず遍路ツアーに力を入れている。一方、歩き遍路は 1990 年代から増え始め、すでに定着した感がある。 

 

３．先達の役割 

先達は簡単に言えば、お遍路さんのための四国八十八カ所の案内人で

ある。八十八カ所霊場を４周すると最低限の条件が整い、札所の寺などを

通じて四国八十八カ所霊場会に先達の資格取得の申請をする。霊場会は

毎年秋に１日講習会を開き、申請者が受講すると、先達の資格を授与す

る。 

先達にはランクがあり、１周した回数などにより、権中先達、中先達、権大

先達、大先達と上がっていく。私は先達になってからも巡拝しているが、上

級へ進む申請をしていないので、先達のままだ。 

遍路ブームの到来によって、先達に１つの役割が回ってきた。それは旅

行会社のバスツアーに添乗して、案内をすることだ。大手旅行会社は遍路

バスツアーを数多く企画するので、先達をたくさん確保する必要に迫られた

からだ。当初は先達のないツアーも多かったが、各社間の過当競争によっ

て、先達の同行が必須条件のようになってしまった感がある。 

私は毎日新聞の記者として、2007 年まで勤めた。1995 年からは個人的

に自転車遍路、ツアー遍路、歩き遍路を体験している。そのため、会社に頼まれて 2003年から毎日新聞旅行の先達をして

 

写真 01.先達用の杖 
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いる。私が先達をするのは、「梶川伸とゆく四国八十八カ所『ウォーキング・ザ・空海』』というシリーズである。 

 その遍路旅は原則として月に１回、１泊２日で巡拝に出掛ける。ＪＲ大阪駅に近い毎日新聞大阪本社をバスで出発、大阪

駅のあたりまで戻ってきて散会する。１周は 10 回あまりで完結する（結願）。昔から残っているような良い遍路道を歩き、あと

はバスで移動する変則的な遍路である。 

この遍路旅は回を重ねている。１周目はオーソドックスに巡拝した。２周目は逆打ち（逆回り）。その後、コースや行程は

私が考えるようになり、３周目は観光の要素も入れた「ゆったり編」。４周目は温泉のある宿坊や旅館を選んだ「湯ったり編」。

四国には八十八カ寺のほかに、20 の寺を回る「別格霊場」がある。５周目は別格霊場をも組み込んだ「別格つき湯ったり編」

とした。2012 年４月からの６周目は、札所の花を楽しみ、花の名所にも寄る「ちょっと歩き花へんろ」。花の時期に合わせる

ので、札所の順番通りではないのが特徴になっている（写真 01）。 

  

３．歩くことの意味 

６シリーズの間に、100 人を大きく上回るお遍路さんに同行した。ほとんど

の人に共通するのは、この遍路旅に参加したのは「歩く」という行程が入っ

ているからだ。おおむね１回２日間で 10 ㌔㍍前後を歩く。札所は山にもあり、

軽い登山を体験することもある。十二番焼山寺（徳島県神山町）は標高 800

㍍で、十一番藤井寺（徳島県吉野川市）から約１３㌔の山道を６時間あまり

かけて登る。遍路道の難所の１つで、坂が急なため、お遍路さんが転がり落

ちるという意味の「遍路転がし」の異名がある。 

一般的な遍路ツアーは、ほとんど歩くところがない。バスが入れない札所

は、マイクロバスやタクシーに乗り換えて寺のそばまで行く。毎日新聞旅行

の「ウォーキング・ザ・空海」は、歩くことを取り入れているのが違う。このため、

歩くことに自信がある人、全行程を通して歩きたいがそれには自信がない、

といった人の参加が目立つ。 

歩き遍路の中には、心の底に重たいものを沈めている人がいる。願をか

けで回っている人もいる。近い身内の死などに遭遇し、悲しみの中で周っ

ている人がいる。そのような遍路は、歩くことを修行のように課しているケー

スが多い。その点で、「ウォーキング・ザ・空海」は、歩き遍路と完全バス遍

路の中間段階にあるといっていい。 

参加動機はさまざまである。参加者の話を聞いていると、おおまかに４つのタイプに分かれる。①身内の供養②旅の楽し

み③ウォーキングの楽しみ④歩き遍路への準備である。特に、歩き遍路への準備の目的で加わる人が多いことは、ほかの

遍路ツアーにはあまい見られないことだろう（写真 02）。 

  

４．娘の死と遍路 

 遍路の動機を具体的に見るために、「ウォーキング・ザ・空海」に参加した個人を取り上げる。１人目は兵庫県の女性Ｙさ

 

写真 02.遍路道には険しい山道もある（八

十八番大窪寺への道） 
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んに焦点を当てる。 

 Ｙさんは「ウォーキング・ザ・空海」の第１クールのメンバーだが、その４回目からの合流だった。Ｙさんから聞いた内容で、

以下を構成する。 

Ｙさんは教師だった。普段は学校から帰って、夫や２人の娘のために夕食の用意をする。ところが、学園祭の準備で忙し

い日が続き、夕食は長女に頼ることが多くなった時期があった。久し振りに早めに帰宅できることになり、そのむねを長女に

連絡しようと、電話をかけようとしたが、思い留まった。電話器を握ったのは、夕食の食材を買いに出なくてもいいと長女に

知らせるためだった。電話かけるのを思い留まったのは、自宅までは車であまり時間がかからないからだった。 

帰宅すると長女は外出していた。夕食の買い物に行ったと思った。間もなく、警察から電話があり、長女が交通事故で亡

くなったと知らされた。25 歳の誕生日の６日前だった。 

Ｙさんは悔やんだ。電話をかけていれば、長女は買い物に出なかったのではないか。出なければ死ぬことはなかったの

ではないか。学校で忙しくして、家や子どものことを忘れていたのではないか。Ｙさんは長女の死が自分のせいだと考えて、

自分を責めた。生きる気力を失い、教師をやめた。手帳に墓参りの欄を設け、毎日２㌔離れた墓に歩いて行き、欄にチェッ

クを入れた。あとは、瀬戸内寂聴さんの本を読むくらいの日々だった。 

初盆が来た。経をあげる住職が、あまりにも沈んでいるＹさんを見て、善意のつもりで言った。「そろそろ区切りをつけたら

どうですか。娘さんも安心できないでしょう」 

 この言葉がＹさんにはこたえた。「生きている間、何もしてやれなかっただけでなく、今も成仏できないように足を引っ張っ

ているのだろうか」。そのことを聞いてみたくて、京都・嵯峨野の寂庵に、瀬戸内寂聴さんを訪ねた。 

 「お墓に参らなくてはいられない気持ち、これだけは治す薬はないの。泣きたいだけ泣きなさい。それで娘さんが成仏でき

ないことはない。ただ、お墓には燃えかすが入っているだけよ。霊はあなたのそばにいるの」。そう言ったうえで、瀬戸内さん

は四国遍路を勧めた。 

 Ｙさんは最初、一般的なバスツアーの遍路に参加した。しかし、札所から札所へベルトコンベアのように運ばれていると感

じ、「何か違う」と考えた。その結論が、歩き遍路が入っているウォーキング・ザ・空海への途中参加だった。長女の死から１

年半がたっていた。 

 Ｙさんの遍路への動機は身近な人の死だった。身内の人の供養のために遍路をする人は多い。そうではなくても、お遍

路さんとして札所で亡くなった身内の供養のために般若心経をあげる人は大変多い。ただ、その死は親や兄弟姉妹であっ

たり、配偶者であったりする場合がほとんどだ。Ｙさんのケースは身内には違いないが、娘の死という深刻さがあった。通常

なら、親が先に死ぬのだが、順番が逆になっている。しかも愛娘である。 

「自分のことより、他人のことを優先させる子で、だれにでも好かれた」と言うほどの自慢の娘だった。そんな優しい子をほ

っておいて、仕事や自分のことばかり考えていたと考え、「自分が生きていることが許せない」とまで思いつめた。Ｙさんが遍

路を志した思いの中には、どこかに贖罪の意識があったのではないか。しかも自分は、命を失った抜け殻のような状態だっ

た。 

 Ｙさんは遍路の仲間にすぐに打ち溶けたわけではない。運の悪いことに、初参加の際には、たまたまＹさんと長女とほぼ

同じような年齢の母子がメンバーの中にいた。その親子が楽しそうに話しながら遍路道を歩くのを見て、涙が止まらなかっ

た。「私は遺影と歩いているのに」と。 

 １泊２日の遍路を重ねるうち、Ｙさんは次第に遍路仲間に入ってきた。一緒に歩くという連帯感がそうさせたのだろう。また、

夜になると女性参加者は相部屋で、互いの動機などを話し合う機会があり、それがセルフヘルプのグループのような働きを
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したことも影響したと思われる。 

 遍路仲間は悲しみの包まれているＹさんを、ほっておくことはなかった。家を訪ねて長女の仏壇の手を合わせる人がいた。

Ｙさんは仏像を彫り始めていたので、Ｙさんを自宅に招き、近くの仏師を紹介することもあった。実家のあるのどかな瀬戸内

海の島に招待する人もいた。 

 それで、Ｙさんの悲しみが消えたわけではない。しかし、結願の夜の宿でＹさんは２つの興味深い体験を、仲間に披露し

た。１つは五十八番仙遊寺（愛媛県今治市）でのことだった。  

Ｙさんは参拝した寺で、観音の仏像ばかりを探していた。亡くなった長

女の法要をした住職は「観音さんのような子やったなあ」と言った。その言

葉が耳に残っていたからだ。「四国に行ったら、娘さんに会えますよ」「あ

なたの愛する人は、あなたのすぐそばで感じられますよ」と話してくれた瀬

戸内寂聴さんの言葉も忘れられなかった。「魂の存在を感じられるように

なったら、心が安らかになる」と思っていた。 

 仙遊寺の境内に、大きな石仏の子宝観音が立っていた。見上げて、ハ

ッとした。「長女に会えるというのは、このことだったんや」。微笑む顔が、

長女にそっくりだと思った。 

 仙遊寺によると、仏像は今治市内の夫婦が建立した。一行が参る１年ほ

ど前のことらしい。子どもがなかった夫婦は「これからの方々が、子どもに

恵まれるように」との願いを込めた。その１年後、つまり一行が参拝したこ

ろに、２人は相次いで亡くなったという。 

 ２つ目は七十五番善通寺（香川県善通寺市）で、御影堂の地下の真っ

暗な場所を歩く戒壇巡りをした時だった。暗闇に身を置くと、心の中で思

っていることが浮かんできた。「あの子がいたら」。そう思うと、真っ暗な中

で鮮明に浮かんできて、声もはっきり聞こえたという。愚にもつかないことのように聞こえるが、Ｙさんにとっては確かに見え

たのだろう。強く思っているからこそ浮かんだとも言えるが。 

 Ｙさんにとっては、２つの不思議な体験によって、遍路の目的は達したとも言える。瀬戸内寂聴さんは「四国に行けば娘に

会える」と言って送り出してくれた。Ｙさんは２つの寺で、長女に会ったと感じた。それはＹさんが願った、魂の存在を感じら

れるようになること、だったのかもしれない。特に善通寺の戒壇は、四国の洞窟霊場と同様に、暗闇に入ってまた出てくるこ

とで、蘇りの思想に結びつく。暗い場所は母親の胎内で、そこから出ることは生まれ変わりを意味するともいえる。 

 四国遍路のことを、「お四国病院」と言うお遍路さんがいる。心が疲れた時に遍路をすると治る、という意味を込めている。

Ｙさんのケースも、遍路は一定の力を与えたと推測できる。しかし、完全に蘇ったわけではなかった。Ｙさんは結願のあと、

歩き遍路に出た。遍路ツアーは、歩き遍路への準備でもあった。まだまだ、「お四国病院」の力が必要だったのかもしれな

い。 

Ｙさんは歩いて巡拝の途中、仙遊寺で子宝観音を建立した夫妻の墓参りをしたという。長女に会わせてくれた人へのお

礼の報告でもある。それは蘇りのためには、どうしても必要なことだったのではないか。 

 一方でＹさんは、同じ市内の女性Ｔさんを遍路旅の仲間に引き入れた。Ｙさんの次女とＴさんの次男が、学校の同級生だ

った。次男は白血病のため、20歳で亡くなった。子を失った者同士の共感が遍路に誘ったのだろう。Ｙさんが、四国や遍路

 

写真 03.仙遊寺の境内に立つ子宝観音 
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が持つ力を感じていたので、そのことを同じ境遇の人にも感じてもらおうとしたに違いない（写真 03）。 

 

５．夫の死と遍路 

 次は大阪市のＫ子さんという女性を取り上げる。やはり「ウォーキン

グ・ザ・空海」の１周目のメンバーだった。五十一番石手寺（愛媛県松

山市）で参拝の最中、数珠を落とした。拾った人がすぐに私たちのグ

ループに届けてくれた。数珠が男物だったので聞いてみると、亡くなっ

た夫のものだった。以下はＫさんの話から構成した。 

 Ｋ子さんは会社勤めで、夫は自営業だった。夫に不整脈が出た。一

緒に病院に行くと、肺がんが見つかり、間もなく医師から「あと半年」と

宣告された。やがてその時期が来た。Ｋ子さん日記が残っている。 

 <７月 28 日。今日の夜から強い睡眠剤を使用する。その場合、対話

をすることは不可能になり、数日で眠りのうちに死に至ることになる。> 

 Ｋ子さんは、医師の説明を受け、薬の投与に同意した。 

  <29 日。「Ｋ子」と叫び出す。> 

  <30 日。一晩中眠り続ける。> 

  <31 日。２時 26 分没。（大きな字で書かれている）> 

 ６７歳の死だった。Ｋ子さんは、「夫のために何もしなかった」との思い

にさいなまれた。夫はすべて自分の都合に合わせてくれた。「老後は

一緒に過ごそう」と言ってはいたが、生きている間は自分優先、仕事優

先だった。「人間って永遠じゃないのに」と悔やんだ。 

夫は「いずれ年をとったら、お遍路をやってみたい」と夫は話していた。「それもいいね」とＫさんは答えた。しかし、それは

実現しなかった。その申し訳なさが、ウォーキング・ザ・空海へと向かわせた。夫の死から３年足らずの日が過ぎていた。そ

の時点で、遺骨を墓に納めることができず、仏壇に置いたままだった。 

Ｋさんと一緒に回ってはいるのは数珠である。これはＹさんが長女の写真を持って巡拝したのと共通する。２人に限らず、

亡くなった人にちなむものを携行して遍路をする人にはしばしば出会う。 

ただ、Ｋさんの場合はもっと深刻度が強い。夫の最終局面で、夫に代わって死を受け入れたからだ。そのことで、「夫の

死を、私が決めた」と思い詰めることになった。だから、「自分が生きていることが申し訳ない」と責める。さらに、「自分を極

限まで痛めつけたい」と考えた。その行き着く先が歩き遍路で、ウォーキング・ザ・空海は本番への足慣らしだった。 

Ｋさんは結願を果たしたあと、１人で歩き遍路に出た。良い遍路道だけを歩くツアーでは、夫に対してなしたこととの関係

で、不十分だったのではないか、と自分に問いかけ続けた。すべての行程を歩いて、自分を痛めつけてやっと、夫への償

いが終わると考えたに違いない。自分が再び生きていくこと、自分の再生は、その時から始まる、との思考になったと思える。

ここでも、遍路が再生システムとして機能していることを示している（写真 04）。 

 

 

 

写真 04.お遍路さんは雪の中を歩くこともある（六

十五番雲辺寺で） 
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６．病気と遍路 

 もう１人の例として、和歌山市の男性、Ｈさんを取り上げる。第５シリーズお最初のうちだけ参加した。 

 Ｈさんは大きながんの手術をした。自分の死も覚悟したうえでの手術だった。手術は施行し、強い生命力も加わって、回

復の道をたどった。ウォーキング・ザ・空海に参加したのは、大手術からまだ３カ月したたっていない時だった。Ｈさんは強

引に、医師に許可を求めた。医師はＨさんを留めることはできなかった。 

 Ｈさんの遍路は、病気回復のお礼参りの性格を帯びる。「いったんはあき

らめた命」だったのに、生きている。その喜びと不思議さを考えるとき、何ら

かの目に見えない力が働いたと感じ、その力への敬虔な思いとなる。 

 では、なぜ遍路なのか。Ｈさんは和歌山に住んでいることもあり、高野山

への信仰心が強く、しばしば参拝に出かけていた。高野山は真言密教の聖

地として、空海が開いた。お遍路さんが結願したあと、お礼参りに行くのが

高野山だ。Ｈさんが見えない力を「お大師さん（弘法大師）」に結びつけたこ

とは不思議ではない。 

 Ｈさんはボーイスカウトにかかわっていたこともあり、体力や歩くことには自

信があった。しかし、何といっても病み上がりの身。風呂に入ると体ややせ

ていて、食は細かった。睡眠を十分に取るなど、体調管理に気を使っての

参加だった。 

 直接的な動機の１つは、２回目に組み込まれていた十二番焼山寺への遍

路転がしを歩くことだった。十一番藤井寺との標高差は７００㍍前後だが、

実際の道は登って下りて、登って下りて登るので、登る高さを加えていくと１

０００㍍は超える。そこを歩くことができれば、自分自身の中では「全快」と認

めようとした。 

 Ｈさんは遍路転がしを乗り切った。自信がついたのだろう、遍路ツアーは２回で離れ、間もなく１人で歩き遍路に出た。先

の２人は区切り打ち（何回かに区切って参拝）と違って、通し打ち（１回で全部参拝）だった。ただし、途中で１回は医師の診

断を受けるためなどで、いったん和歌山へ帰り、また四国へ舞い戻るという行程だった。Ｙさんにとっても遍路ツアーは、歩

き遍路へのステップだった。 

 先の２人は身内の死が、遍路への動機づけになっていたが、Ｈさんのケースは自らの病気だった。しかし、人の死と生が

からんでいるのは共通している。 

先の２人は、かけがえのない人の死が自らを追い詰め、その悲しみと苦しみの底からの再生を、遍路に求めていた。Ｈさ

んは重篤な病気だったが、見事に蘇った。自分の中での再生に成功したことになる。そうさせた力は、自らの生命力と医療

の力ではあるが、それだけでは説明できないとして、お大師さんや遍路に答を求めたと分析もできる（写真 05）。 

 

７．まとめ 

 紹介したのは、わずか３人ではある。「死と再生」の視点で述べ、そのためのシステムが遍路にはあるということだ。そのこ

 

写真 05.十二番焼山寺への「遍路転がし」

の道にある杉の巨木 
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とを、多くのお遍路さんが感じているように思う。遍路ルートが円となっていて、結願するとまた一番に戻れるように組まれて

いるのは、再生や蘇りを象徴しているような気がする。 

 ＹさんとＫさんは歩き遍路が終わった後も、遍路の仲間としばしば顔を合わせる。蘇りのシステムの中には、遍路仲間の存

在も組み込まれているようだ。辛い遍路道を一緒に歩くことで、連帯感が生まれからだ。 

ある遍路の夜、ある参加者が食事のあと、「その名を呼べばこたえてし 笑顔の声はありありと 今なお耳にあるものを 

おもいは胸にせき上げて……」と、追弔御和讃を披露した。Ｋさんの目には涙が浮かんでいた。それは長女を思い出した

からではあるが、追弔御和讃が自分のために歌われていることが分かり、仲間の優しさを感じたからであろう。お遍路賛同

士という共通性が、辛く悲しい心を蘇らせるために、大きな力となるはずだ。 

 Ｈさんが１人で高知県を歩いている時、遍路のバスツアーと偶然の遭遇したことがあった。Ｈさんと仲間は偶然ではあるが、

仕組まれたような再会を喜んだ。Ｈさんは結願したあと、遍路ツアーの戻ってくることがあった。完全の自分が蘇ったことを

仲間にみせ、歩きながら再生していう過程を話したかったに違いない。 

 遍路に出る動機の１つに、自分の見つめ直しがある。再生という大げさなものではないが、再出発という点で似ている。こ

のパターンの人は多い。 

一番霊山寺の住職、芳村超全さんは言う。「歩くのは退屈じゃよ。だから自分と対話するようになる。もう一人の自分が冷

静に見ているのに気づく。空海はその本当の自分にすがれ、と説いている。自分こそが導いてくれる」。遍路で歩くことが、

見つめ直すうえで好都合だと語っている。 

 結願したあと、Ｙさんは告ぎのように話した。 

「重いもの」を持った人と胸の内を分かち合い、笑いが絶えない人には救われた。みんな「ぐじぐじした話」を聞いてくれた。

「一緒にいると、少し元気が出る。遍路道はしんどいが、歩いていると、どうしよもなく落ち込んでいくことはない」。それがお

四国病院と呼ばれるゆえんであり、再生と蘇りの装置の実感だといえる。 
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1.はじめに 

 本稿では、企業の環境問題への対応が叫ばれる中、企業活動における環境汚染の管理・保全の重要性を概説し、環境汚染を管

理・保全する上において環境保険（本稿では、環境汚染賠償責任保険、土壌汚染浄化費用保険、医療廃棄物排出者責任保険、産

業廃棄物排出者責任保険、を環境保険と定義する）を活用する有効性を検証するとともに、環境保険の現状と普及上の問題点を考

察し、この現状を踏まえた上で、環境保険を経営戦略として活用したビジネスの展望を探求し、企業側と保険会社側に対し、環境保

険が企業経営において環境戦略となり経営戦略としての役割を担う存在となることを提言したい。 

 

2.環境汚染管理・保全の重要性 

企業にとっての環境管理・保全の重要性を論じるにあたって、経営者が環境汚染の管理・保全を経営上のリスクと理解することが

重要となる。環境リスクが経営上のリスクとなって現われることを認識する必要がある。もし、この認識を怠った場合、企業経営はどの

ようになるであろうかを具体的な事例に基づいて考察していきたい。 

環境リスクについては、各論者が立脚する学問分野に規定されつつ、広狭様々な定義が見出される。そうした環境リスクについて、

本稿では、主題とする環境保険との関わりに即して、大泉光一（1995）に倣い、「企業が事業活動を行う中で、何らかのかたちで環境

汚染を発生させ、もしくは環境汚染に関与したために、結果として生態系や人々の健康的な生活に悪影響を及ぼし、その責任を追

及され、損害賠償をはじめとする様々な負担を被るリスク」（129 頁参照）という観点から、主として捉えていくこととしたい。   

 我が国において、環境汚染については歴史的に見ても、「熊本水俣病」をはじめとする加害企業が被害者に対して悲惨な損害を

起こした事件が多く発生した。「熊本水俣病」では加害企業であるチッソは 1 企業としての支払い能力をはるかに超えた多額の損害

賠償金や浄化費用等の補償を負担することを余儀なくさせられた。巨額の負債を抱えながら行政による支援を受けながらもいまだ存

在し続けなければならないことを考えると、企業における環境汚染の管理・保全の重要性が想起されてくるであろう。 

「熊本水俣病」の事例では概略の説明に留めたが、環境リスクがときとしてどれほど莫大な金額にのぼるかを理解するために、我

が国から著名な公害事件を 1 つ取り上げてみよう。 

 我が国における事例として、イタイイタイ病を取り上げていきたい。周知の事件なので経緯は省略し、畑明郎（2007）により簡潔にま

とめられた補償費用等のみを表に紹介する。巨大企業の三井金属鉱業株式会社にとっても大きな打撃であったにちがいない。と同

時に、中小企業であればとても負担しきれない金額であることは一目瞭然であろう。しかも、産業廃棄物問題に即して考察するように、

中小企業の不法なビジネス活動に由来して巨額の被害が発生することは十分に生じうる。さらに、これほどの金額にはのぼらなくとも

中小企業には耐え切れそうもない規模の負担が既に少なからず発生しつつあることは、アスベスト問題に即して見るとおりである。の

みならず、ブラウンフィールド問題に関わって、たとえば古くから営まれてきた町のクリーニング店や零細なメッキ工場に同種の懸念

がないとは言えない。 

 

表 2-1.イタイイタイ病の費用負担 

費目 金額 

（億円） 

三井金属鉱業

(株)負担金額 

（億円） 

三井金属鉱業

(株)負担率 

（%） 

備考 

人体被害補償 78 78 100 1971 年～97 年累計 
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農業被害補償 170 170 100 1971 年～96 年累計 

土壌復元費用 220 86 39 1979 年～97 年累計 

公害防止投資 126 126 100 1970 年～98 年累計 

そ の 他 18 18 100 行政経費弁償金・公害防止協定 

合  計 612 478 78  

       出所：能川ら（1999）等から畑作成、畑明郎・上園昌武編著（2007）『公害湮滅の構造と環境問題』14 頁、に基づき筆者が一部修正。 

 

したがって、さしあたり上記のように定義したからといって、環境リスクは加害企業のみにとってのリスクとはかぎらない。当該企業が

負担しきれなければ、健康被害を受けた人々や破壊された生態系がリスクをツケ回されることとなる。あるいは、そうした人々や生態

系を救済しようとすれば、国や地方自治体が費用を拠出せざるをえなくなる。つまり、納税者がリスクを負担することとなる。そのため、

企業間でリスクをシェアする保険という仕組みを環境リスク管理にどのように活かせるかが、よりいっそう注目されることとなるのである。

その環境リスクについて、先述の大泉（1995）は、企業が被る影響に従って、次の 4 つに大きく分類している。「①刑罰リスク、②浄化

責任リスク、③操業停止リスク、④企業イメージ低下リスク」（133 頁参照）である。すなわち、企業活動における環境汚染の管理・保全

を怠るとまず刑事上のリスクが発生する。続いて民事上では浄化責任のリスク、行政上では操業停止のリスクが発生し、最後は社会

環境として企業イメージの低下となり企業の社会的責任に及び長年において築き上げた信用の失墜につながっていくと考察する。 

以上、環境汚染管理・保全の重要性について概説してきた。環境汚染管理・保全の役割の一端を環境保険に求めようというのが

本稿の趣旨であるが、その現状はどのようになっているかを次節で検証していきたい。 

 

3.我が国の環境保険の現状と普及上の問題点 

３‐１．環境保険の持つ重要な３つの機能 

 環境経済学での主流的見解に従えば、環境問題に効率的に対処するためには直接規制に依拠するよりも市場経済システムを効

率的に活用すべきであるということになる。しかしながら、環境問題は多様な要素が絡み合った総体的、複合的な事象である。その

ため、市場経済システムに依拠しても必ずしもうまく制御しきれるものではないことも理解しておく必要がある。いずれにしても、環境

問題を解決する上で市場経済システムに依拠した手法が大きな役割を果たすことは疑いえない。そして、環境保険はその手法とし

て有力な選択肢の 1 つにほかならない。というのは、環境保険は一般的に次のような 3 つの機能を期待することができるからである。 

 

1）ひとたび環境汚染事故等を引き起こした場合、あるいは不法投棄された廃棄物に排出元として間接的に関連した場合でさえ、企

業は賠償責任を負わされかねない。それはときとしてその企業の存立を脅かしうるほど巨額にのぼる。環境保険はいずれもの企業が

大なり小なり曝されているそうしたリスクを諸企業間でシェアさせ、企業経営の安定化に寄与する。 

２）環境保険は、環境汚染事故等が発生した場合、企業の負う損害賠償金や浄化費用等を補償し、企業の賠償資力を支える。この

ように、被害者の早期救済に道を開き、損なった生態系の回復を促進する等、環境紛争を速やかな解決に導くことに寄与する。 

３）環境保険は加入の際の審査や環境に優良な企業に対する保険料の割引制度等を通じて、企業の環境保全意識を高め、企業に

環境配慮行動を促すインセンティブを与える。その結果、社会的には、環境配慮型社会システムへの転換を誘導するという効果を

有している。 

 以上、環境保険の優れた特徴を概説してきたが、次に、これを巡る動向はどのような状況かを辿ってみたい。 
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３‐２．環境保険を巡る動向 

大きなリスクである環境リスクに対して、我が国における環境保険の販売状況は芳しくない。民間の保険に頼らなくても民間保険に

代わる政府規制や補償制度等が十分備わっていれば、問題はないが、我が国においてはそれらが十分備わっているとはいえない。

我が国は、米国のように訴訟社会でもなく、スーパーファンド法というような厳格な法律によって賠償責任を問われる法律がない。こ

のような中で、企業は環境リスクに対して、ほぼリスクを保有する形（自家保険）となっており、中小零細企業はもとより、大企業も

100％リスクにさらされている。我が国における環境汚染賠償責任保険は、土壌・地下水汚染に限っていえば、強制的な浄化義務を

課すような法制度が未整備であり、情報公開等も行われておらず実態把握が難しい。以上を背景として、環境汚染賠償責任保険は、

企業のニーズを喚起できず、保険加入の際のアンダーライティングの難しさからほとんど、普及しない状況であった。 

先述の環境保険のメリットをまとめると、①被保険者である企業の賠償資力を確保、②環境汚染の早期浄化と被害者の救済に寄

与、③引き受け時における事前調査には、環境監査としての側面も認められる、④企業の環境保全機能を有する制度として評価で

きる。 

以上のように環境保険は優れた機能を有しているにも拘らず、普及していない実状が明らかとなった。そこで、続いてどのような理

由で普及しないのか、問題点は何かを探っていきたい。 

 

３‐３．環境保険が普及しない理由と問題点 

保険を購入する企業側（需要側）と保険を提供する保険会社側（供給側）と双方から、環境保険が普及しない理由を理論的にあげ

れば以下の通りである。 

企業側からの問題点は、①保険加入に際して、保険契約の締結に伴ういくつかの不便･不都合がある。契約前に保険会社による

第三者的審査手続の中で、徹底した汚染源データの開示が要求されること、②個別対応で事前の環境監査・リスク診断に時間がか

かり、結果的に引き受けが行われなかった場合、企業のイメージが低下すること、③長い審査期間を経て締結に至ったとしても、経

常的に行われる環境監査では、企業側の費用負担の下で保険会社のモニタリングを常時受ける必要があること、④環境監査のコス

トは企業側の負担であること、⑤高額の保険料の割にもかかわらず、事故に対する賠償金のうちの自己負担額の割合が高く、保険

料というコストに対し保険のメリットが十分であるかコストとベネフィットが納得しにくいこと、⑥環境保険で保険金を支払った事例が少

なく、環境汚染の実態とそれに伴う企業のダメージの全容を把握できないこと、等である。 

これらの結果、環境問題を自社にとって切実な経営問題と認識できず、環境リスクが経営者に浸透していない。  

一方、保険会社側からの問題点は、①「逆選択」の可能性が大きい。環境汚染賠償責任保険の需要は、汚染の危険度の高い企

業・業種にかたよるおそれがあり、保険会社は引き受けに消極的にならざるをえないこと、②「モラル・ハザード」の可能性もあること、

③米国における問題状況から、環境保険引き受けに対して消極的であること、④データが少なく、制約されている中、リスクに見合う

保険料の定量化ができないこと、⑤再保険の手当てが困難であること、⑥漸進的に（蓄積性のある）汚染が進行し、一時に拡大する

汚染はリスク評価が困難であること、⑦環境汚染発生時、加害者、被害者の特定が困難で損害査定に困難を伴うこと、⑧環境汚染

に対する法律の支払基準の厳格化に伴う保険の担保範囲の拡大が生じる可能性があること、⑨環境保険の難しさから会社の経営

方針として引き受けない会社が多いこと、等である。 

以上我が国において環境保険が普及しない要因を述べてきたが、環境保険が普及しない需給両面の理由は想定されるものの、

どの理由が大きいか等、現実の状況は不明である。 

環境保険市場は、保険会社が企業と個別対応で、リスクの測定や契約内容の設定、保険料の設定等を行うため、企業秘密の範
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疇となり情報が公開されることが少ないことが大きな障碍となっている。このような多くの障碍がある中で、保険会社がそれでも環境保

険を引き受ける理由に基づいて、環境保険が経営戦略となりビジネスとなることを展望、考察していきたい。 

 

4.保険会社が環境保険を引き受ける理由 

以上のように保険会社側が環境保険引き受けに対して厳しい状況の中、桑名謹三（2006）の保険会社へのアンケート調査に基づ

いて、それでも保険会社が環境保険を引き受ける理由を検証する。この調査で環境保険を引き受ける会社が 8 社存在する。非販売

会社についても今後のことを想定して回答を得ている。保険会社の経営戦略に関するものであり、経営方針、営業施策上、環境保

険で被る損失を度外視したもので、企業との総合取引の中から長い友好関係を生み出すものである。この総合取引に基づき、桑名

（2006）は、「①多少損失が出た場合でも保険料運用益でカバー、②潜在的な優良マーケットへの先行投資、③環境リスクに係わる

保険を積極的に販売することから契約者である企業の他の種目の保険のシェアの拡大によって環境リスクに係わる保険の損失以上

に利益が得られる、④環境リスクに係わる保険を積極的に販売することによって環境リスクに強い企業イメージの向上、⑤内部統制

など企業のリスク管理の強化が叫ばれる中、企業のリスクコンサルタントの地位を獲得する」（94 頁－95 頁参照）等の 5 点をあげてい

る。以上の点から、我が国の保険会社は、環境保険単独での引き受けには懐疑的であるが、契約者との保険取引状況により引き受

けることとなる。保険会社側は、中堅企業以上の企業について、リスクをある程度抑制し、引き受けを行うことにより環境保険が経営

戦略、ビジネスとなるであろう。最後に、企業側、保険会社側はともに環境保険が経営戦略としてビジネスに役立つ存在になることを

検討していきたい。 

 

5.おわりに 

環境保険が普及しない理由と問題点等を上げ、それでも環境保険を経営戦略として引き受ける保険会社が存在し、これがビジネ

スとして役立つ環境保険普及への大きな展望となることを論述し、企業側と保険会社側ともに環境保険が経営戦略の役目を果たし

ビジネスとして、役立つことを検討していきたい。 

まず、企業側は、環境リスク管理を経営上の重要なリスク管理として位置づけ、環境保険という 1 手法を経営戦略として活用するこ

とにより環境リスクを管理する有益性を考えることが重要である。もはや企業は経済性、社会性のみだけではなく環境性、倫理性、リ

スクマネジメントを無視して企業経営を行うことはできない。企業の環境への配慮は、経営戦略となり、企業の業績や格付け、株価な

どにも関係し、企業の倫理、信用問題、社会的責任にも通じるものである。企業は、環境保険を活用することにより経営戦略として、

環境問題に積極的に対応し環境経営に真摯に取り組むことにより環境保険を活用した大きなビジネスチャンスを構築することになる。

企業は環境保険を契約できること、保険会社に環境保険を引き受けしてもらうことが、経営戦略につながり環境に配慮している証とな

り信用にもつながり、結果として企業価値、企業の環境価値、格付け、株価等を高め、ビジネスになることを認識することが企業の繁

栄に結びついていく。 

一方、保険会社側は、リスク評価制度の改善を中心に、市場性を高める諸工夫が環境保険ビジネスにつながるであろう。環境格

付および ISO 14001 認証取得を活用して加入時審査を簡便化する等がビジネスに役立つ手立てとなるであろう。もう 1 つ加入時審

査を簡便化しうる手法として、保険会社側が担保するリスクを限定する等、保険設計上の工夫が経営戦略となりビジネスチャンスとな

るであろう。簡易な審査で引き受けを行う保険会社の動向は、経営戦略として今後のビジネスに役立つ環境保険への大きな動きとな

るであろう。また、保険会社は経営戦略としてリスクを評価し環境保険を引き受けることが環境リスクに強い会社、環境問題に力を入
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れている会社として、企業イメージの向上、リスクコンサルタントの地位の確保につながるとともに、他産業の環境負荷への低減に寄

与し大きな社会への貢献となり社会的に意義あるビジネスにつながっていくこととなる。   
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少子高齢時代の年金制度 ―公的年金制度は崩壊するのか― 

八木 誼信（産経アドス） 

Pension age of a Declining Birthrate and Aging Population 
-Or the Collapse of the Public Pension System- 

 Yoshinobu YAGI 
 

ABSTRACT 
The history of Pension Policy of our country dates back to a military pension of 1875. But, it is 

1944 that "Welfare annuity insurance" for current general office workers started. And "National 

Pension Law" that I intended for all nations, and the nation could receive a pension was established 

in 1959. And it was carried out in earnest from April, 1961.  

The "pension insurance for the whole nation" system of our country was established. However, 

such a public pension system faces a crisis of the collapse now. The biggest factor is low birthrate 

and aging. The pension policy of our country adopts "a pay-as-you-go financing plan" not "an 

accumulation method".  

I decided to consider the present conditions and the problem that a public pension system faced 

first. I look only a pension in the face and there is not it and should examine the taxation system 

and medical care, care, welfare from every angle.  

 
キーワード：年金制度・少子高齢化・公的年金・厚生年金・共済年金。 

Keywords：Pension Policy, Low Birthrate and Aging, Public Pension, Welfare Annuity,  

Mutual Pension 
［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 

 

１．はじめに 

  わが国の年金制度の歴史は明治 8（1875）年の軍人恩給にまで遡るが、現行の一般サラリーマンを対象とし

た「厚生年金保険」がスタートしたのは昭和 19（1944）年のこと。そして、全国民を対象とし、将来すべての国民

が年金を受給できるようにした「国民年金法」が昭和 34（1959）年 11 月に制定され、同 36（1961）年 4 月から本

格実施された。ここに、わが国の「国民皆年金」体制が確立されたわけである。 

  しかし、こうした公的年金制度が今、崩壊の危機に直面している。その最大の要因が少子高齢化だ。わが

国の年金制度は「積立方式」でなく「賦課方式」を採用している。つまり自分が納めた保険料が積み立てられ、

将来それを財源に年金を受給するのではなく、今納めている保険料は現在年金を受給している高齢者のため

に使われている。年金を受給する高齢者が少なく、保険料を納める若い働き手が多かった昭和 30（1955）年代、

40 年代はそれでよかったが、少子化が進む一方で６５歳以上の老齢人口が 3000 万人を超えるようになってき

た今日、制度そのものを支えられなくなってきたというのが現状だ。 
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  昨年の民自公の３党が合意した「税と社会保障の一体改革」のもとに発足した「社会保障改革国民会議」が、

タイムリミットとされる８月２１日までに、どんな抜本改革を打ち出すのか注目されるところだが、その前に公的年

金制度が直面している現状と課題について、考察してみることにした。 

 

２．公的年金のしくみ 

  わが国の公的年金は３階建てになっている。１階部分はすべての国民共通の「国民年金保険」、２階部分は

サラリーマンが加入する「厚生年金保険」又は公務員や教職員が加入する「各種共済年金」、３階部分は通常

の年金に上乗せを求めて加入する国民年金基金などの「基金」である。これから年金制度について考える際、

ベースとなるのでそれぞれの制度の概要を紹介しておきたい。 

 

2-1.国民年金 

２０歳以上６０歳未満の日本に居住するすべての人が加入対象（強制加入）。加入者（被保険者）には３種類

あり、自営業者や学生などは第１号被保険者、会社員や公務員は第２号被保険者、会社員や公務員の妻で専

業主婦をしている人は第３号被保険者と区別されている。 

国民年金の保険料は月額１４，９８０円（平成２４年度）。２０歳から６０歳になるまで４０年間、保険料を納めた

人が受給できる老齢基礎年金の満額は年額７８６、５００円となっている。支給開始年齢は６５歳だが、申請すれ

ば６０歳から繰り上げ受給することができる。その場合、１か月繰り上げるごとに０．５％減額される。 

 

2-2.厚生年金、共済年金 

被用者年金と呼ばれ、会社員は厚生年金、公務員や学校の教職員はそれぞれの共済組合に加入する。また

同時に、これらの人は国民年金にも加入（第２号被保険者）していることになる。従って、６５歳になれば国民年

金から老齢基礎年金を受給するのに加え、老齢厚生年金、または老齢共済年金を受給することができる。 

厚生年金の保険料は国民年金のように定額でなく、毎月の給料（標準報酬月額という）に一定の料率（平成２４

（2012）年度は１６．７６６％）を乗じた金額を労使で折半する。 

 

2-3.３階部分にあたる基金 

将来、少しでも多くの年金を受給できるよう①②の年金にプラスして加入するもので、国民年金基金、厚生

年金基金などがある。企業単独、または同業者などが集まって基金を設立するケースもあり、別途保険料を徴

収して運用している。 

 

３．少子高齢化がもたらすもの 

先に述べたように、わが国の公的年金制度は「積立方式」でなく「賦課方式」を採用している。年金受給者が

少なく、保険料を納める若い働き手が多い時代は財源にゆとりがあるが、少子高齢化が進むと逆にひっ迫して

くる。 
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 具体的に例を挙げると、昭和４０（1965）年には９．１人で１人の年金受給者を支えていたが、最近では３人で

１人を担ぐ「騎馬戦型」になっている。そして、さらに高齢化が進む４０年後には１人で１人の受給者を支える、

いわゆる「肩車型」になると予想されている。もはや現役世代だけに頼っていては、年金制度の崩壊は避けら

れない。 

現に学習院大学の鈴木亘教授は、国が何の対策も取らなければ１１０兆円とも１２０兆円ともいわれる厚生年

金の積立金もあっという間に目減りし、２０数年後には枯渇すると警告している。それでは年金制度崩壊を回避

するためにどんな対応策が考えられ、実施されようとしているのか。次の項で見てみよう。 

 

４．年金制度の崩壊を回避するために 

 

４-1.保険料の引き上げ 

  第一に考えられるのは保険料の引き上げだろう。実はこの保険料の引き上げは、平成１６（2004）年の年金

改革で平成２９（2017）年まで毎年引き上げられることが決定、現在進行中だ。厚生年金の保険料は平成１６

（2004）年から毎年、０．３５４％引き上げられ、平成２９（2017）年の保険料率は１８．３％（労使で折半）になる予

定だ。一方、国民年金の保険料も毎年２８０円引き上げられ、平成２９（2017）年度には１万６９００円になる。 

  

４-2.支給開始年齢の引き上げ 

  厚生年金の支給開始年齢は現在６５歳からと決められている。しかし、かつては６０歳から支給されていたた

め、経過的措置として１歳ずつ段階的に引き上げられつつあるのが現状。完全に６５歳支給に移行するのは昭

和３６（1961）年４月２日生まれ以降の男性（女性は５年遅れの昭和４１（1966）年４月２日生まれの人）からだ。 

 支給開始年齢の引き上げは、年金の財源の枯渇を引き延ばす効果があるが、近年、６５歳支給をさらに６８歳

に引き上げようという動きがある。一昨年秋、厚労省がそうした案を打ち出したが、世論の反発が大きく棚上げ

状態になっている。 

この４月から高年齢者雇用安定法により、年金の支給開始年齢に合わせて６５歳までの雇用確保が義務付

けられたばかり。さらなる年金支給開始年齢の引き上げは、再び定年年齢の引き上げ、または定年制の廃止と

いった問題を提起することになろう。 

 

４-3.年金支給額の引き下げ 

  国民年金の老齢基礎年金は、２０歳から６０歳まで４０年間保険料を納めて年額７８６，５００円（月額６．５５万

円）が支給される。この額で老後の生活を維持していくのはかなり厳しく、この年金額を引き下げることは世論

の反発もあり難しいだろう。逆に、満額の基礎年金をもらえない低年金者には消費税が１０％に引き上げられた

後の平成２７（2017）年１０月から、保険料の納付期間に応じて月額５０００円を加算する法律が昨年１２月に成

立しているくらいだ。 

  しかし一方で、現在の年金受給者は「もらい過ぎ」という声も上がっている。夫が平均的な給料で４０年間勤

務、妻は専業主婦というモデルケースで、この夫婦が老後にもらう年金（国民年金と厚生年金の合計）は月額２
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３．２万円、年額にすると２７８．４万円になる。 

  「月２３万円ではぎりぎりの生活。これ以上引き下げられたら死活問題だ」という年金受給者に対して、増え

続ける非正規雇用者のほとんどは年収２００万円を下回る。この現状を見ると「今の年金受給者はもらい過ぎ」と

いう声が上がるのも分からないではない。 

  保険料の引き上げと引き換えに、年金受給額の引き下げも検討課題になってくるだろう。   

 

４-4.消費税の引き上げ 

  昨年、民自公の３党合意により消費税の引き上げが国会を通過した。平成２６（2014）年４月に３％、翌２７

（2015）年４月にさらに２％引き上げて１０％にするというものだ。引き上げる５％分は、年金をはじめ医療、介護

など社会保障関係にあてるという。 

 しかし、これくらいの引き上げではとても現在の年金制度、医療制度を維持していくことはできない。少なくとも

さらに数％以上の引き上げが必要だ。 

 

５．優遇される生活保護と年金との関係 

  年金崩壊を回避するための方策をいろいろ見てきたが最近、クローズアップされてきたのが生活保護との

関係だ。 

  生活保護は高齢で働けない人、働きたくても病気で働けない人、母子家庭で子育てのため働きに出られな

い母親など、さまざまな理由で収入を得られない人達の最後のセーフティーネットである。 

  その額はそれぞれの事情や家族構成、地域によって異なるが、生活扶助で月額７，８万円、住宅扶助で４，

５万円、合わせて１２万円から１３万円の生活保護費を受けている人もいる。 

 国民年金に加入している自営業を営む人が４０年間、保険料を納め続けて受給できる老齢基礎年金は、これ

までにも示してきたように年額７８６，５００円、月額６．５５万円である。つまり、保険料を全く納めなくて生活保護

を受けた方が受給額だけをとってみれば得ということだ。しかも生活保護を受けている人は、医療費も無料とい

う特典もある。 

  これらの矛盾を今後、どう解決していくのか。年金、医療、介護、子育て支援、税制など総合的な対策が喫

緊の課題となっている。 

 

６．おわりに 

  公的年金制度の現状と直面している課題についてみてきた。年金制度の改革には痛みを伴うケースがほと

んどで、そこには俗にいう「得する人」と「損をする人」が発生する。したがって、どんなに良いと思われる改正も

必ず反対意見が出てくるため、これまでは小手先の手直しに終始し、抜本的な改正は先送りされ続けてきた。

しかし、もう猶予はない。わが国の社会福祉制度全般を睨んだ根本的な制度改革が、早急に求められている。 

 将来の年金制度の破たんを想定させるひとつの事例がある。国民年金の保険料未納者が増加し続けている

ことだ。国民年金の保険料を直接納付するのは、自営業者や２０歳を過ぎた学生などの第１号被保険者である。
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サラリーマンや公務員などの第２号被保険者は毎月の給料から天引きされるので、未納ということは通常ありえ

ない。しかし、自ら納入しなければならない第１号被保険者にとっては、何十年先の年金よりも現在の生活が第

一ということで滞納してしまうことになる。 

 厚生労働省が平成２３年度に行った実態調査によると、第１号被保険者１７３７万人のうち、保険料の完納者

は６６８万人で３８％に過ぎない。一部納入者１７６万人を合わせても４８．６％で、５０％を下回っているのが実情

だ。また、所得が少なくて納付を免除されている人、学生で特例免除されている人は合わせて４００万人を超え

る。 

 保険料の未納者、滞納者、あるいは免除者は将来、年金を受給できても満額はもらえず低年金者になるか、

最悪の場合「無年金者」となる。結果として、前項で触れた生活保護受給の予備軍とならざるを得ない。今、生

活保護の受給者が２１４万人（平成２４（1949）年１０月現在）を突破し、６か月連続で過去最高を記録したと騒い

でいるが、この状態を放置すれば４００万人にも５００万人にも膨れ上がってしまうだろう。そこに投入されるのは

税金である。 

 こうした状況を打開するにはどうしたらよいのか。ひとつは国民年金の保険料の徴収率を高めることだ。生活

が苦しくて本当に保険料が払えないのか、払う余裕があるのに今の生活を謳歌したいために納付しないのか、

見極める必要がある。個人情報を把握し一元化しようという「国民総背番号制」の導入が議論されている理由の

ひとつでもある。 

 一方で、税金ですべてを賄おうという考え方がある。最低保障年金の導入だ。民主党は先の政権奪取の際

のマニフェストに、一定の年齢に達した全国民に月額７万円の年金を支給することを掲げた。一見、支持され

そうな案に見えるが、民主党のこの政策の実現には、今回の消費税１０％への引き上げに加えて、さらに７％の

引き上げが必要と言われている。他に医療や介護など社会保障費の増大を考えると、非現実的と言わざるを

得ない  

 保険料の引き上げには限度があり、税金の投入にも財源が限られる。そうなると、先に述べてきたように支給

開始年齢の引き上げや支給年金額の引き下げなど、総合的に検討していく必要がある。 

 また、年金だけを直視するのでは無く、税制や医療、介護、生活保護などあらゆる角度から検討し、制度改革

を行う必要がある。そして、痛みを伴う改革にはしっかりとその意義を説明し、国民的合意を取り付けなければ

ならない。 

 少子高齢化の進展と所得格差が拡大している今日、国民全体に「小さな政府」を選択するのか「大きな政府」

を選択するのかを迫っている。少子高齢時代の年金制度はいかにあるべきか。年金制度の抜本改革はもはや

先送りしている余裕はなく、決断、実行の時を迎えていると言えよう。 
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報道と災害 ―何を伝えるのか― 

藤浦 淳 (産経新聞社文化部長) 
Media and Disaster -What is a role of the Media- 

Atsushi FUJIURA 
 

ABSTRACT 
We are living in very severe ages now caused by natural disaster. Especially after the Hanshin 

mega-earthquake, we must to be conscious of this whether we like it or not. And in this situation, media 
have many important parts whether we like it or not too. 

Before the Hanshin, almost media (newspaper, TV and so on) tended to report only the severest 
situation when happened disasters. But now, for example, the East-Japan mega-disaster in March 11, 
2011, in the face of a huge disaster, media cannot to report all of damages and severe situation of the 
victims.  

But media have a very important responsibility to report to citizen about situation of damaged area as 
well as they can. What’s happening, what are the necessary supplies, safety information, etc.  
In this paper, I want to explain about information of historical disaster, and to consider to path to 

choose of media in difficult times that we face. 
 
キーワード：古来の「報道」・記者・震災の前後 

Keywords： The old news, A reporter. Front and back of the earthquake disaster 
［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.ふたつのこと   3.古来の「報道」   4.記者とは   5. 震災の前後  6. 何のために 

7. 伝えたい -おわりに- 

 

1.はじめに 

 我々は今、自然災害によって大変困難な時代を迎えています。特に阪神大震災以降、好むと好まざるとにかかわら

ず、だれもがそれを痛感しています。そしてこの状況はまた、メディアに対しても非常に重要な課題を突きつけている

のです。 

 阪神大震災以前、ほとんどのマスコミは被害が集中した地域や建物をくり返し取り上げるという報道を行ってきまし

た。しかし、一昨年の東日本大震災でもそうであったように、昨今の災害はあまりに巨大で、メデイアでさえその全容

を報じきることができないのです。 

 それでもメディアには可能な限りたくさんの情報を市民に提供する責務を負っています。何が起こったのか、必要物

資は何か、安否情報はどうなっているか・・・。本稿では、日本人がこれまで体験してきた歴史災害を振り返りつつ、

我々が直面しているこの困難な時代を歩む道を考えたいと思います。 
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2.ふたつのこと 

 報道の役割は大きく、２つあると思います。一つは、事実をありのままに伝える、ということ。新聞やテレビ局は NHK

以外は民間業者なので、「知る権利」に応える、というよりも国民が持っている知る権利を行使する道具、と考えられま

す。一人一人が自分たちの持っている道具だ、と考えて、おかしな報道には声をあげて欲しいし、間違えていれば電

話なりメールをいただきたい、と考えています。そこに遠慮は要りません。「事実と違う」報道は絶対にいけない。今年

は iPS 細胞移植報道を巡る騒動など、メディアがその力量を問われる誤報が相次ぎました。真摯に反省しているとこ

ろです。 

 さて今ひとつは、物事の見方を伝える、論を張るということです。様々な報道機関があって、国内の論のバラエティ

が確保されているのです。政治一つとってみても、完全に中立の政治論などはあり得ませんから、結果的にメディア

は様々な見方を提供していることになるのです。それを参考に一人ひとりに考えを持ってもらいたい、そう願っている

わけです。来月（２０１２年１２月）は衆院選があります。皆さんもいろいろな新聞を読み比べてみてください。きっと選

挙に行きたくなると思います。 

3.古来の「報道」 

さてこうした報道は、民主主義の導入を果たした戦後日本が獲得した「現代的な」こと、と思われがちですが、実はそんな

ことはないのです。報道という言葉が無かっただけで、日本でも古来より同様の行為は営々として続けられていたのです。 

 ２つの浮世絵を例に説明します。濃尾地震（１８９１年、M８・０）の被災当時の様子を描写した浮世絵（Photo1）と、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo1.岐阜県愛知県大地震実況 
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安政江戸地震（１８５５年、M７・０）の際に大ナマズを

懲らしめる人々の浮世絵（Photo2）です。（いずれも東

京大学図書館の HP より転載） 

どちらも江戸から明治時代の〝報道〟です。濃

尾地震は事実を、いまの写真のように描写して被

害の大きさを伝えようとしている。江戸地震のほうは、

我々がこんな目に遭うのはお前のせいだというわ

けで、客の減った吉原の遊女までもがナマズを懲

らしめている、という図です。これは当時の「おかみ

＝幕府」に対する論、皮肉だと考えられます。被害

の大きさを伝えることで訴える。論じることで訴える。

いずれも現在のメディアが行っていることと同じな

のです。 

 さらに１０００年さかのぼりましょう。鴨長明の書い

た方丈記は 「山を崩れて川を埋ずみ～堂舎塔廟、

一つとして全たからず」と、京都を襲った１１８５年の地震（M７・４）を忠実に描写しています。 

そして日蓮上人の立正安国論は、地震（１２５７年の正嘉関東地震）をはじめとする災害の描写で始まり、時の為政

者の無為無策が社会の荒廃を産んでいると論じているのです。 

昔から天災の多い日本では、地震や風水害の度に天皇や時の幕府の徳が足りない、ということで政権を失ったり

元号をころころ変えたりしてきたのです。日本の歴史は災害の歴史でもあり、現存する文書も何らかの形で災害につ

いて描写をしているものは多いのです。 

4.記者とは 

 災害報道には、特有の困難があります。この画

像は、昨年の台風１２号による紀伊半島豪雨を報

じた産経の和歌山県版の記事です（Photo3）。集

落の道路が泥の川になっている。これは巨大な

土石流が派生して１５時間後の那智勝浦町井関

地区の様子で、我が社で一番に被災地に入った

記者の写真です。写真をよく見ると、撮影者の足

下はどうなっているのでしょうか。同じ泥流が流れ

ている、つまり記者もこの中に立っているわけで

す。これが新聞記者の使命感でしょう。彼はこの

後消防隊員の後ろをついて奥へ向かったそうで

す。 

                                    

 

Photo2.大ナマズを庶民らが退治する風刺浮世絵 

 

Photo3.平成２３年９月の台風１２号豪雨の当日の様子を伝え

る（産経新聞和歌山版） 
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４日後はいい天気でした。次の写真

は別の記者が撮影しためちゃくちゃに

なった井関地区です（Photo4）。まだ自

衛隊員や警官、消防隊員しかいません。

周りはがれきと巨大な岩石だらけ、形だ

け残った民家は無人で、普通なら不安

でとても入れないような場所です。その

中をカメラだけ持って夢中でシャッター

を切る。２枚とも事実を必死で伝えようと

している記者の姿を想像させるもので

す。         

映像は更にリアリティを持って地震の

様子を伝えます。阪神大震災の瞬間を

捉えた NHK 神戸放送局報道部の様子

のビデオは、世界中を震撼させました。

直下型地震のその瞬間を撮影した映像

など、それまではなかったからです。そ

の破壊力の凄まじさには、地震学者も目を見張ったといいます。その映像では、宿直勤務をしていた記者が揺れが

収まるやいなや電話に飛びついて取材を開始し、かかってきた後輩とおぼしき人からの電話に「早く来い！」と叫ん

でいる様子も克明に写っていました。 

どんな状況に置かれても、まずは取材をし、報道を最優先する。そうした積み重ねを持って初めて、論を展開する

ことができる。２種類の報道のあり方は、今も変わらず生きているのです。 

5. 震災の前後 

阪神大震災と東日本大震災。この２つの地震は、実はまったく違う災害でした。短い激しい揺れと直後から続いた

火災による被害が甚大だったのが阪神大震災で、長くゆっくりした揺れと巨大津波の被害が大きかったのが東日本

大震災です。最近話題になることの多い上町断層帯（大阪府）といわれるところでの地震は、国の中央防災会議の試

算で条件が最悪なら死者が４万人を超えるとされていますが、これは阪神型です。そして南海地震や東南海地震は

東日本型の災害になりますが、それぞれがどんな災害なのか、それをそのまま伝えることに関してテレビは今のところ、

どんなメディアにも勝っています。映像として、事実を残酷なほどはっきりと伝えているからです。阪神も東日本も、今

でも大量の映像がネット上にあふれています。これを見れば、どのような備えが必要か、どのような行動が有効かなど、

様々なことを学ぶことができるのです。 

 繰り返しますが２つの地震は同じ地震でも全く違った様子を見せました。阪神大震災では、報道は活断層という言

葉をクローズアップしました。東日本大震災は揺れよりも津波です。原発事故の原因も津波だった、少なくとも今はそ

う言われています。しかしこの２つの巨大災害に共通するのは、こうした被災地の現場を、メディアはいくら報じても報

じきれなかった、ということなのです。一つは被害の巨大さとエリアの広さが大きな原因です。阪神大震災までは大都

 

Photo4.井関地区の惨状を伝える（産経新聞和歌山版） 



5 
 

市の高層ビルや高速道路の高架が根こそぎ倒れ、新幹線の高架がばたばたと落ちてしまうなどということは、全く想

像もしていなかったのです。さらに民家などもその建物の特性に応じて倒壊したり残ったり、それはまた地盤の条件に

もよる、といった具合に報じるべき内容が複雑になり、かつ高度化していったのでした。 

もう一つは被災者の多さです。被災者一人

ひとりに聞いて回ることなどとてもではないが

できません。両方の震災とも被災者の数は数

十万人という途方もないものとなりました。そ

の被災者一人ひとりも訴えたいことが山ほど

あるのです。昨年４月に津波で海岸沿いの集

落が壊滅した福島県新地町へ取材に行った

ときのことです。津波が運んできた砂とヘドロ

に覆われた水田の中に、流されてきた民家が

点在する現場を目の前にして何を、どう報じる

べきか立ち尽くしていたところ、６０過ぎの男

性が横に立って、「どうすんだ、これから」と話

しかけてきました。こちらが何者か、何となく分

かったのか、あるいはしゃべる相手は誰でもよ

かったのか、赤い屋根の家を指さして「あれ、

うちの家だ。後ろからここまで流されてきた。建てて１０年も経ってないよ」と。私は質問を発することができませんでし

た。 

そこから車で北上した福島、宮城の

太平洋沿岸はどこも建物のがれきや

漁船、車などが散乱する荒涼たる景色

が延々と続いていました。NHK が最初

に空撮で津波を生中継した宮城県名

取市閖上地区は住宅がびっしり並ぶ

新興住宅地でした（Photo5）。そこでは

すべてが流され破壊しつくされていま

した。こうなると限られた紙面や時間で、

どれだけのことが伝えられるのか、取

捨選択が苦しい。無力感が常につきま

とう。それは人として、何ができるのか

という自問自答です。 

災害が起こる度に、報道は大騒ぎで

す。もともと日本は災害列島である、と

教えられてきました。しかし、１９９０年代、もっと言えば１９９５年１月１７日まで、日本の人口の多くを占める都市部で生

 

Photo5.大津波に襲われた宮城県名取市閖上地区の惨状 

 

Photo6.宮城県沖地震を伝える新聞（１９７８年６月１３日付） 
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活する人々は、そのことを我がごととして捉えにくい状況にありました。それまでの災害報道も同様で、その報じ方は

局部肥大症などと言われていました。巨大災害では、報道の人間も被災者になる。そんな当たり前のことも、戦後６０

年間、阪神大震災までは我々にもリアルに想像できませんでした。しかも当然、新潟地震（１９６４年）や宮城県沖地

震（１９７８年）など都市部を襲った地震では、報道に携わる人も被災していたはずですが、地元のマスコミ以外は結

局局部肥大症に陥っていたのです。新潟地震では爆発したタンクや崩落した昭和大橋ばかり、宮城県沖地震では

倒壊した同じビルばかりをシンボリックに報じました。（Photo6）「絵になる」画像、「字になる悲劇」を求めていたので

す。 

6. 何のために 

 次は画像が語るものをご覧下さい。毎日新聞のヘ

リコプターはこの日、仙台空港を拠点にたまたま仙

台周辺で取材をしていたそうです。空港に戻った

途端、大地震が起こりました。すぐに飛び立ってし

ばらくして、とんでもない現象を目の当たりにします。

松林の向こうに広がる海水面を見て下さい。津波は

台風の高波とは決定的に違う姿をしていました。水

面は鏡のように静かで平らです。しかし全体が持ち

上がっているので、波の先端が巨大で凶暴な水の

流れとなって崩れ落ちてきています。津波の姿をは

っきり捉えたこの写真は、NHK 神戸放送局の映像

と並んで、世界に衝撃を与えた一枚です。

（Photo7）   

次は陸上自衛隊が空撮した３月１１日夜８時過ぎの宮城県気仙沼市の状況です。湾の入り口にあった漁船などの

ための重油タンクなどが流されて火がつき、そ

れが市街地に燃え広がって町が火の海になっ

たのです。もともとはNHKが放送した映像です

が、静止画を抜き出してみました。（Photo8） 

ここで考えていただきたいのは、我々は何の

ためにこんな恐ろしい画像を伝え続けるのか、

ということです。社会的な関心をひく、ということ

は単に好奇心を満足させるためのではありま

せん。それによって救援を促したり支援を広げ

たり、行政に働きかけたり、様々なアクションを

呼び起こすのです。 

そしてもうひとつ大切なのは、明日は我が身

だということを伝えることです。事実を伝えることが、そのまま論じることに繋がります。南海大地震が M9 だったら、大

 

Photo7.宮城県岩沼市付近を襲った巨大津波 

 

Photo8.炎上する宮城県気仙沼市の市街地                       

（NHK のニュース映像より） 
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阪にも５～６メートルの津波が来る。実際、１８５４年の安政南海地震は M８・４で大阪に２～３メートルの津波がきて道

頓堀辺りは壊滅しています。いま６メートルの津波が来ると、大阪湾は大変なことになります。関西空港には揮発性の

高いジェット燃料の基地がある。堺泉北コンビナートは様々な化学プラントや石油基地がある。現在の備えでは流さ

れる危険性は極めて高い。東北大学の今村文彦教授は、そんな趣旨での私の取材に対して「必ず壊れます」とおっ

しゃっていました。火のついた津波がそのまま大阪港へ殺到すれば、海沿いのゼロメートル地帯はどうなるか。水没と

かいう生やさしいものでないことは想像できますね。今報道している被災地の姿は、これからも起こりうる現実を提供し、

今の備えでよいのか、東京は、大阪は、名古屋は大丈夫か、そういう議論につなげたい、という思いがあるのです。目

を背けないで欲しいのです。 

 事実を伝えることが、社会の議論を活発にし、それがより安全で安心な社会作りのきっかけになる、そんな気持ちが

メディアにはあるのです。大阪市浪速区に安政南海地震の際の碑があります。地元ではこれをお地蔵さんと呼んで

地蔵盆も行っているのですが、そこには大津波での甚大な被害を描写した後で、こう書かれています。「今から１５０

年前、同じような地震と津波でたくさんの命が失われた。それを伝え聞く人が少なかったので、今また同じような被害

を出した」と。そして後世の人が読みやすいように、この碑文の文字に常に墨を入れ続けて欲しい、と。江戸時代のな

にわの町人たちのその気持ちは、今も何ら変わることはありません。 

7. 伝えたい -おわりに- 

 被災地では情報が入りません。昨年の３月１２日、市街地が

壊滅した宮城県石巻市で手書きの新聞が作られ、掲示され

ました。高校生の壁新聞ではありません。石巻日日新聞とい

うれっきとした新聞社のプロが作ったのです。（Photo9） 被

災地は情報的に孤立しがちです。いったい隣町はどうなって

いるのだ、ということすら分かりません。そんな中、自らも被災

し、家を失った人も居たかもしれない、家族の安否確認をで

きずにいた記者もいたかも知れません。しかし石巻日日新聞

の記者達はそんなことはそっちのけで津波による泥の海とな

った町を文字通り足で歩き回り、情報をかき集めたのです。 

情報がない、という不安は実はかなり心理的に負担となる

ものです。被災地へ新聞を届けると、必ず奪い合いのような

状態になるほどです。むしろ飢えよりも、情報飢餓は厳しいと

さえ言えるようです。この手書き新聞は、そんな極限の状況

でのジャーナリズム精神を象徴していると讃えられて、ワシン

トンの新聞の殿堂である新聞博物館に展示されているので

す。 

伝えられない情報もあります。民族的な違いもありますが、

例えば日本ではなかなか遺体が写りこんだ映像や画像は伝

えられない。日本人のメンタリティもあるでしょう。それでも被災地に行くのはジャーナリストの使命です。それは情報と

 

Photo9.2011 年 3 月 12 日の石巻日日新聞 
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いう、衣食住なみに大切なものを提供するボランティアの役割も担っています。実際被災地で「◎◎はどうなっていま

すか」などと聞かれます。より多くの情報を提供したい。これもまた報道の重要な役割だと考えています。私は阪神大

震災の時、神戸市長田区で知り合いのボランティアグループに出会い、ワゴン車の運転手を頼まれてボランティア要

員を輸送した覚えもあります。文字通りボランティアでしたが、ジャーナリストとしての経験としては貴重なものでした。 

 今後もまた大きな災害は起こります。その時に今日の話を少しでも思い出しながら新聞やテレビ、ラジオに接して

いただければそれにまさる喜びはありません。（2012 年度、大阪経済法科大学特別講義） 
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アンケートを通して見る現代の大学生像  

―マスコミ論受講生に対し 7 年間継続実施した各種の統計と分析―  
由良  薫  （大 阪 経 済 法 科 大 学 地 域 総 合 研 究 所 ・洞 窟 環 境 NET 学 会 ）  

Modern University Students Image seen  through 
 Questionnaire 

― Statistics of Research were conducted  for  
7-years  on  Media  Theory Students and its Analysis-                                             

Ｋａｏｒｕ ＹＵＲＡ 

 
ABSTRACT 

I have conducted survey to  students  on mass communication theory at  Osaka 
University of  Economics and Law, for  7-years  (2005 to  2011) .  This report  is  statistical  
analysis  of  main topics of  them. Questionnaire of the contact with the media、Main 
source of  information, Cabinet  support  rate , Consumption tax hike,  Participation in  
the Saiban-in(Citizen Judge System),  Lowering of the adult age (20→18 years  old),  
Anonymous report  of  juvenile  crime,  Response to  the Great  East Japan Earthquake.  I  
think,  analysis  o f  these data, and represent very well  the image of modern universi ty  
students.  

Questionnaire  of the contact  with the media is  four items of  in the subscription time 
for  newspaper, a viewing time of  TV, contact  time with the Internet .  Student who does 
not read newspaper is approximately 40%.  TV  has  seen  more than one hour  per 
day  more than 80 % on average,  does not change the fact  that  the center of  the  
media  in contact with  everyday . However,  it  is  gradually reduced from 70 % range 
when "2 hours or more" look. Instead of  TV,  internet sudden increase.  At the time of  
the survey of  September 2009, Internet has become the largest source of  
information.  
This trend has continued.  
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1. はじめに  

2002 年 から 10 年 間 、大 阪 ・八 尾 市 の大 阪 経 済 法 科 大 学 で教 養 部 の講 座 として「マスコミ論 」を担 当 。

その間 、2005 年 から 7 年 間 、ほぼ毎 回 の授 業 で受 講 生 に対 し、その時 々話 題 になっているテーマについ

てアンケートを行 い、結 果 の分 析 を通 して現 代 の大 学 生 像 を把 握 しようとした。アンケートは 7 年 間 で延 べ

170 回 に及 んだ。テーマは多 岐 にわたったが、本 稿 ではそのうち、メディアとの接 触 度 合 のほか▽内 閣 支 持

率 ▽消 費 税 値 上 げ▽裁 判 員 制 度 ▽成 人 年 齢 ▽東 日 本 大 震 災 ―など、主 なものに絞 って、全 国 紙 の世

論 調 査 などとも比 較 しながらその特 徴 と問 題 点 をまとめてみた。その結 果 ①情 報 を得 る手 段 としては、テレ

ビに代 わってインターネットが急 拡 大 ②政 治 一 般 には無 関 心 だが、消 費 税 増 税 には強 い拒 否 反 応 を見 せ

る③裁 判 員 制 度 など社 会 参 加 には消 極 的 ④成 人 年 齢 の引 き下 げには反 対 だが、少 年 犯 罪 には極 めて

厳 しい見 方 をしている―等 の諸 点 が明 らかになった。また、全 般 に「どちらとも言 えない・分 からない」という

回 答 の割 合 が、一 般 世 論 調 査 と比 べてかなり高 く、興 味 が身 近 な問 題 に限 られがちで、大 きな変 化 を望

まない傾 向 も見 られた。  

 

2.メディアとの接 触  
「マスコミ論 」という教 科 の性 格 上 、各 メデイアとどう接 触 しているかについては、2005 年 10 月 から、各 学

期 の初 めに毎 回 同 じ質 問 でアンケートを行 い、▽自 宅 で新 聞 を取 っているか否 か▽1 日 の平 均 購 読 時 間

▽テレビの 1 日 平 均 視 聴 時 間 ▽インターネットとの 1 日 平 均 接 触 時 間 ▽何 から最 も多 く情 報 を得 るか―に

ついて聞 いた。回 答 者 実 数 は 205 人 から 31 人 と学 期 ごとにかなりの差 があるが、いずれもパーセンテージ

で比 較 した。  

 

2-1.新 聞 の購 読 時 間  

 
自 宅 で新 聞 を取 っているのは、44.4%  ～66 .1%で平 均 56%（表 2-1 と図 2-1）。自 宅 通 学 の学 生 は家 庭 で

取 っているケースが多 いが、地 方 出 身 の一 人 暮 らしの場 合 はほとんど取 っていないとみていいだろう。一 方 、

yes no
2005年10月 45.5 54.5
2006年4月 64 36
2006年10月 57 43
2007年4月 66.1 33.9
2007年10月 44.4 55.6
2008年4月 51.9 48.1
2008年10月 51.9 48.1
2009年4月 63.2 36.8
2009年9月 56.4 43.6
2010年4月 62.9 37.1
2010年9月 57.7 42.3
2011年4月 51.2 48.8

新聞を取っているか(%)

  
表 2-1 .新 聞 を取 っているか  図 2-1 .新 聞 を取 っているか  
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アルバイト先 や図 書 館 なども含 めて、購 読 時 間 を聞 いたところ「0 分 」、つまり、まったく読 んでいないというの

は 32～50%で、平 均 すると約 40%。学 期 によってばらつきはあるが、年 を追 って漸 増 、漸 減 など一 定 の傾 向

が見 られるわけではない。  

読 んでいる時 間 は 5 分 から 10 分 がそれぞれ平 均 23%と 30%で、この点 も年 によって大 きな変 化 はない。

日 本 新 聞 協 会 の調 査 によると、平 均 購 読 時 間 は 15 歳 ～19 歳 で 13.8 分 、20 歳 代 で 14 .7 分 （2009 年 調

査 ）であるのと比 べて大 差 はなさそうだ。「30 分 以 上 読 む」という学 生 が平 均 7 .8%、多 いクラスでは 20%近 く

いた。トータルとして、新 聞 離 れが今 なお急 激 に進 んでいるというよりも、むしろ低 位 安 、一 定 の歯 止 めがか

かっているようにも見 える。  

 
2-2.テレビの視 聴 時 間  

 

テレビは平 均 80%以 上 が 1 日 1 時 間 以 上 見 ており、日 常 接 触 するメディアの中 心 であることに変 わり

はない。しかし、「2 時 間 以 上 」に限 ってみると 70%台 から徐 々に減 り、2011 年 4 月 調 査 では 30%台 まで落

ち込 んでいて、減 少 傾 向 が明 らかだ。10 代 のテレビ視 聴 時 間 が 1995 年 の 183 .5 分 から 2010 年 には

112.9 分 に減 少 している、という東 大 大 学 院 情 報 環 、橋 元 良 明 教 授 らが 5 年 ごとに行 っている「日 本 人

の情 報 行 動 調 査 」の調 査 結 果 とも符 合 する。（表 2-2 と図 2-2） 

 

 

インターネットなど多 様 なメディアの発 達 がもろに影 響 しているわけだが、後 述 する「多 く利 用 する情 報

源 」を参 照 してみると、テレビの影 響 力 の低 下 はさらに顕 著 になっていることが分 かる。  

 

０分 ３０分 １時間 ２時間以上

2006年4月 0.1 8.9 18.8 72.2
2006年10月 0.8 5.5 2.3 70.7
2007年4月 0 9.7 25.8 64.5
2007年10月 0 16.7 22.2 66.7
2008年4月 4.9 13.6 17.3 64.2
2008年10月 5.3 10.5 34.2 50
2009年4月 3.9 11.9 2.5 59.2
2009年9月 7.7 17.9 28.2 46.1
2010年4月 5.7 2.8 28.6 62.9
2010年9月 0 11.5 42.3 46.2
2011年4月 12.2 17.1 34.1 36.6

テレビの１日の平均視聴時間(％)

  

表 2-2 .テレビの１日 の平 均 視 聴 時 間  図 2-2 .テレビの１日 の平 均 視 聴 時 間  
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2-3.インターネットとの接 触 時 間  

 

 インターネットの伸 びは顕 著 だ。2006 年 4 月 の段 階 で「接 触 0 分 」、つまりインターネットをまったく利 用 し

ていない者 が 55 .7%と半 数 以 上 だったが、2007 年 時 点 で一 挙 に半 減 。その後 も調 査 ごとに着 実 に減 って

行 き、2010 年 秋 以 降 は 5%以 下 （実 数 で 1 人 ～2 人 ）になっている。逆 に、「1 時 間 以 上 接 触 」は 2006 年

の 22 .7%から急 上 昇 、2010 年 には 70%ラインに達 している。「30 分 以 上 」を含 めると 2007 年 で 70%、2008

年 には 80%、2010 年 には 90%を超 えている。（図 2-3）  

 総 務 省 がまとめた日 本 のインターネット利 用 状 況 の推 移 をみると 2005 年 で、利 用 者 数 が 8529 万 人 で

普 及 率 70・8%と初 めて 7 割 を超 えて、2010 年 は人 口 9462 万 人 、普 及 率 78 .2%となっている。（図 2－3）

単 純 比 較 は難 しいが、全 国 平 均 の伸 びが 2005 年 以 降 8%程 度 なのに対 し、経 法 大 生 の伸 びは 40～

50%で、ここ数 年 急 激 に伸 びていることが分 かる。（表 2-3 と図 2-4）  

 

０分 ３０分 １時間以上
2006年4月 55.7 21.6 22.7
2007年4月 22.6 33.9 35.5
2007年10月 22.2 16.7 61.1
2008年4月 1.6 40.8 43.2
2008年10月 18.4 31.4 50
2009年4月 10.5 33 56.5
2009年9月 15.4 25.6 58.9
2010年4月 14.3 11.4 74.3
2010年9月 3.8 19.2 77
2011年4月 4.9 26.8 68.3

インターネットの１日の接触時間(％)

  
表 2-3 .インターネットの１日 の接 触 時 間  図 2-4 .インターネットの１日 の接 触 時 間  

 
2-4.最 も多 く利 用 する情 報 源  
 

この項 目 を追 っていくと、テレビとインターネットの“逆 転 現 象 ”が鮮 明 に現 れている。「テレビから最 も多 く

情 報 を得 る」としていた者 が、2005 年 から 2006 年 にかけて 70%を超 えて断 トツだったのが徐 々に減 り始 め、

2009 年 9 月 の調 査 でテレビ 46 .2%に対 し、インターネット 53 .8%と逆 転 。その後 は調 査 ごとに差 が開 いてい

る。（表 2-4 と図 2-5）  

 

図 2-3 .インターネット利 用 状 況 の推 移  
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新 聞 などを加 えた全 メディア比 較 は図 2-4 の折 れ線 グラフの通 りだが、テレビとインターネットだけを比 べて

回 帰 方 程 式 による分 析 を行 った図 2-5 で見 るとその変 遷 ぶりが一 層 明 らかだ。なお、上 記 「日 本 人 の情

報 行 動 調 査 」の 2010 年 調 査 によると、20 歳 代 で「いち早 く世 の中 のできごとや動 きを知 るメデイア」は、テ

レビ 51.4%に対 しインターネットが 44 .4%と、まだテレビがトップを占 めている。この全 国 調 査 と比 べても、経 法

大 生 のインターネット習 熟 度 が相 当 高 いことが分 かる。  

情 報 源 の回 帰 分 析 を行 うため、2 変 数 直 線 の方 程 式 (y=a+bx）と決 定 係 数 （R2）を用 いる。Rは相 関 係

数 である。相 関 係 数 とは変 数 xとyの関

係 を求 める要 因 係 数 である。決 定 係

数 の 50 と 80 を比 べると 80 のほうが大

きい相 関 性 が認 められる。ここで、aは

切 片 であり、bは勾 配 である。  

 情 報 源 の調 査 年 度 が進 むにつれ、

ネットの利 用 率 が大 きくなり、TVは減

少 の傾 向 である事 が認 められる。一 方 、

決 定 係 数 （ R 2 ）を 用 い た 信 頼 性 とし て、

TVの決 定 係 数 は 0 .7919 で、ネットの

決 定 係 数 は 0 .8867 である。（図 2-6）  

 
TVの情 報 源  =  798-0.0187 調 査 年 月 ・・・・・・決 定 係 数 （R 2 ）＝0.7919・・・・・・（式 2-1）  

ネットの情 報 源  = 867+0.0228 調 査 年 月 ・・・・・・決 定 係 数 （R 2 ）＝0.7919・・・・・・（式 2-2）  

 

TV の勾 配 は-0 .0187 であるのは、毎 年 減 少 の傾 向 である。それは 75%から 30%までの減 少 傾 向 である。

ネットの勾 配 は+0.0228 であるから毎 年 増 大 の傾 向 である。それは 11%から 62%までの増 大 傾 向 である。調

査 回 数 は 11 回 である。  

 

3.内 閣 支 持 率  
自 民 党 の麻 生 内 閣 末 期 （2009 年 6 月 ）と、民 主 党 に政 権 が移 ってからの鳩 山 内 閣 末 期 （10 年 4 月 ）、

テレビ ネット 新聞 雑誌 知人・友人 その他

2005年10月 72 20 0 6 2 0
2006年4月 74.8 11.2 5.6 2.8 3.7 1.9

2006年10月 68.2 21.6 5.2 0 4.3 0.8
2007年4月 71 22.6 6.5 0 0 3.2

2007年10月 52.2 30.4 4 0 9 4
2008年4月 59.3 34.6 12.3 6.2 7.4 2.5

2008年10月 55.4 36.8 2.6 0 2.6 2.6
2009年4月 60.5 39.5 2.6 0 6.6 1.3
2009年9月 46.2 53.8 5.1 0 2.6 2.6
2010年9月 30.8 61.5 3.8 0 3.8 0
2011年4月 43.9 51.2 0 0 4.9 0

主要な情報源(％)

  
図 2-4 .主 要 な情 報 源 (%)  表 2-5 .主 要 な情 報 源 (%)  

y = -0.0187x + 798.23
R² = 0.7919（ＴＶ）

y = 0.0228x - 867.45
R² = 0.8867（ネット）
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表 2-6 .最 も多 く利 用 する情 報 源 の回 帰 分 析  
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菅 内 閣 初 期 （10 年 6 月 ）、同 中 間 期 （10 年 11 月 ）の 4 回 のアンケート結 果 について、ほぼ同 時 期 に行 わ

れた朝 日 、毎 日 、読 売 の全 国 紙 3 紙 の世 論 調 査 結 果 と比 較 してみた。(表 3-1、表 3-2、表 3-3 )  

  

内閣支持率変遷
朝日 毎日 読売 経法大

麻生内閣09年6月17日 27 24 30 18.9
鳩山内閣10年4月24日 25 33 33 8.6

菅内閣 初期10年6月9日 60 66 64 26.5
菅内閣 中期10年11月24日 27 26 27 4.2

支持する(％)

 

内閣支持率変遷
朝日 毎日 読売 経法大

麻生内閣09年6月17日 65 60 67.8 44.6
鳩山内閣10年4月24日 61 52 56 54.3

菅内閣 初期10年6月9日 20 18 25 26.5
菅内閣 中期10年11月24日 52 57 59.8 45.8

支持しない(％)

 

表 3-1 .内 閣 支 持 率 「支 持 する」の比 較  表 3-2 .内 閣 支 持 率 「支 持 しない」の比 較  

 

麻 生 太 郎 、鳩 山 由紀夫 両 内 閣 はともに総 辞 職 寸 前 で、全 国 紙 調 査 では支 持 率 は 24～33%に対 し、不

支 持 率 が 52～61%と逆 転 、末 期 症 状 を呈 していた時 期 だった。この時 の経 法 大 生 の支 持 率 はそれぞれ

18.9～8 .9%とさらに低 かったが、不 支 持 率 は全 国 紙 とほぼ同 程 度 かむしろ低 いぐらいだった。目 立 ったの

は「どちらとも言 えない、分 からない」という“無 関 心 派 ”の差 。質 問 項 目 に違 いはあるが、単 純 に支 持 ・不

支 持 以 外 の数 字 （「その他 」等 ）を比 べてみると 4 紙 が 8～11%なのに対 して、経 法 大 生 の場 合 36 .5~37.1%

と 3 倍 以 上 だった。(図 3-1 )  

  

内閣支持率変遷
朝日 毎日 読売 経法大

麻生内閣09年6月17日 8 16 2.2 36.5
鳩山内閣10年4月24日 14 15 11 37.1

菅内閣 初期10年6月9日 20 16 11 47
菅内閣 中期10年11月24日 21 17 13.2 50

どちらでもない(％)

  
表 3-3 .内 閣 支 持 率 「どちらでもない」の比 較  図 3-1 .内 閣 支 持 率 「どちらでもない」の変 遷  

 

支 持 率 が比 較 的 高 い 菅直人 内 閣 発 足 時 と、激 減 する中 間 期 についても同 様 の傾 向 が顕 著 だった。

発 足 時 の「その他 」が全 国 紙 では 20～11%なのに対 し、経 法 大 生 の「どちらとも言 えない…」は４７%。明 らか

に陰 りが見 え始 めた中 間 期 （菅 内 閣 は粘 りに粘 って総 辞 職 するのは 11 年 9 月 ）では、21～14 .2%に対 し、

50%に上 っている。この時 の支 持 率 はわずか 4 .2%であり、政 治 不 信 が極 度 に高 まった結 果 と見 ることもでき

る。  

 しかし、他 の時 点 の調 査 も含 めて「どちらとも言 えない」「分 からない」という数 字 が一 般 の調 査 と比 べて 3

倍 以 上 にのぼっているのはやはり、政 治 に対 する関 心 の低 さを示 していると言 わざるを得 ない。20 歳 未 満

のまだ選 挙 権 を持 っていない学 生 が含 まれていることを考 慮 しても、経 法 大 生 の政 治 離 れ、政 治 不 信 は

際 立 っている。  

 

4.消 費 税 率 引 き上 げ 
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 社 会 保 障 と税 の一 体 改 革 が喫 緊 のテーマとなって来 た 2010 年 の 6 月 と 12 月 に行 った。高 齢 化 で社 会

保 障 費 が年 間 1 兆 円 ずつ増 加 していくことや国 と地 方 の借 金 の合 計 が GDP の 2 倍 近 い 900 兆 円 に上 っ

ていること、消 費 税 を 1%上 げることで 2 .5 兆 円 程 度 の確 実 な増 収 が見 込 まれることを説 明 した上 で回 答 し

てもらった。（表 4-1 と図 4-1）   

結 果 は 2 回 とも大 差 はなく反 対 が 54～52%に対 し、賛 成 は 23～19%にとどまった。同 じ時 期 の朝 日 、毎

日 、読 売 の世 論 調 査 を見 ると反 対 ：賛 成 の比 がそれぞれ 49%：44%、46%：50%、60%：29%と、ほぼ拮 抗 ない

しは賛 成 が上 回 っているのと比 べて明 らかな違 いがある。また、上 記 内 閣 支 持 率 同 様 、「どちらとも言 えな

い」派 が 23～28%と、4～6%の全 国 紙 調 査 と比 べて非 常 に多 いことも特 徴 的 だ。  反 対 の理 由 については、

「生 活 が苦 しくなる」「自 分 が厳 しい」という実 利 型 のほか、「社 会 保 障 に使 われるとは限 らない」「税 が完 全

に国 民 のために使 われているとは思 えない」という政 治 不 信 型 がここでも目 についた。  

 

5.裁 判 員 裁 判 制 度  

 2009 年 5 月 から始 まった裁 判 員 裁 判 制 度 は、日 本 の裁 判 制 度 の一 大 改 革 として国 民 的 な関 心 を集 め

た。マスコミ論 の授 業 でも開 始 前 の 2008 年 4 月 から 5 回 にわたってアンケートを行 った。「参 加 したい」が

36.7～43 .8%に対 し、「参 加 したくない」が 43 .3～56.6%と、消 極 派 が 10 ポイント前 後 上 回 った。（表 5-1 と

図 5-1）  

 

 

最 高 裁 が行 った全 国 調 査 によると、開 始 前 の 2008 年 4 月 の時 点 では参 加 派 が 60.3%、消 極 派 が

37.6%。開 始 後 の 2010 年 5 月 時 点 ではそれぞれ 55%、36%と、いずれも参 加 派 が 20 ポイント前 後 消 極 派

を上 回 っており、経 法 大 生 と大 きな差 異 がみられた。  

賛成 反対 その他
2010年6月 経法大 23 54 23
2010年6月 朝日 44 49 7
2010年6月 読売 66 29 5

2010年12月 経法大 19 52.4 28.6
2010年12月 毎日 46 50 4

消費税引き上げ　(％)

  
表 4-1.消 費 税 引 き上 げ  (%)  図 4-1.消 費 税 引 き上 げ  (%)  

参加したい 参加したくない
どちらとも
いえない

2008年4月16日 43.82 43.83 12.35
2008年10月15日 40.4 51.1 8.5
2009年5月27日 42.1 56.6 1.3
2009年11月4日 41.8 51.2 7
2010年5月19日 36.7 43.3 20

裁判員参加意欲(％)

  
表 5-1 .裁 判 員 制 度 参 加 意 欲  経 法 大 調 査  図 5-1 .裁 判 員 制 度 参 加 意 欲  経 法 大 調 査  
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また、「制 度 は順 調 に進 んでいると思 うか」という質 問 を 2009 年 11 月 と 2010 年 5 月 の 2 回 行 ったが、

2 回 とも「思 う」と「思 わない」がまったくの同 数 だった（それぞれ 27 .9%と 20%）。スタートから半 年 ないし 1 年

経 って、最 高 裁 をはじめ一 般 世 論 ではおおむね順 調 に推 移 しているという評 価 がなされていたが、経 法 大

生 は極 めて厳 しい見 方 をしていたことが明 らかになった。ただし、2 回 とも「どちらとも言 えない」が肯 定 、否

定 を大 きく上 回 る 44 .2%と 60%にも上 っていたことの方 がむしろ問 題 だとも言 える。  

制 度 が始 まって 1 年 経 ち、マスコミでも連 日 のように大 きく報 道 され、その都 度 法 曹 関 係 者 や一 般 識 者

の解 説 なども報 じられているのに、60%もの学 生 が「どちらとも言 えない・分 からない」という感 想 しか持 ててい

ない、というのはいかにもさびしい。  

 

6.成 人 年 齢 の引 き下 げ 
 国 民 投 票 法 （2007 年 5 月 成 立 、10 年 5 月 施 行 ）で投 票 資 格 年 齢 が 18 歳 と決 められたことに関 連 して、

民 法 や公 選 法 、少 年 法 、飲 酒 ・喫 煙 禁 止 法 などで 20 歳 と定 められている、いわゆる成 人 年 齢 を同 じく 18

歳 に引 き下 げてはどうかという議 論 が続 いている。直 接 関 係 する年 齢 でもあり、2008 年 5 月 以 降 6 回 にわ

たってアンケートを行 った。（表 6-1 と図 6-1）  

 

  

調 査 時 によって 3～49 ポイントとかなりの開 きはあるが、毎 回 反 対 が賛 成 を上 回 った。18 歳 を“大 人 ”とみる

かどうかが判 断 基 準 で、「高 3 で大 人 とは言 えない」というのが、反 対 派 の代 表 的 な意 見 。「早 くから自 覚 を

持 たせるべき」「世 界 的 な傾 向 」が賛 成 派 。ここでも「どちらとも言 えない」が 17～31%と相 変 わらず多 いが、

このケースでは「分 からない」というより、「一 律 に決 めず、選 挙 権 、たばこ・酒 など法 律 によって個 別 に対 応

すべき」という意 見 が多 かった。  

 全 体 的 な印 象 としては、やはり 18 歳 引 き上 げには否 定 的 な空 気 が支 配 的 で、あえて変 える必 然 性 を感

じないという“現 状 維 持 派 ”がここでも大 勢 だった。この問 題 については NHK、朝 日 、毎 日 が 2008 年 3 月

から 12 月 にかけて行 った調 査 も反 対 （56～61%）が賛 成 （37～32%）を上 回 っており、ただちに「18 歳 成 人 」

が一 般 化 するのは難 しそうだ。  

 

7.少 年 犯 罪 の匿 名 報 道  
 成 人 年 齢 に関 連 して少 年 犯 罪 について聞 いたところ、上 記 の傾 向 とはかなり趣 の異 なる結 果 が出 た。20

賛成 反対 その他
ＮＨＫ 32 61 7
毎日 36 60 4
朝日 37 56 7

経法大 32.5 41 24.1

成人年齢の引き下げへの賛否（％）

  
表 6-1.成 人 年 齢 引 き下 げへの賛 否  図 6-1.成 人 年 齢 引 き下 げへの賛 否  
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歳 未 満 の少 年 の犯 罪 については、少 年 法 で実 名 報 道 が禁 じられており、一 般 メディアも匿 名 報 道 を原 則

としている。  （表 7-1 と図 7-1）  

 

絶対匿名 10.5
原則匿名 55.3
原則実名 18.4

どちらともいえない 13.2
無回答 2.6

少年犯罪の匿名報道の是非(％)

  

表 7-1 .少 年 犯 罪 の匿 名 報 道 の是 非  図 7-1 .少 年 犯 罪 の匿 名 報 道 の是 非  

これをどう思 うかという質 問 に「絶 対 」と「原 則 」を合 わせた匿 名 派 が 65 .8%と大 多 数 だったが、「原 則 実

名 」という回 答 も 18 .4%  と予 想 外 に多 かった。「原 則 匿 名 」の中 にも「社 会 的 影 響 度 によっては実 名 もやむ

を得 ない」「理 由 を明 示 すれば実 名 も許 される」「死 刑 確 定 者 は実 名 で」といった厳 しい条 件 をつける意 見

もあった。  

 

8.東 日 本 大 震 災 支 援  
2 万 人 近 い死 者 ・行 方 不 明 者 を出 した 2011 年 3 月 11 日 の東 日 本 大 震 災 では、全 国 の大 学 生 がボラ

ンティアで活 躍 する様 子 が多 くのメディアで報 じられた。文 科 省 も学 生 のボランティア活 動 に単 位 取 得 等 の

配 慮 をするよう各 大 学 に要 請 するという異 例 の対 応 をとったりした。そこで震 災 発 生 から 3 週 間 程 経 った 4

月 6 日 に聞 いてみた。直 接 被 災 地 内 でのボランティアを、という学 生 は 32.5%。読 売 新 聞 が同 時 期 に行 っ

た世 論 調 査 結 果 とほぼ同 数 だった。多 かったのは義 援 金 で 85%、「せめてできることで」という気 持 ちがあら

われていた。（表 ８-1 と図 ８-1）  

 

経法大 読売
義援金 85 91

生活物資 20 33
被災地ボランティア 20 26

被災地外ボランティア 12.5 9
その他 7.5 1

復興支援で何をしたいか（複数選択可）

  
表 8-1.復 興 支 援 で何 をしたいか  図 8-1.復 興 支 援 で何 をしたいか  

 

9.おわりに 
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 マスコミ論 の講 義 の冒 頭 にアンケートをすることを思 い立 ったのは、教 員 の立 場 でまず若 者 の考 え方 を知

りたかったことが第 一 。学 生 に対 しては、問 題 になっている事 柄 について自 分 の考 えを持 つきっかけにし、

結 果 を比 較 して、多 様 な意 見 の存 在 を知 り、自 分 がどういう立 ち位 置 にあるのかを確 認 しながら、物 事 の

是 非 を考 える姿 勢 を身 につけてほしいということ。さらに、結 果 の分 析 などを通 して教 員 と受 講 生 との双 方

向 の議 論 に発 展 させられれば、という期 待 を抱 いていた。  
受 講 生 はテーマによっては強 い関 心 を示 し、「自 分 の意 見 がこんな少 数 派 だと知 って驚 いた」などという

感 想 を述 べたり、「先 生 の考 えはどうなのか」といった質 問 が出 ることもあって、それなりの効 果 はあったので

はないかと思 っている。  
アン ケ ー ト 結 果 から、 メ デ ィア との 接 触 とい う 点 につ い て みる と、「 新 聞 を まっ た く読 まな い」 の は平 均 約

40％、逆 にいうと 6 割 が多 少 とも新 聞 に目 を通 していることになる。「活 字 離 れ」が言 われて久 しいが、急 激

に減 り続 けているということではなく、むしろ“低 位 安 定 ”という印 象 だった。テレビは、80％以 上 が 1 日 に 1
時 間 以 上 見 ていて日 常 接 触 するメディアの中 心 あることに変 わりはない。しかし、2 時 間 以 上 の長 時 間 視

聴 は明 らかに減 少 傾 向 をたどっており、変 わってインターネットの接 触 が急 上 昇 。「最 も多 く利 用 する情 報

源 」では、2009 年 9 月 の調 査 時 点 で、テレビをぬいてトップに立 った。その後 もこの傾 向 に変 わりはなく、

将 来 一 層 顕 著 になって行 くことは間 違 いないだろう。  
 他 のテーマで、今 回 まとめてみて再 認 識 したのは、「どちらとも言 えない・分 からない」という割 合 が、一 般

の世 論 調 査 と比 べてかなり高 かったこと。特 に政 治 がらみの問 題 では顕 著 だった。しかし、消 費 税 やたばこ

税 など比 較 的 身 近 な問 題 については明 確 な回 答 が多 かった。裁 判 員 や成 人 年 齢 の引 き下 げなど、直 接

社 会 参 加 を求 められるケースでは抵 抗 感 が強 く、一 方 で少 年 犯 罪 に対 しては厳 しい姿 勢 を見 せていた。  
以 上 、アンケート全 体 を通 して感 じられたのは、インターネットを通 しての情 報 収 集 力 は急 上 昇 している

ようだが、興 味 が身 の周 りに限 られがちで、「社 会 への積 極 アプローチの意 欲 を持 つこと」「広 い視 野 で物

事 を捉 える必 要 性 」等 が今 後 の課 題 として指 摘 できる。しかし、これらの問 題 は、「何 も決 められない政 治 」

等 、閉 塞 感 が払 拭 できない現 在 の社 会 そのものにより大 きな責 任 があると言 うべきかも知 れない。  
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       世界経済の動向に適応する中堅・中小企業経営 

   高田 雄司 (大阪経済法科大学 地域総合研究所客員教授) 

Small and Medium sized Enterprises Management 
which applied the Trend of the World Economy 

 Takeshi TAKADA 
 

ABSTRACT 
Before discussing the world economy I will describe briefly what Japan economy is doing. 

Just before Mr. Abe takes up the inauguration, he instructed to the Bank of Japan as follows. It should be 
taken by financial relaxation about 10 trillion yen and plus, promote toward 2% inflation. So that, Exchange 
market have restored to 82 Yen～85 Yen of depreciation、the stock market over 10,000 Yen gains with good 
impression. Originally, It is the Bank of Japan that has been carried out a un･political policy in the 
independent as a Central Bank. Global economy gradually has continued to recover from Lehman’s shock in 
2008. But, thereafter, It has under the influence of the statutory ceiling problem after Europe's government 
debt crisis and the occurrence of East Japan enormous earthquake in 2011 year, "Fiscal cliff" overlaps the 
invalidation of tax cuts and spending cuts forced by America's federal debt was evaded, has been left the 
flashpoint in future. In addition, Global economy has slowed by the Thailand floods affected.  

We think about its role and full playing to potential abilities of small and medium enterprises （*SMEｓ）

in World economy and Japan economic trends. SMEs’ potential abilities with the utilization of management 
resources can enable in a changing social environment, in particular, SMEs have potential abilities of 
flexible responsiveness, technological and product development capabilities, marketing etc. 
a. It is SMEs that has been played an important role in the East Japan enormous disaster. 
b. SMEs capture domestic and international growth opportunities and put in business activities, In 

addition, consider how do it overseas corporations, women's business activities, etc. 
c. Japan's industrial structure is rapidly evolving to like manufacturing sector has changed from the final 

goods to intermediate goods. For example, Customers are waiting for 4 months to buy Germany Audi 
Quattro car in Japan with popular. The reason why, the car has incorporated in such as materials , parts in 
advanced technology features at a high level with performance of racing car and high practicality by 
Germany’s and Japanese small, medium sized manufacturers. 

 
キーワード：TPP、日本経済，グローバル経済、経済再生、財政の壁、デフレーション、インフレーション 

Keywords： TPP、Japanese Economy、Global Economy，Economy Ｒｅｆｏｒｍ, Fiscal Cliff, Deflation, Inflation 
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１.はじめに                               

 長年のデフレで不況が続く中、民主党に代わって自民党の安倍首相が 12 月 26 日に成立したが、この政権で本当に不況を

脱出し成長に向かうのかよく見極めねばならないと思う。就任前に、日銀に対し大幅な金融緩和約 10 兆円、加えて 2%のインフ

レを促す発言をした結果（1 月 18 日２％の物価上昇目標合意）、市場は大変好感を持ち円安 82～85 円、株価 10,000 円の大

台を回復させた（年が明け円安 89～91 円、株価 10,600～10、800 円に推移）。本来、日銀は中央銀行として独立でありそれなり

の政策を打って来たものである。日銀と政府との合意なしに当時の安倍首相の意向のみで為されたことに、今後も注視して見

守るべきである。安倍内閣は最優先課題とする「経済再生」の第１弾として緊急経済対策を閣議決定した。自らアベノミックスとＰ

Ｒし 3 本の矢で推し進めていくと称している。図解すると図１の通りである 

 

新しい市場、民間投資も誘発する 

3.1 兆円 

機動的な               大胆なデフレ脱却 

 

 

3.8 兆円（復興・防災対策）   3.1兆円（暮らしの安心や地域の活性化等） 

図１．アベノミックスの 3本の矢   注：歳出額と 3本の矢は交錯している 

 

公共事業や成長分野への投資促進などで、２％の国内総生産（ＧＤＰ）押し上げ効果を見込み、60 万人の雇用を創出すると

言っている。経済対策の歳出は 10 兆 3 千億円（公共事業等の債務負担 0.3 含む）で、基礎年金の国庫負担 2.6 兆円、その他

0.2 兆円を合わせ補正予算の規模 13.1 兆円と決めたが、財源を建設国債 5.2 兆円と余剰金その他で賄うといっているが、構造

改革、特に衆議員の定数削減と選挙改革制度や公務員改革、財政再建の言及がないし、目途も立っていないのが現実ではな

いか、国民はこの事をより注視すべき問題である。この緊急経済対策で実体経済にどう波及していくか？ 見極めねばならな

い。 

注目の成長戦略には多くの政策が並ぶが、既存企業を守る、加えて政府がそれに深くかかわるという印象が払拭しえていな

い。本稿の 3 章で述べる中小企業に対しての具体策は見えてこない。中小企業に資本性の資金を供給する公的金融や企業の

海外展開を支援する官民機関などを設立してはどうか？国が介入し既存企業を守る を、引っ繰り返し「経営改革や新事業、新

技術を促す」政策を重視すべきである。大手だけでなく成長性の高いベンチャ―企業や中小企業にも目を向けるべきである。

例えば、スウェーデンの如く、主産業であったサーブ・オートモボービルは昨年破産し資産を中国に売却、最近ボルボも振るわ

ず中国企業の傘下に入った。国は企業を救済せず、その雇用については「新しい産業に移す社会的安全網を構築し、外資に

よる雇用創出を積極的に活用している。これが企業の浮沈の激しいグローバル経済社会であろう。 

 

           ２．世界経済と日本経済の実情 

2-1.世界経済を論ずる前に“日本経済はどうなっているか”  

日本経済にとって、円安は輸出を主体としている企業にとっては大きな収益を得られるであろう。しかし、世界の国々が何時ま

で容認してくれるかが一つの課題でもある。経済問題に関して言えば、TPP(太平洋経済連携経済協定)、消費税、社会保障、

デフレ対策、エネルギー政策と重要な政策が目白押しであり、新政権がどう実現させるかにかかっている。NHK 等報道関係の

アンケートによると、前政権が 3 年前の政権公約を事実上撤回した項目が多く国民には大きな幻想を招いてしまった、従って、

国民は比較的安定しているのが自民政党なので止むを得ず入れたのが第一位となった。その事の民意を深く心に留め「決めら

れなかった政治」から脱却して政策実行に推進してもらいたい。 

先ず、成長が見込める TPP を、これ以上交渉参加を先延ばしにすれば、新しい世界の自由貿易の流れに取り残される恐れが

成長戦略 

財政出動 
 
 
 
 
 

 

金融緩和 
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ある。いまだに農業団体を中心に反対論が強いのは否めないが、むしろその潜在力を発揮できるような新陳代謝が必要であろ

う。TPP 交渉参加へ舵を切ると同時に、高品質な農産品への生産シフト、数ある小作付面積の統合による合理化など、農業戦

略の再構築が急がれる。一方、TPP は「聖域なき関税撤廃」とされているので、逆に工業製品は、日本とって大変有利である。ト

ラック、乗用車、二輪車、機械製品等の高関税が全て無税になるのであるから、日本からの輸出が有利になる。デメリットのみを

論ずるのでなく、双方を検討しデメリット分野の対策を打ちながら推進すべきである。拡大を続ける政府の債務の中で、消費税

の引き上げも何時までも先延ばしが許されない政策である。 

デフレの景気の良くない中、秋の参議院選挙が常に気掛かりで、政府は当面

消費税を上げることを遠ざけている。しかし、何時までも避けて通る問題ではな

い、そこで世界各国での高い国から列挙すると表１の如くとなる。 

いずれも充実した福祉国家であり、彼らは国を信頼して支払っているのである。

私がスウェーデンに在住していた時、一般市民に聞いたことがある。  

 なぜ、それほど高い税率のものを支払っているのか？  

 “We rely upon the government” “我々は政府を信頼している”。だから、預け

ているのであるから全て自分たちに戻ってくるものだ。政府を頼りにしているの

であって、日本の場合、政府は税金をやや浪費し、一部しか国民に跳ね返らな

いのとは大きく異なる。政府は経済状況の好転を条件としている条項は曖昧で

ある。福祉目的税化、地方税化するのか、詰めなければならない。早く国民の

理解を得ることが先決である。 

 一方、エネルギー政策では、福島の第一原発の事故による安全神話が崩壊した結果、国民は全て止めてもらいたいのが本

音であろう。根本的に見直すべきだという世論は強いが、前政権では'30 年代までには撤廃することで検討するとしていたが、

新政権では継承せず根本的に見直し 5 年間で、天然ガス、ソーラー、新しいエネルギー等のベスト・ミックスを考え出すとしてい

る。万が一の事故時に被害をどう進めるかを議論の上、是非とも国民の民意を反映してもらいたい。 

デフレ対策は、簡単なものでない。経済にデフレマインドが定着しているのが、日本経済がデフレから脱却できないのが実情

である。日銀への対応をこれまで以上に話し合ってもらいたい。日本で深刻なデフレや不況が続くのは、家計部門や企業部門

が支出に消極的になっており、内需が振るわないからだ。資金はジャブジャブにあるのに、リスクをとって積極的に投資をしようと

する企業が少ない。だから景気も好転しない。景気が好転しないから、人々のデフレマインドはますます強くなり払拭できない。

昔から我々幼少の頃から、「病は気から」と言われてきた、景気も同じであろう。 

この弱気が足を引っ張っていることになっている。インフレ目標の設定は、飽くまでも一つのオプションであって、企業の生産

性が上がり、個々の賃金が上昇しない限り、国内総生産（GDP）が増えないのである。 最終的には投資や消費などの需要が拡

大しないかぎり、物価は上昇には転じない（表 2）。 

 

表２．財政政策と金融政策の関係図 

財政政策 金融政策 

国土強靭化計画」を基に公共事業等に

対し 13 兆円規模の補正予算 

２％のインフレ目標設定を要求。 

拒否すれば日銀法を改正する 

 

需要を拡大させるためには、政府による財政政策の発動や、規制緩和策などによる市場活性化が必要となる。そうした政府サ

イドの行動なしに、金融政策だけにデフレ対策の成果を求められてはと日銀関係者の立場も理解できる。要は実体経済の需要

が拡大しない限り、デフレからの脱却はあり得ないと考える。新政権は、アベノ・ミックスから日本経済の危機を救うと唱えている

が?公共事業を増やし、前政権が唱えた“コンクリートから人への考え”が何処へ行ってしまったのか？これらの政策の具体性と

その実現をさせることが重要なのである（図３）。 

 

表 1.主な国の消費税率 

（出所：外務省） 

順位 国 名 税率 

1 アイスランド 25.5% 

2 
スウェーデン、デンマーク、

ノルウェー、ハンガリー 
25.0% 

6 ルーマニア 24.0% 

7 

ポーランド、ギリシャ、クロア

チア、フィンランド、ポルトガ

ル 

23.0% 

144 日本 5% 
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      成長戦略、財政政策、                  

       金融政策との調整  
  

 

 

 

図３．経済再生本部と経済財政諮問会議/産業競争力会議との関係 

 

日本の金融システムは、ギリシャやスペインで起きた金融危機ではなく、目下のところ主要国で最も安定しており、

緊急に資金を供給しないと市場でパニックが広がる状況にはない。日銀による国債の買い取りは金融政策の領域に踏

み込むものだとし、警鐘を鳴らす学者もいる。構造改革と真の経済成長を伴った金融緩和であるべきであろう。安倍

新首相は、就任演説で「強い経済なくして日本の将来はない」日本経済再生本部と経済財政諮問会議を創設し、経済

政策の司令塔として車の両輪になる活動すると訴えた。 

ミクロとマクロの経済政策を共に司る経済再生政策の役割は重要で、経済成長は勿論のこと、日銀とも良く調整の

上、早く長引くデフレを脱却してもらいたいものだ。民間の企業経営者や学識経験者から知恵を吸い上げ、具体策と

して成長戦略に反映してもらいたい。加えて、経済再生・復興・危機管理を唱えた新内閣の動向を見極めたい。一方、

我々は、あらゆる産業を通じて、アップルやグーグルなど米国の IT企業が高速ネットを使った新しい事業を創出して

世界を席巻した如く、今度は、我々が世界を伍して新製品を開発し実現化することで巻き返しを図りたいものである。 

 

2-2．世界経済はどうなるか？ 

2008 年のリーマン・ショック後から回復を続けてきた世界経済は、その後の欧州政府債務危機や 11 年に発生した東日本大震

災、アメリカの連邦債務で減税の失効と歳出強制削減が重なる「財政の崖」は回避されたが、今後に火種を残している。加えて、

タイの洪水の影響を受けてグローバル経済は減速してきた（図４）。 

 

 

図４．世界経済の 11 年実質経済成長率見通しの推移：徐々に低下 （出所：経済産業省） 

   経済財政諮問会議  

・マクロ経済政策の司令塔     

  経済財政の中長期的な方

針を策定 

・内閣府設置法で規定 

首相、閣僚 5人 

 日銀総裁で構成  
産業競争力会議、 

 

    日本経済再生本部 

・ミクロ経済政策の司令塔 

  経済再生の向けた成長戦略を検討 

・閣僚で構成し、閣議決定 

    産業競争力会議 

・成長戦略の具体策を経営者やエコノ    

 ミストが提案 
・関係閣僚と民間有識者で構成 
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これは、ＩＭＦの各時点の見通しの改定状況からも確認する事ができる。然し、未だリーマン・ショック以降のバランスシート調

整に苦しんでいることが、米国や欧州の経済の不振の根底にある。不動産価格の下落でローンの負担に苦しむ家計、過剰債

務や過剰設備の調整を進める企業、そして資産圧縮によってレバレッジを下げようとする金融機関。こうした動きは欧州や米国

の経済の不調の原因となっている。 

一方、11 年後半においては、同年の世界経済の成長率見込みが時期を追うごとに下方修正されてきている(下図）。一方で、

12 年に入り欧州政府債務危機の状況は、いったんは落ち着きをみせ、又、アメリカでは緩やかな景気回復の軌道に乗る動きも

見え始めている。本稿では、こうした 11 年後半から 12 年初めにかけての世界経済の動向とその背景について概観する。この

12 年に入り、欧州政府債務危機の状況は依然として予断を許さないながらも落ち着きをみせており、東日本大震災やタイの洪

水による供給制約もほぼ解消しているものと考えられる。また、アメリカでは緩やかな景気回復の軌道に乗る動きもみられ始めて

いる。一方、世界金融危機後の世界経済を牽引してきた新興国は成長が緩やかになっている。この理由としては、欧州政府債

務危機を背景に新興国のヨーロッパ向け輸出が減少したほか、金融引締めの影響等から内需の拡大テンポが鈍化している事

が考えられる。  

 

 

図５.世界のＧＤＰ（名目、ドル換算）のシェア  （備考：IMF データより作成） 

 

なお、こうした状況にあっても、世界経済における新興国の存在感は増しており、07 年には 28.4％であった名目ＧＤＰのシェ

アは 11 年には 36.2％まで上昇している。 

世界各国・地域の経常収支の推移をみると、新興国が上昇、世界金融危機後にグローバル・インバランスは縮小したが、その

後、再び拡大しており、特に中東と中国の黒字が大きい。現在、最大の赤字国であるアメリカでは財政再建が進められ政府部

門の資金不足解消が期待される一方で、最大の黒字国であるものの 11 年は黒字幅を縮小させている中国では、消費拡大を政

策の重点に掲げるとともに為替レートの柔軟性向上に向けた取組も行われている。こうした取組が進展すれば、グローバル・イ

ンバランスがさらに拡大する要因は抑えられるものと考えられる。 

  図５から判断すると統計上は中国が大市場であるが、尖閣諸島の問題が発生してからは、～中国デモが暴徒化し日系企業

襲う。店舗略奪・工場放火等～ が続出した。報道によると日本企業が多数進出している山東省青島では、パナソニック系など

日系企業の工場の多くや、トヨタ自動車の販売店が暴徒化したデモ隊に放火される事件が発生した。湖南省長沙などの４都市

では、日系スーパー・ジャスコや日本料理店に対する破壊行為・略奪行為も相次いでいる。 

 グローバル化経営時代には、世界規模で進む「地殻変動」、変化に適応した企業が生き残れるか? 新興国は目覚ましい経

済発展を遂げた。コンテナ取扱高の上位国をみると 1980 年初めは日本や欧米の都市が目立ったが、2011 年には中国がほぼ

寡占した。一方、欧州連合（EU）ではギリシャの債務問題がきっかけでユーロ危機が発生、日本は世界で例を見ないスピードで

高齢化が進み、歯止めがかからない。世界規模で政治や経済、社会構造が大きな変動期を迎えている。  

一方、グローバル化時代に今後も発展続ける ICT、情報社会になるか？ 成長を促す為の国家的な IT(情報技術)戦略の推

進が必要なのに、今回の選挙では、スマート・グリッド（次世代送電網）など IT 戦略を公約に掲げる候補者は見受けられなかっ

た、大変残念なことである。 オバマ米大統領も環境政策では躓いたものの、高速ネット戦略では米国の通信インフラの底上げ

新興国・

途上国 
28.4% 

先進国 
71.6% 

2007年 
新興

国・途

上国 
36.2% 

先進国 
63.8% 

2011年 
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を促し、情報活用を促す Open/Government やビッグ・データの流れを作り出した。ここ数年歴代政権が放置してきた IT 戦略に

再び光を当てることを特に希望する。街の何処でもスマート・フォーンで交信をしている人を見かける、しかも常に新しい商品を

使用している、それだけこの分野は発展進んでいるともいえる。ハードウエア技術に加え、ヒューマンインターフェースの進化も

目覚ましいからであろう。どのようにこれからの商品開発に対処していくかを考察する。 

①多様なユーザー要求をリアルタイムに満たせる商品を開発することで、後からでは意味が薄れる。②企業競争力の源泉が

知識やノウハウにシフトすること。優れた製品やサービスを継続的に生み続け、競争を優位に保たなければならない。③マス重

視から個重視の社会へのシフトである。消費者を個としてとらえ、その人が求めているサービスを提供するという高度なパーソナ

ライゼーションを実現しなければならない。④誰にでも使用・活用できる商品の普及である。国や年齢を超え、すべての人がスト

レスを感じることなく新しい商品を活用し、満足の得られる先を見越した素晴らしいものが求められる。 

国際化とグローバル化を考察する。戦後、日本経済が再び国際経済に復帰した時から、国際化という言葉が一つのキャッチ

フレーズとして頻繁に使われてきた。ところが、90 年代以来、グローバル化という言葉が似たような意味で使われるようになり、現

在ではグローバル化の方が優勢ではないかと思われる。しかし、 

国際化とグローバル化の相似点と相違点を考察する。「企業の国際化」は企業が海外進出したり、海外から資本や人材を受け

入れたりすることである。「日本人の国際化」は海外で活躍でき、外国人と対等に交渉できる日本人を増やすことである。「企業

活動のグローバル化」は企業が国籍にとらわれずに、地球上の最も効率の良い場所で生産や研究開発などの活動を行うことで

ある。このように考えると、海外進出あるいは海外からの受け入れという意味であっても、国際化は必ずしも地球全体を対象にし

ていないのに対して、グローバル化は地球全体を念頭に置いている。隣国の韓国と交流すれば国際化したことになるが、グロー

バル化したことにはならない。また、国際化には国境を越えてという意味合いがあるのに対して、グローバル化は国境をないか

のごとく扱う。 

 グローバル化は国境をないかのごとく扱うとはいえ、これはあくまで擬制であり、理想であって、実際に国境は厳然と存在し、各

国は自国の利益を最優先する。世界経済がいかにグローバル化しても、国境がある限り国際経済論の有効性は変わらない。む

しろモノ、サービス、資本が国境を障害とせずに自由に移動する今日こそ、国際経済論が有効性を発揮するのである。 

 

３．中小企業の潜在力の発揮とその役割 

中小企業が持つ潜在力とは、変化する社会環境において、何らかの障害があって利用されていない経営資源である。特に、

柔軟な対応力、技術力、商品開発力、マーケティング力等の潜在力がある。①東日本大震災からの復興に中心的な役割を果

たしているのが中小企業である。②国内外の成長機会を取り込み、事業活動を行う中小企業、加えて海外展開企業、女性の事

業活動である。③日本の産業構造は大きく変化している、製造業は最終財から中間財に変わってきている。特殊で競争力のあ

る部品や素材を育てることが重要であり、それを担っているのが中小企業なのである。 

例えば、日本で人気のあるドイツのAudiのQuattroは購入に4カ月待ちでありそれを支えているのは、レーシングカーの性能と、

高い実用性を高次元で両立した機能に加えドイツ及び日本の先進技術を持った中小企業で中堅の部品・素材の製造業が担っ

ているからである。大震災により、東北地方や関東地方が日本の産業を支えていることが認識された。地域に根ざす中小企業

が、被災地の復興や街づくり等で、地域に活力を取り戻すための役割を果たしていくことが重要である。  

 

3-１.需要の創出・獲得に挑む事業活動  

3-1-1. 企業の対応 

3-1-1a.中堅・中小企業だからこそ出来得る事業をより充実させ,新しい需要創造を醸し出す。昔から “一芸に秀でる”

という 諺にあるように、その会社で生産しているものは他社にはあまり見かけなく、また、同業者があっても少ない。

その製品は、品質、性能、フューチャ（特徴）において、全く引けを取らず、郡を抜き出ている。そうであれば、敵

はなしであることを図解すれば図６のようになる。この集中化経営形態は、中小企業であれば身軽に転換し易いので

ある。 
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          １～２の商品で世界制覇                何か弱い製品があれば、全体でカバー                                                                              

          例）ノキア－－モバイルのみ              例）日本の家電メーカー［サムソンに惨敗］ 

            アップルーiPod, iPhone                    TV/情報機器と電化部門 

 

                    図６.集中化経営と多角化経営モデル 

 

重点戦略-1：デジタル技術の普及でべンチャー・ビジネスに追い風となっている。今扱っている自社の製品をより「深化」さ

せ、深化とは、現製品を超継続でより深く研究・掘り下げ、他社に負けない品質・性能面で確固たる地盤を作り上げる事である。

それにより市場シェア―をより上げる。一芸に秀でる、他社にないものをより磨き上げる。これは大企業には出来ない事業でもあ

る。超継続が革新を生み出し、そこから派生する商品を根気よく開発し続け、商品化に繋げるーそれが「ニュー商品」の発生と

なる。これを育て上げることが中堅・中小企業の責務でもある。中小・小規模企業政策の再構築を行い、起業・創業・育成支援、

中小企業の海外展開支援等の抜本強化及び金融円滑化となるよう中小企業等への金融面からの支援等については、政府に

申請すればよい。 

重点戦略-２：革新を生むためのキーは自由闊達な企業風土を創り上げることである。会社の方針からなかんずく上

司からの指示のみで動いている企業からは、新しいものが創造されない。一人一人何ができるかお互いに問うてみる。

そして、今の情報化、グローバル社会で何が求められ、必要なのか問うてみる、そこから改善、改革に繋がるのであ

る（図７）。 
3-1-1b.少量生産の強みを発揮する(大企業では出来ない)。デジタル工作機械が低価格で普及し、アイデア新商品の

開発・創出が容易となり、中堅・中小企業がより優位となった。 

  

 

                 

 

   例）株式会社 キャットアイ ―― サイクルアクセサリのトップメーカー：ライト、サイクロコンピュータなど 

 

図７.アイデア創出から少量生産までの過程概念モデル 

 

3-1-1c. 社会環境の変化に対応する女性の事業活動を生かせる。個人向けサービス分野の消費が拡大傾向にあ

る中で、女性が起業することで提供されるサービスは、社会における需要を掘り起こしている。こうした新たなサービスの提供は

個人の生活を充実させるだけでなく、家事・育児を負担する女性が就業する際の課題解決につながり、女性の社会参加や更な

る課題解決サービスの拡大という好循環をもたらす可能性がある。基本的には、女性が居住しているローカルでの就労が望まし

い（図8）。 

3-1-1d.販売関連では「新たな市場を拓く」事である。デフレと低成長の続く日本国内では、スーパーのような日用品の小売

には成長の機会はないと嘆きたくなる状況である。一方、中小の都会でもモータリゼ―ションで真中が空洞化し郊外の安いスト

ーアで消費者は買いつけ、商店街でシャッターを閉めている店を多々見受けられる。新たな市場とは、従来の市場の“隙間”を

探り当てることである。 

 ①特化した専門店チェーンが同じ時期に国内で伸びている。例えば、化粧品と薬品のマツモトキヨシ、カジュアル衣料のユニ

クロ、家具や家庭用品のニトリが良い例で、これまで決して大きなスーパーでもなく、百貨店でもなかった。さらにコンビニのセブ

ンイレブンとローソンは、ユニークな弁当及びおにぎりを持ち込み高くても良く売れている。まさしく"隙間“を狙ったマーケティン

アイデア 
 創出 

インターネットで

使い易い部品調達 
３D プリンター 
3 次元造形の立体モデル 

少量生産 

Focusing Management 
集中化経営 

Diversity Management 
    多角化経営 
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グで中堅・中小企業が遣り易い分野である。②商店街の再生戦略である。―「市民が集い憩いの場所となること」「新鮮で時代

の先端商品がリーゾナブルな価格で提供されること」、加入する商店が、共通の戦略に賛同し、実施することである。 

―例）シャッターの下りた商店がなくなり元に戻ったのは高松丸亀商店街である。 

   

 

 

     

                 起業・就業 

                 

 

 

    ハードル：家事・育児・経験不足等                         

                              

  収入・雇用   

                               

                                  社会の活力 

 

図８.女性の事業活動の概念モデル(資料：中小企業庁) 

 

3-1-2. 海外展開を取り巻く状況  

我が国が人口減少、需要停滞に直面する一方、アジア新興国の市場は拡大。これに伴い、中小企業の取引先の海外移転も

進展していくだろう。  

3-1-2ａ.海外進出は日本に友好的な東南アジア（ベトナム、ミヤンマー、インドネシア、タイ）が有望である。グローバル化の

流れは年々益々大きくなるだろう。その中にあって何時までも国内市場に拘泥していては遅れる。拠点を海外市場にシフトし

て、その市場はもとより全世界にグローバルに展開することがより企業の経営基盤を強固なものにできる。 

 

表 3.アジア諸国の基礎データと日本との貿易規模 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 のごとく、日本との交易もよく、インドネシア、ベトナム、ミヤンマー,カンボジアは日本にとっては入超だがこれからが楽

しみである。一人当たりの GDP でみると低く、人件費も安く今後の成長が見込める。こういった地域に企業進出すべきで、一

   日本との貿易 2011 年（確定 1000＄） 各国の基礎データ 

    輸 出   輸 入   収 支 総面積 GDP 人 口 

 タイ 37,399,202 24,428,805 12,970,397 513 332 6,420 

 マレーシア 18,713,816 30,385,831 -11,672,015 331 247 2,870 

インドネシア 17,730,956 33,970,118 -16,239,162 1911 822 23,700 

 ベトナム 9,581,281 11,562,117 -1,980,836 331 118 8,930 

 ミャンマー 506,522 591,300 -84,778 677 51 6,240 

 カンボジア 204,871 307,699   -102,828  181 13  1,340 

*フィリピン 8,866,500 6,509,900   23,566,00  299 224 9,485 

  インド 11,045,255 6,789,259 4,255,996 3287 1718 121,019 

面積：平方 Km  GDP：10 億＄  人口：万人     
 

資料：JETRO より作成   

・女性の柔軟な対応力 
・女性の潜在労働力 
 （342 万人） 

＜社会環境の趨勢＞ 
・個人向けサービスや女性顧客を対象とし

た商品・サービスのニーズの高まり 
・医療介護分野等での女性雇用の拡大 

＜効果＞ 
・新たな需要の掘り起こし 
・女性雇用ニーズへの対応 

・政策支援・課題解決型事業による対応 
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人当たりの GDP で判断すると、低い順にインド、カンボジア、ミヤンマー、ベトナム、インドネシアとなり、企業の進出の目安と

なる。ASEAN としての全体の人口は約 6 億で今後大きなマーケットとなるが、過去の経緯もあり筆者は＊フィリピンは大きな市

場ではあるが新規投資としてはあまり推薦しない。 

 

3-1-2ｂ.国内事業を活かし、海外需要を取り込む中小企業  

中小企業でも海外展開が拡大傾向。海外展開企業には、技術力やマーケティング力、アフターサービス、現地での対応

力を発揮して海外市場を開拓し、国内事業を活性化している多くの事例がある。ただし、海外展開には様々な課題・リスクが

あり、それらを見極めつつ、支援策等も活用し、海外展開に取り組むことが求められる(図9)。 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                     

                      各企業の特長・強み 

＇              （開発力・品質等）の活用   海外展開企業の雇用・事業の拡大 

                                                  （資料：中小企業庁）  

                                                  

図９.中小企業の海外展開の概念モデル 

 

3-1-3.海外展開の動向 

海外展開を行う中小企業は中長期で見れば拡大傾向にある。しかし、海外展開をする企業が占める割合は、製造業でも輸

出で３％弱、直接投資で１％程度と必ずしも高くない。  

 

3-1-4.海外展開の際の障壁 

中小企業が海外展開するためには、販売先の確保や現地の事情への精通が必要。さらに、直接投資では、資金面での対応

も重要。こうした点が制約となり、中小企業では海外需要の取り込みが進んでいない。 

 

3-1-5.海外販路開拓と効果 

継続して海外展開を行うためには、現地向けの商品開発、アフターサービスの充実等が必要である。中小企業は開発力、マ

ーケティング力、アフターサービス、現地での対応力を発揮して、海外市場を開拓。海外拠点の設立が国内雇用に与える影響

を見ると、02年度及び98～04年度に直接投資を開始した企業では、国内雇用が拡大傾向にあり、海外展開により国内事業が

活性化されている。 

 

3-1-6.海外展開後の課題・リスク（＇輸出企業に ） 

中小企業では、輸出取引通貨として、円が利用される割合が高い。中小企業は円建て比率が高いにもかかわらず、輸出で

直面している課題・リスクとしては、為替の変動が多く挙げられている。輸出の為替リスクへの対応策としては、規模の大きな企

業では、調達方法の変更等がとられる。一方で、従業員数の少ない中小企業では、取引の円建て化がとられている。円建て企

＜社会環境の趨勢＞ 

・人口減少、国内需要停滞  

・アジア市場の拡大、取引先の海外移転  

 
＜利用されない希少資産＞ 

・供給余力としての国内企業の技術・

ノウハウ・対応力 

   商品・現地経営活動に反映 
＜効 果＞ 

・ 海外需要の取り込み  

・ 新市場対応による国内事業の活性化  

 

政策支援等 

海外展開（輸出・直投） 

中小企業のハードル：  
資金、販路、法制度・慣習等 
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業にとって海外での製品価格上昇をもたらす円高にかかわらず、中小企業が輸出で海外販路を確保するためには、商品の差

別化のための商品開発・研究開発等不断の取組が重要である。 

 

3-1-7.中小企業の OBP（Base of the Pyramid）ビジネスの海外展開 

 途上国で低所得層向け（一般的には年収３０００ドル）事業を始める中小企業が増えている。水処理技術を生かして飲料水を

安く製造・販売するなど、「BOP ビジネス」と呼び利益をえながら衛生環境改善や雇用創出の問題解決に一役を買っている。大

企業でなく、中小企業が途上国市場を開拓していく手法として注目され有望である。当面は ASEAN（東南アジア）であるが、低

所得層は世界人口の７割を占めると言われ、個々の所得は低くても合わせれば５兆ドル規模の市場になり、生活水準の向上は

将来の事業拡大に繋がる（表 4）。 

 

表 4.アセアンに進出している中小企業の一例 

会社名 進出先       事 業 内 容 

輝水工業 （東京） カンボジア 農村での給水事業を計画。農作物の販路開拓や衛生教育も展開 

TESS  (仙台） ベトナム   足こぎ車いすの生産・販売 

オカムラ （大阪） ベトナム 歯ブラシを簡単なビニールに包装、コスト削減 

日本ベーシック（川崎） バングラディシュ 自転車と一体型の浄水器開発、生産販売 

出所：JICA,日経より作成 

 

3-2.推薦できる海外拠点 

前述した如く、領土問題等で中国、韓国はここしばらく静観し、既に両国に拠点のあるところもよりグローバルに静観すべき

である。世界経済におけるグラビティ・モデルから東南アジア・東アジアが有望で、その事業展開を JICA がサポートしてくれる。

小国が集まる ASEAN（東南アジア諸国連合）はその存在感を高めているのが、巨大な自由貿易圏形成への先駆的な取り組み

であり、20 年近く域内の貿易自由化を進めてきた。総仕上げとして 2015 年末に経済共同体の創設を予定している。モノ、サー

ビス、資本を妨げる障壁を取り除く構想で、先行する関税は既に加盟主要国間ではほぼゼロである。その効果を表で見ると明ら

かである。 

総額１兆２７５２億ドル[前年比１７％増]、域内向け輸出は３１３８億ドル、自由化開始前('９０年)の１１倍に達している。域内の

輸出全体比も２０~２５%に向上した。Car のタイ、電機のマレーシア、天然資源のインドネシア、金融サービスのシンガポールと相

互補完し合っている。域外は、自由貿易協定（FTA）のハブを意識した戦略を推進し、中韓、豪、ニュージランド、日本、インドの

６カ国と FTA 締結に漕ぎつけている。近く交渉が始まる「ASEAN＋６」の広域 FTA は ASEAN の取り組みを多国間枠組みに発

展させるもので、一方でアメリカ主導の TPP への交渉参加を巡ってはやはり足並みが乱れるなど、一部に内部結束の課題も残

っている(図 10)。 

 

 

 

注：ASEAN――シンガポール、マレーシア、ブルネ

イ、ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、ラオ

ス、ミヤンマー、カンボジャの１０カ国、 

＋６＝インド、中国、韓国、オーストラリア、ニュー

ジランド、日本 

 

出所：JETRO 資料より作成 

図 10. ASEAN からの輸出先（2011 年） 

 

25% 

13% 
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9% 

33% 
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中  国 
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日  本 
米  国 
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経済再生を最優先課題に据える安倍内閣は「成長するアジア経済圏」の取り組みを掲げ、経済連携やインフラ輸出を推進し

企業の国際展開を後押しする為、1 月中旬 ASEAN3 カ国（タイ、ベトナム、インドネシア）を歴訪し、各国首脳と会談し協力拡大

を確認した。ASEAN 重視へ舵を切ったのは企業にとっては歓迎すべきであり、プラス要因でもある。 

そういった背景のもと、一方、近年日本では少子高齢化が進み、今後人口減少に直面する国内だけでビジネスを行っていても、

十分な成長機会を享受することは難しくなってきている。製造業を中心に、タイ（人口6400万人）、ベトナム（8740万人）インフラ

が整いつつあり、ミヤンマー（6062万人）は仏教徒で農耕民族であり日本とは肌が合うのではないか、年明け早々麻生副総理が

訪問し、ヤンゴン近郊の大型工業団地周辺のインフラ整備などに5000億円程度の円借款を供与する事で両国間の友好は深ま

った。日本との関係のよいミヤンマーで、低廉で良質な労働力が豊富であることから，引き続き日本企業の間で生産拠点として

注目を集めている等のASEAN諸国への進出が進んでいる。しかし、まだまだ大企業が中心で、中小企業においては進出のノウ

ハウがなくハードルが高いのが現状である。  

こうした中、約6 億人の人口を抱える東南アジア諸国に特にフォーカスし、JICA（国際協力機構）が海外進出のブルーオーシャ

ンとして注目していたカンボジア（1465万人）に昨年の 4 月に第 1 弾として現地法人を設立し、日本企業、特に日本経済を支

えている中小企業に対し、「進出前」から「進出後」までをトータルにサポートしている。 ラオス（630万人）は5 ヵ国と国境を接す

る内陸国であり、その地理的制約と過去の内戦等の影響から経済発展が遅れていたが、逆に地理上の優位性に着目し、域内

の物流の拠点化等、域内の連結性の向上による経済発展に活路を見いだそうとしている。小国だが、過去5年のGDP成長率は

7％台後半でこれからの成長が楽しみである。 

 東南アジア最大の人口（2億3764万人）を抱えるインドネシアでの展開に当っては、現地の大手デベロッパーPT Lippo 

Cikarang Tbk と協業し、日本の中小企業向けに設計したレンタル工場を提供し、日本の中小企業のインドネシア進出を強力に

サポートしてくれる。具体的には、インドネシア進出を考えている日本の中小企業に対し、「検討段階」では、マーケット調査、レ

ンタルオフィスの提供、現地視察ツアーなどで十分な情報収集を支援し、「進出後」は、現地法人設立、現地スタッフ雇用、総

務・経理などのバックオフィス業務からＯＡ・ネットワーク環境等のＩＴサポート、また現地企業とのマッチングや販路開拓支援まで、

複雑な海外進出を「ワンストップ」で支援してくれる。これにより、カンボジア・ベトナム・インドネシアの 3 カ国のJICAの支援体制

が整い事業活動を開始している。 

 タイは早くから日本企業の進出が進んでおり軽工業品は有望であるが、メコン域内の生産ネットワークの拡大が進めば尚更将

来が拓ける。もう一つの捉え方として、長い米欧の経済制裁解除で嘗て最貧国だったメコン流危機のＣＬＭ（カンボジア・ラオス・

ミヤンマー）は今や「アジアの新・新興国」として脚光を浴びている。 

その 3 カ国での存在感は、政府開発援助（ＯＤＡ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によると表 5 の如く日本は 3 カ国に供与し

た資金は全体の１８％の首位で援助大国、一方投資は中国が全体の 3 割超の首位で、対する日本は１％のシェアで投資小国

であると云える。確かに統計上はそう言えても現地のイメージは正反対で、トヨタ、ホンダ、パナソニック、キャノンと企業のブラン

ド力は高い。従って、中堅・中小企業はこのデータを参考にして今からでも遅くは無い、自分の会社ならどうかと自ら煩悶し大い

に進出し投資に繋げてもらえればどうかと考える。 

 

表 5.「ＣＬＭ］へのＯＤＡ供与額と直接投資額資料 

  ミヤンマー カンボジャ ラオス 

  ①英国（１４） ①日本（１９） ①日本（２２） 

Ｏ Ｄ Ａ ②日本（１２） ②米国（１１） ③豪州（９） 

  ③米国（１０） ③豪州（７） ③ドイツ（７） 

  ①中国（３４） ①中国（３６） ①ベトナム（３０） 

直接投資 ②タ イ（２５） ②韓国（１６） ②タ イ（２５） 

  ③香港（１０） ③マレーシア（１１） ③中国（２１） 

  ⑬日本（０.５） ⑭日本（０.６） ⑦日本（２.６） 

             注：（――）内の数字は各国受け入れ額の％    出所：日経新聞より作成                         
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 最近特に注視しなければならないのは、日本企業のみが海外 ASEAN に進出しているのではないという事を意識しなければ

ならない。台湾、韓国の各国に投資・進出するスピードはやや勝っているのではないか！ 

例えば、韓国は早くから中小企業振興公団中心に数 10 社の企業と昨年末ベトナム、マレーシア、タイミヤンマーを訪れ商談を

行った。一方、多くの台湾企業は既に中国・東南アジア各地に進出をし、現地の人脈構築や マネジメントに優れている。 日本

企業のブランド力や技術力と、台湾企業の ネットワークやマネジメント力はアジア各地で良い補完関係が成立している。最近有

名なのはシャープと鴻海精密工業との間で TV の EMSー受託生産（契約されていないが）で大変話題となった。是非、その事を

意識し行動に移して頂きたい。事業方針が決まれば、JICA と相談されてどの国に進出すべきか検討をし、事業のグローバルな

展開をしていく事をお勧めする。 

4.おわりに 

 日本の経済成長は、貿易立国にありそれに徹する事だと云い続けてきた。しかし、残念なことに 2011 年，2012 度と 2 年続けて

貿易赤字になった、財務省の貿易統計[１～１2月]によると輸出額６３７，４４６億円前年比（△２.７％ ）、輸入額 ７０６，７２０億円

前年比（３.８％ ）、差し引き６.９２７３兆円の赤字との報告である。勿論、今のところ原子力発電が停止状態でその代替として火

力発電となり液化天然ガス（LNG）の輸入が膨らんだ事と云うまでもなく 1１月末まで円高で、特に車や半導体の輸出減が大きく

影響した。しかし、それだけでは済まされない、電機業界の大不振、パナソニック[赤字 7,650 億円]、シャープ｛赤字 4,500 億円｝

の大赤字でありソニーも良くないが赤字回避で、韓国のサムソン、LPG に液晶 TV 中心に競争力が大きく削がれ彼らに殆どの市

場を席捲された。グローバル経済時代に負けた商品を中心とする分野に立ち向かいそれを取り返すのが正しいかどうかが、国

[政府]及び企業にとってこれからの戦略で大変重要で分岐点でもある。思い出したのであるが、嘗て、アメリカのメーカーが

1970 年代独占していたカラ－TV(ブラウン管方式)生産を止め市場が有るのだから販売する為に OEM（＊オリジナルブランドで

の委託生産）ビジネスで日本メーカーに託してしまった。当時、RCA,ゼニスがトップ 2 社で、GE,モトローラと続いていたがすべて、

カラ－TV の生産は止めてしまった。RCA は仏トムソンに売却,ゼニスは韓国 LG に売却し撤退してしまった。しかし、カラ－TV 市

場は韓国メーカーが席捲し、1 社もアメリカの企業は生産・販売していないのが今日である。日本は 20 世紀当初より、戦争の経

験から、撤退という教育及びその試練がないので、国民の意思の中でとことんやり遂げ、負ければ、何時か取り返すという観念

が根付いて居り、その部門を止めてしまうという経営感覚が経営陣に少ないのが現状である。 

 

また、３章の需要の創出・獲得に挑

む事業活動で前述した如く、集中化経

営に切り替えず、何時までも多角経営

化に拘泥している。新しい分野への挑

戦が外国企業に比べて遅く極めて保守

的である。政府も現状重視の傾向があ

る事は否めない。GE（発電機等の強電

分野が主）やモトローラは、新分野のコ

ンピュータ、通信機器、モバイル・フォ

ーン（後にスマート・フォーン）シフトし今

日のアメリカ産業を支えている。 

そのアメリカが時代の最先端をいく商品を開発しグローバルに商品を発表・発売したのは 6 年前の１月、アップル社の故ス

ティーブ・ジョブ氏で iPhone(スマートフォン)、iPad(多機能携帯端末)の 2 モデルでどちらも画期的なタッチパネルで人気を独占

し、グローバルに市場を席巻したのは余りにも有名である。アップルの統計によると iPad の世界出荷はパソコンの 2．4 倍の 8 億

4 千万代で業界の牽引役になった。グーグルやアマゾンが相次ぎこの事業に参入したがアップルの領域は出ていない。要はい

かにイノベイティブな商品を開発するかに全て掛っている(図 11)。 

 

 

                          

 

         

 

 

                                   

 

 
                                  

図 11.各企業、大学・研究機関との協力相関モデル 
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では、終りに日本企業はどうあるべきか！大手だけでなく成長性の高い分野に大手企業、ベンチャー企業 、中堅・中小企業

がスクラムを組み自前主義のみでなくオープン・イノベーション（他社の技術も活用した技術革新）と大学及び研究機関等での

研究開発を加え、グローバル競争力を高め新しい商品を創出すべきと考える．飽くまでも政府は資金的な支援であって 3 企業

のコラボレーションと大学及び研究機関の先端技術が加味されて、新製品の創出と競争力の培養に繋がる事が最も重要である。

日本経済が真に成長し、国民人々の生活が今より少しでも改善される事を祈念します。 
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物部弓削守屋大連公（物部守屋）の情報を検分 

-大阪府東大阪市、枚岡神社の所蔵文書より- 

山根 眞人 ・ 沢  勲 

（枚岡神社 禰宜・大阪経済法科大学 名誉教授） 
Information of Mononobe-no-Yuge-no-Moriya-no-Omuraji-no-Kimi  

and its Visual Inspection (Mononobe-no-Moriya) 
- Possession Document of Hiraoka Jinja Shrine, 

Higashi-Osaka City, OSAKA - 
Masato YAMANE and Isao SAWA 

 
ABSTRACT 

Mononobe-no-Moriya(age unknown-587age) Omuraji (existence power powerful family) of the Asuka era. A 

child of Mononobe-no-Okoshi. Mother is Asahime of the daughter of Yuge-Wako. Mononobe clans is an 

fluential military family. Mononobe clans opposed to Soga-no-Umako of the worship Buddha group for the 

Buddhism transmitted in Japan in a strong opposite French group. 

For 572 years, Mononobe-no-Moriya was appointed with the enthronement of the Emperor Bidatsu by 

Omuraji. When Emperor Yomei succeeded to the throne on September 5, Omuraji assumed Mononobe- 

no-Yuge-no-Moriya-no-Omuraji-no-Kimi Minister again. When it was succeeded to the throne, the Emperor 

Yomei had a system of Oomi, Omuraji, and the Otomo and Mononobe clans was chosen as Heguri clan, 

Omuraji in Oomi. For 587 years, Mononobe-no-Moriya which was omuraji (a kabane that was given to the most 

powerful administrative ruler during the period of ancient Japan) was ruined by Soga-no-Umako.  

Soga clan became the corner of three major powers to form a line in the Muraji Otomo and Mononobe clans of 

the ream. When Otomo-no-Kanamura loses its position before long, two a great number of people of Mononobe 

clans (Mononobe-no-Okoshi) of Omuraji and Soga-no-Iname of the minister help it. 

Late in the sixth century equal to the reign of Emperor Bidatsu, Emperor Yomei, Mononobe-no-Moriya which 

was a child of Mononobe-no-Okoshi was appointed by omuraji. After Soga-no-Umako defeated 

Mononobe-no-Moriya which was Oomuraji, the system of Oomuraji was abolished virtually. Therefore 

Soga-no-Umako became an independent dictator, and after that Soga clan came to take the center of the 

government, and, as for the minister, Soga-no-Emishi(son of Umako) succeeded you.  

Otomo-no-Kanamura which failed in the management of the Korean Peninsula was driven into the 

retirement by impeachment of Mononobe-no-Okoshi. Mononobe-no-Okoshi occupied the position of 

independent omuraji afterwards. By the main subject, Buddhism war, Moriya Pond in conjunction with 

Mononobe-no-Moriya inspected the information of the public cemetery. 

キーワード：物部弓削守屋大連公・物部守屋・仏教戦争・所蔵文書 

Keywords：Mononobe-no-Yuge-no-Moriya-no-Omuraji-no-Kimi、Mononobe-no-Moriya、Buddhism War、
Possession Document 

［洞窟環境 NET 学会紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.4(2013),  -  pp］ 
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1.はじめに 

 枚岡神社の創祀は、社伝によれば神武天皇御即位前3年、御東征の砌とつたわる。神護景雲（じんごけいうん。2年、奈良

に春日神社が創建された折、中臣氏（藤原氏）祖神の天児屋根命(あめのこやねのみこと )や比売御神（ひめみかみ ）二柱の

御祭神が御分祀された。この由緒にちなみ地元では「元春日」と親しみを込めて呼ばれている。中世より河内国一の宮、明

治 4（1969）年、全国で 29 社のうちの 1 社として官幣大社に列格、翌 5（1967）年、いわゆる神社合祀令の通達の初期に、近

郷 14 村の神社が、本殿及び末社の天神地祇社に合祀された。 

近世には幕領、大名領、旗本領が入り混じっていたこの地方は、明治 29（1896）年に中河内郡に大同合併される。合併前

の中河内郡にあった神社は、式内社 7 社（枚岡神社、石切剣箭神社、梶無神社、栗原神社、大津神社、津原神社、御野縣

主神社）に合祀されている。 

 

  

 

写真 1-1.枚岡神社の社殿 写真 1-2.枚岡神社の正面鳥居 写真 1-3.枚岡神社の扁額 

 

枚岡神社の御祭神は、第一殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと) 、第二殿 比売御神(ひめみかみ) 、第三殿 経津主

命(ふつぬしのみこと) 、第四殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと) である。所在地は、大阪府東大阪市出雲井町 7 番 16 号、

位置は北緯 34 度 40 分 12 秒、東経 135 度 39 分 02.5 秒である（図 1-1）。 社格等は式内社（名神大）で、河内国一宮、旧

官幣大社である。創建は神武天皇紀元前 3 年（紀元前 662 年） である。本殿の様式は枚岡造。別名は元春日。札所等は神

仏霊場巡拝の道 60 番（大阪 19 番）である。例祭は 2 月 1 日、主な神事は粥占神事である。 

枚岡神社の由来は、社伝によれば、神武天皇御東征の砌、紀元前 3 年国土平定祈願のため、天種子命勅命を奉じて現

社地の東方山上の霊地神津嶽に、天児屋根大神、比売神の二柱の神霊を奉祀せられた。その後、第 36 代孝徳天皇（645 
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年～654 年）白雉元(650)年平岡連等が、現社地に神殿を造

営、山上より二柱の神霊を奉遷し、次いで第 49 代光仁天皇

(770 年～781 年)宝亀 9(778)年香取鹿島より、経津主大神、武

甕槌大神を勧請奉斎して以来、四柱の神霊が四殿に御鎮座に

なっている。  

悠久限りなき上代に勅旨にて創祀せられた故を以って、古来

朝廷の尊崇最も厚く大同元年には封戸六十戸を有し、貞観年

中に神階正一位を授けられ、同時に春秋の勅祭に預り奉幣を

受け、之を以って永例と定められ、更に延喜の制成るや大社と

して三大祭に案上の官幣に預り、名神祭、相嘗祭の鄭重なる祭

祀を受け、殊に春冬の二回勅使を遣わされて厳粛なる枚岡祭

を行わせらる外、随時祈雨祈病大祓等祈願奉幣に預る等、最

高の優遇を受けた。  

中世より河内の国一の宮として御社運益々繁栄し河内一円の諸家を氏子とし、武家、公家、庶民に至るまで根強き信仰を

集め、明治 4（1871）年神社制度が確立されるや、官幣大社に列格され御神威は益々高揚し、その後幾多の変遷を経たが、

創祀以来 2600 有余年の由緒を誇る大社としての格式と尊厳を保持し、今日に至っている。 尚摂末社として若宮社、天神地

祇社が御鎮座になり、その南方の神苑には数百株の梅樹が植栽され、季節には参拝者の目を楽しませている。  

大正 4（1915）年に枚岡村、大正 5（1916）年に枚岡南村が誕生、昭和 4（1929）年の縄手村、昭和 14（1939）年枚岡町、昭

和 22（1947）年縄手町を経て昭和 30（1955）年に枚岡市が発足、市名は神社に因み決められた。昭和 42（1967）年布施市・

河内市・枚岡市の 3 市が統合されて東大阪市が誕生、人口 51 万人足らずを擁する。 

 枚岡神社の関係文書は、中世近世の旧社家水走（みずはや）氏文書の安堵状および歴代家禄譲状が世に広く知られて

いるが、それ以外にも明治 4（1969）年の官幣大社列格以来、先輩諸氏が後世の為に書き綴った総数千点を越える文書があ

る。幸い戦災を受けずに伝えられたその文書の記載の中より、物部弓削守屋大連公の祭祀をどの様に執り行っていたかを

記述し、ひいては明治と大正期の大阪府神社界の動静を少しでも明らかにすることが出来ればと考えている。 

 明治 4（1971）年～昭和 20（1945）年の大戦終了間の神社所蔵の文書は、社史・社伝 39 点、往復文書・令達 61 点、社務

169 点、祭礼、行事 35 点、土木、建築 81 点、会計 557 点、関係諸団体 29 点、日記、日誌 57 点、絵画、地図 6 点、その他

雑 11点、総数 1045点である(表 1-1)。そのほとんどが公開されたことがなく、その学術的価値は高いものと考える。本稿では、

物部守屋（物部弓削守屋大連公）に関連する仏教戦争・守屋池・公墓所の情報を検分した。 

 

表 1-1. 神社所蔵の文書（明治 4 年～昭和 20 年大戦終了） 

文書 点数 文書 点数 

社史・社伝 39 点 往復文書・令達 61 点 

社務 169 点 祭礼、行事 35 点 

土木、建築 81 点 会計 557 点 

関係諸団体 29 点 日記、日誌 57 点 

絵画、地図 6 点 その他雑 11 点 

 

2.物部守屋（物部弓削守屋大連公）の事蹟 

 

図 1-1. 枚岡神社、近鉄奈良線枚岡駅付近 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 
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物部弓削守屋大連公の事蹟について顧みるには、豪族・物部氏の系図を別表 1 の中央に掲載している。守屋公の父は

物部尾輿（もののべ の おこし ）、母は弓削（ゆげ）連 の祖倭古の娘(阿佐姫)である。その弓削連の本拠地は河内国若江郡

弓削郷である。河内との関係はその出生にまで遡ることが出来る。物部尾輿は 29 代欽明天皇（539 年～571 年）・先代 28 代

宣化天皇（536 年～539 年）・次代 30 代敏達天皇（572 年～585 年）即位にさいして大伴金村とともに大連（神別氏族の長）と

なり、蘇我稲目は大臣（皇別氏族の長）任じられている。守屋公の事蹟の大半は『日本書記』からの記述である。物部守屋は

物部 弓削連 守屋と名乗っていた。29 代欽明天皇 時代から 大連と大臣との争いを表 2-1 のように表示した。 

 

表 2-1. 29 代欽明天皇の大連（神別氏族の長）と大臣（皇別氏族の長）との関係 

三大勢力 氏族 失脚 二大勢力 死亡 仏教興隆 

物部尾輿・ 

大伴金村 

神別氏族

の長 

大伴金村の

失脚 

物部守屋大連 

仏教戦争後、物

部守屋の死亡 

蘇我 馬子と厩戸皇子 

（うまやとのみこ：聖徳太子） 蘇我稲目 皇別氏族

の長 

 蘇我馬子宿祢

大臣 

 

 まず、欽明天皇（572年～585年の元号）13（552）年、天皇は「朕昔よりこのかた未だかって是（かく）の如く微妙（くは）しき法

を聞くことを得ず」と詔され、蘇我稲目「西蕃の諸国一に皆礼（ゐやま）ふ豊秋（とよあきつ）日本あに独り背かむや」と答えて

いる。物部尾輿と中臣鎌子(なかとみ の かまこ、排仏者 )は、「我が国家（みかど）の天下に王とましますは恒に天地社稷の

百八十神を以て春夏秋冬祭拝（まつ）りたまふことを事とす、方（まさ）に今改めて蕃神を拝みたまはば恐るらくは国神の怒を

到さむ」と反対する。蘇我稲目は、欽明天皇 31（570）年崩ず。 

 敏達天皇 14（585）年「物部弓削守屋大連大三輪君逆中臣磐余連ともに仏法滅すと謀り寺塔を焼きならびに仏像を棄てん

と欲す。馬子宿祢争いて従わず」。いわゆる堀江棄仏事件である。「敏達天皇 14（585）年 2 月壬寅、蘇我大臣馬子宿祢、塔

を大野が丘の北に起こし、大会を設え斎く。即ち達等前に得る所の舎利を以て塔柱頭を蔵す。辛亥、蘇我大臣疾を患う。卜

す者に問う。卜者対て言う、父時に於いて祭る所仏神の心を崇める也。大臣即ち子弟を遺して、其の占める状を奏す。詔し

て申す、卜者の言に依りて祠父神を祭るは宜しき、大臣詔を奉りて、石像を礼拝し、寿命の延びるを乞ふ、其の時、国は疫

疾行ひ、民死者あまた、3 月丁巳朔、物部弓削守屋大連、中臣勝海大夫と与に、奏し曰く、何故臣の言を用ひ肯わざる、考

え天皇自ら陛下に及ぶ、疫疾流行、国民絶える可く、あに専ら蘇我の臣の行仏法を興す由非ずや、詔して曰く、灼然、仏法

を断つを宜しき、丙戊、物部弓削守屋大連、自ら寺に詣でて、胡床に踞坐して、其の塔をきり倒す、火燔の縦、ならびに仏像

仏殿を与に焼き、既に而して余りの仏像を焼く所より取りて、難波の堀江に棄てさせる。」 

敏達天皇 13（584）年・14（585）年、蘇我馬子等が仏法を深く信じ仏師尼僧を求め仏殿を設け、大野丘の北に塔を建て大

会を催した。その後、馬子は発病し自ら仏像を礼拝したい旨を申し出た、その時、国中に疫病（疱瘡）が流行し死者が多く出

た。物部守屋と中臣勝海が天皇に疫病の流行は蘇我臣が仏法を興したことによると奏上した、天皇は宜しく仏法を断めよと

申され、物部守屋が自ら寺に行き塔を切り倒し仏像仏殿を焼き、残りの仏像は難波の堀江に棄てさった。 

 敏達天皇は 585 年に崩御される。次に 31 代用明天皇（585 年～587 年）が即位する。「蘇我馬子宿祢を以て大臣とし、物

部弓削守屋大連をもて大連とすること、並びにもとの如し。」その用明天皇も 587年 4月 9日に崩ぜられ、32代崇峻天皇（587

年～592 年）が同年 8 月 2 日に即位した。その間に用明天皇が病に罹り「朕三宝に帰せむと思ふ卿等議れ」と申され、物部

弓削守屋大連は「何ぞ国神に背きて他神を敬はむ」と反対したのに対し、蘇我馬子は「詔に随いて助け奉るべし」と賛成する。

この時「皇弟皇子豊国法師を引き内裏に入れる、物部守屋大連横目に睨み大いに怒る」との記述がある。このことにより蘇我

馬子側、いわゆる崇仏派が多数を占め、物部守屋と中臣勝海側の排仏派が孤立したことがうかがわれる。 

 身の危険を感じた物部守屋は、河内国渋川郡阿都の別業に退き防衛の態勢をとる。また中臣勝海も家に立てこもるが舎
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人迹見赤檮 （とねりとみのいちい）に暗殺されてしまう。 

 『日本書記巻第二十一』 

 「秋 7 月、蘇我馬子宿祢大臣、諸皇子の群臣らに勧めて、物部守屋大連を滅さむことを謀る。泊瀬部皇子・竹田皇子・厩戸

皇子 （うまやとのみこ：聖徳太子）俱に軍旅を率ゐて進みて大連を討つ。大伴連囓 （おおとものむらじくい ）・阿陪臣人（あべ

のおみ ）俱に軍兵を率ゐて、志紀郡より渋河の家に到る、大連親（みずか）ら子弟（やから）と奴軍（やっこら）を率ゐて、稲城

（いなき）を築きて戦ふ、是に大連、衣摺朴枝（えのき）の間に昇りて臨み射ること雨の如し、其の軍盛（いくささかり）にして、

家に填ち野に溢れたり、ここに迹見首赤檮有り、大連を枝の下に射堕して、大連あわせて其の子等を誅（ころ）す」             

 

3.物部守屋と枚岡神社の所蔵文書 

『全国神職会会報・明治 37（1904）年 1 月 20 日発行』には、「物部守屋社を官幣社となすこと」との文言が見えるが、墓所

が官社となったことはない。『大阪府皇典講究分所録事・第 6 号明治 39（1906）年 12 月 1 日発行』では、第 1 回講習会の講

師を枚岡神社武津八千穂宮司が務めている。東京に皇典講究所（後には國學院大學にも繋がる）が設立され、各道府県に

は皇典講究分所が設けられ、神社行政、神職養成、神職教育が行われていた。 同じく『大阪府皇典講究分所録事第 9 号・

明治 40（1907）年 7 月 25 日発行』に「守屋連ノ墓へ金幣下賜ヲ宮内大臣へ請願ノ件の可決」の記事が見える。大阪府皇典

講究分所の理事会において、物部守屋公墓所への金幣の下賜請願の議決が行われている。 

 同じく『大阪府皇典講究分所録事・第 12号』に皇典講究分所地鎮祭斎主を武津宮司が務め、大阪府神職総代にも武津宮

司の名前が記されている。記事中に見える物部守屋公の墓前祭は、大阪府神社庁中河内支部、現在の第六支部の神職が、

大阪府神社庁の委託を受けて連綿と続けてきた。この諸記事に現在へ続く萌芽が感じられて興味深い。 

 明治 43（1910）年に大阪府皇典講究分所が大阪國學院に組織、名称が変更になった。以下では、『自明治三十四年至大

正五年拾六年 庶務稟議綴 官幣大社枚岡神社』、『大正六年ヨリ昭和二年迄拾壱ヶ年 庶務綴 官幣大社枚岡神社』の 2

冊より物部弓削守屋大連公の関係記述を抜き出した。 

「大正五年の条 國第四七号 拝啓春暖之候 愈々御清祥之段奉賀候 陳者 本院経営ニ付テハ 常ニ御援助相受ケ 

実ニ難有奉感謝候 就テハ本年卒業生中 本府ニ於テ 施行相成候神職試験合格者 別紙ノ通ニ有之候 貴神社ニ於テ

社員 御任用ノ節ハ 可成御採用相成候様致度 此段得貴意候 敬具 大正五年四月十九日 大阪國學院長鈴木邦義」 

 

「官幣大社枚岡神社 宮司武津八千穂 殿 中河内郡支部提出 一、中河内郡竜華村大字太子堂ニ所在 大連物部守屋

ノ墓碑前ニ於テ本年七月七日本院ノ事業トシテ祭典ヲ執行シ 各支部ヨリ代表者ヲ派遣シ其祭儀ヲ執行セラレンコトヲ望ム         

提出ノ理由 欽明朝 廷臣宗教ヲ以テ政権争奪虎距獅睨ノ時ニ方リ 守屋大連ハ単独固有ノ大道ヲ宣揚 且國体ノ尊厳ヲ

保守シタル鉄腗義膽 誠ニ欽慕ニ耐エサル所ナリト雖モ 惜ラクハ殞命ノ后千有余ネン僅ニ 一基ノ碑ヲ存スルニ止マリ 英

霊ヲ追慕スルモ稀少ナリ 是ヲ以テ毎年一回本院ヨリ催シテ祭典ヲ行ヒ請酌庶○ヲ奠シ 以テ英霊ニ記念感謝慰安スルハ斯

道従事者ノ最大義務ニシテ 当ニ報本反始ノ誠意ナリトス コレコノ擧ヲ要望スル所以ナリ」 

 

4.物部守屋と大聖将軍寺と戦争 

大阪府八尾市の大聖勝軍寺は、八尾市の西南部に位置している。所在地は、大阪府八尾市太子堂 3-3-16 で、位置は

北緯 34 度 36 分 48.84 秒、東経 135 度 35 分 16.88 秒で標高は 11m である。大聖勝軍寺は旧奈良街道に面して建つ高野

山真言宗派の仏教寺院で、山号は神妙椋樹山（しんみょうりょうじゅさん）である。開基は聖徳太子、本尊は植髪太子（聖徳
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太子）である。聖徳太子建立三太子とは、①叡福寺の「上の太子」、②野中寺の「中の太子」、③「下の太子」と呼ばれている。

創建年は用明天皇 2 年（587 年）、札所等は河内西国三十三

箇所 1 番、聖徳太子霊跡 2 番地である。第 31 代用明天皇は

聖徳太子の父である。 

図 4-1 は大聖勝軍寺の付近図である。この付近は、大聖

勝軍寺の前に守屋洗池があり、樟本神社北木の本には守屋

首洗池があり、南側には鏑矢塚や弓代塚があり、北側には物

部守屋大連墳がある。 

 594年。飛鳥時代、用明天皇の在位は 585～587、大聖勝

軍寺創建（587）。大聖勝軍寺は、この地は渋川の阿刀（あと）

と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対し

たと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。 

597 年。瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群

臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を

感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそう

と謀った攻防戦の主戦場である。  

物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子・聖徳太子とこの一帯で戦い敗れたために滅亡した。しかし、物部氏傍系一族の弓

削氏、来栖氏および矢作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持していた。台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消

失しているため、文化遺産をどのように保存できるかが課題である。 

601年。聖徳太子は、斑鳩宮を造営、政治の基調、文化の向上と仏教の興隆を目指した。冠位十二階の制定、 遣隋使 ・

小野妹子を派遣、国書を煬帝に奉呈した。天皇記、国記 の記録・勝鬘経義疏、維摩経義疏と法華経義疏の撰を行った。  

 

   

写真 4-1.大聖勝軍寺内にある古い戦

場記念碑 

写真 4-2.大聖勝軍寺の正門の右側

で、聖徳太子やその関係者 

写真 4-3.大聖勝軍寺の山門で、正面

の奥は聖徳太子仏像がある 

 

写真 4-1 は大聖勝軍寺内にある古い戦場記念碑である。戦場記念碑とは物部守屋と聖徳太子の戦の場である。戦場記

念碑の右側には守屋洗池がある。写真 4-2 は大聖勝軍寺の正門の右側で、聖徳太子やその関係者の記念碑である。この

奥にあるのが大聖勝軍寺の入口である山門である（写真 4-3）。 

写真 4-4 は物部守屋との戦争時に隠れていた心妙椋樹の裏である。写真 4-5 は聖将軍寺入口の右側にある守屋池であ

り、形状は円形ではなく六角形に近い池である。大聖勝軍寺の境内（門前）にある「守屋池」は、聖徳太子が迹見赤檮に鏑矢

 

図 4-1. 大聖勝軍寺の付近図 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 

物部守屋大連墳 

守屋首洗池 
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で守屋を射させ、秦河勝がその首を取って、この池で洗ったとの伝えがあり、「守屋首洗池」とも呼ばれる。同様なことが楠本

神社北木の本にもある。写真 4-6 は将軍寺前の守屋池の石碑である。この守屋池は、神社に登録されている。測量値につ

いては、次の項目で、物部守屋と守屋池と守屋首洗池を比較・検討した。 

 

 
 

 

写真 4-4. 物部守屋との戦争時に隠れ

ていた心妙椋樹の裏 

写真 4-5.聖将軍寺入口の右側にある

守屋池 

写真 4-6.大聖将軍寺前の守屋池の

石碑 

 

5.物部守屋と守屋池と守屋首洗池 

樟本神社（北木の本）の概要と特徴を次のようにまとめる。①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。②現社名は樟本（くすもと）神社、北木の本社である。

③主祭神は古来木霊で、その後、布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日

（にぎはやひ）命、 『河内志』「並布都明神」、 『河内各所図会』「布都明

神と称して物部守屋の霊を祭る」、 『大阪府神社明細帳』「布都大神」で

ある。④勧請神は物部氏守屋の神とし大連守や城墟である。⑤宮司は永

井 誠子氏。⑥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謎。⑦社格等は式内小社。旧社格：村社。例祭：不

詳⑧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)。

⑨鎮座地は〒581-0041八尾市北木の本 5-73。⑩鎮座地移転は最初は

木本村に三座、北木本が分村し、さらに南木本が分村した。⑪緯度は 34

度 36 分 18 秒最南、135 度 35 分 12 秒、標高 10m。 

⑫連絡先は、水野富蔵 (関大八尾支部顧問）。⑬路線は JR 大和路線 

八尾駅 2.0km、地下鉄谷町線八尾南駅 0.6km。⑭境内末社は稲荷（いな

り）大明神、1 社。⑮祭祀対象は本来は木霊（木魂）である。 

⑯社 殿は本殿と拝殿、権現造。⑰鰹木はＴ字型、各 1 本、計 3 本。⑱千

木は千木を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る）。⑲鳥 居は1基、最高3.34m。⑲石燈籠は 1基、最高2.21mである。 

⑳備 考としては、現在の八尾市北木の本（旧丹北郡）、北木の本、南北木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座している。八尾

空港の北の平地住宅地の中に三社が散在。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。境内に児童公園

 

図 5-1. 古代河内国で、現 JR 八尾駅付近。古代の

仏教戦争地、渋川神社と樟本神社 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 

大聖勝軍寺 

樟本神社 

渋川神社 
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がある。物部守屋の首を洗ったと伝わる守屋首洗池がある。三社では小規模。境内には大楠木がある。武人と政治家の物

部守屋と蘇我馬子との力量が比較できる。 

天皇家より遥かに古い時代よりこの地を開拓してきた豪族である物部氏の大連は、大陸・半島からの新しい文化特に仏教

へ対応できず、ここに滅び去った。この地を中心に多くの物部支族がいたが、全面的に皇室・蘇我連合に反抗していない。

物部氏が河内に展開して以来、支族が力をつけており、本家の頭領とは言え、守屋は絶対視されていなかった。物部の本

貫地をあえて太子堂として聖徳太子の威光・威徳をもって、住民を慰撫したのかも知れない。 

守屋首洗池は樟本神社（北木の本）の入口の左側にある。境内に入ってすぐ右に小さな池（水は涸れている）があり、その

前に“守屋首洗池”（だいぶ摩耗している）と刻した自然石の碑が立っている。社務所壁に貼られた案内文は次の通りである。

「大和時代（587 年）蘇我馬子は天皇系と結びつき聖徳太子らと共に阿都の地に物部守屋を攻めてきたとき、聖徳太子

が迹見赤擣に鏑矢をもって、物部守屋を射させたところ、その矢が守屋の胸に当たり、秦河勝がその首をとって、この

池で洗って聖徳太子の見参に入れたといられる。俗に、「守屋首洗池」とも呼ばれる。この辺には、鏑矢をもって射せた

ところに史跡弓代塚があり、物部守屋の胸に当たり、鏑矢が落ちたところに史跡鏑矢塚がある。」 

同じ守屋池と称する古池が太子堂の大聖勝軍寺にもある。いずれも後世になっての創作であろう。ただ、聖徳太子

が矢を射て守屋を倒したとの伝承は、金春禅竹（1405 年-1471 年）の明宿集にもあり、室町の頃には広く知られていた

らしい。  

 

   

写真 5-1.守屋首洗池と右の記念碑 写真 5-2.物部守屋首洗池の前は公園 写真 5-3.物部守屋首洗池の記念碑 

 

写真 5-1 は物部守屋首洗池と右の記念碑で、写真 5-2 は物部守屋首洗池の前は公園で、写真 5-3 は物部守屋首洗池

の記念碑である。石碑円周と石碑直径は地面から上部になるにつれ大きくなる傾向である。すなわち、石碑円周は 1.12m か

ら 1.31m の範囲で、差は 0.19m ある。石碑直径は 0.357m から 0.417m で、差は 0.06m である。 

 

 
石 碑 

石碑円

周 

石碑直

径 

石碑高

さ 

1 石碑上部 1.31 0.417 0.73C 

2 石碑中部 1.26 0.401 0.55R 

3 石碑下部 1.26 0.401 0.55L 

4 石碑地面 1.12 0.357   
 

 

表 5-1. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石（m） 図 5-2. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石 

 
表 5-1 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石の測定値である。図 5-2 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑
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石の測定値からグラフ化したものである。 

 
表 5-2. 守屋首洗池測量値（m） 

 池円周 池直径 池深さ 池対角線 池の所在地 

1 19.15 6.11 1.18  樟本神社（北木の本） 

2 16.25 多角形 0.75 4.60,5.20 勝軍寺 

 
表 5-2は樟本神社北木の本と勝軍寺にある守屋首洗池測量値である。池円周は 19.15mと 16.25mで、差は 2.9mである。

池深さは 1.18m と 0.75m で、差は 0.43m である。勝軍寺の池直径は多角形のため不能で、池の対角線を測量すると 4.6m と

5.2m であることが確認した。 

更に大聖勝軍寺門前には守屋池との伝承のある「守屋池」と呼ばれる古池、「守屋塚」の近くに守屋公を射殺した矢の「鏑

矢塚」、その矢を放った弓を埋めたと云う「弓代塚」がある。また、少し離れた若江山光蓮寺の境内には守屋公の城跡である

「稲城跡」、樟木神社北木ノ本にも、守屋公首洗池と伝わる古池が現存している。 

 

6.物部守屋の公墓所 

 物部守屋公墓所は、明治初期当時の堺県令小河一敏によってその恰好が整えられ、現在の墓碑、石鳥居、石玉垣、灯篭

が設立された。大正 5（1916）年に大阪府下の神職により墓前祭が開始される。大正 9（1920）年大阪國学院中河内支部の神

職の手によって墓前祭が継承せられ、先の大戦後は大阪府神社庁の委託を受けて中河内支部、現在の第 6 支部の神職が

祭祀をつかさどる。 

用明天皇 2（587）年 7 月 7 日、八尾市の渋川の地での戦いで守屋公は蘇我氏の軍勢に敗れた。その前年の 6 月 5 日、

府下神社を始め他府県の御神縁神社の宮司総代、敬神婦人会の役員等百名を越える参列者のもと墓前祭が斎行されてい

る。この墓所のある地は、享保元（1801）年発刊の『河内名所図会』にも「守屋塚」と描き込まれている。 

 

 
  

写真 6-1.大聖将軍寺にある物部守

屋像 

写真 6-2.八尾市の大聖勝軍寺近くにあ

る物部守屋墓 

写真 6-3.物部守屋の墓には、神社とし

ての鳥居、1500 年前の権力を象徴 

 
写真 6-1 は大聖将軍寺にある物部守屋像である。写真 6-2 は物部守屋の墓。墓の入口には写真 6-3 のような明神系鳥

居が建立している。墓の周囲にある玉垣は全国の有名な神社関係者が寄進し、1500 年前の大きな権力と影響力をうかがい

知ることができる。この墓地は大聖勝軍寺より国道 25 号線を 100m 程東に進んだところにある。物部守屋の墓にある鳥居の

規模は、直径 0.26m、円周 0.89m、鳥居の柱間距離は 2.00m、貫における下段と上段の高さは、2.05m と 2.27m である。笠木

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%8B%9D%E8%BB%8D%E5%AF%BA


10 
 

における下段と上段の高さは、2.55m と 275m である。そして、笠木の上にある反増の頂点は 2.90m である。 

 

7.おわりに 

  物部 守屋（生年不詳～587 年）は、飛鳥時代の大連（有力豪族）で、有力な軍事氏族である。物部氏は日本に伝来した

仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。572 年、敏達天皇の即位に伴い守屋は大連に任じられた。

用明天皇が 585年 9月 5日に即位した際、物部弓削守屋大連公を大連また大臣とした。用明天皇が即位された時に、大臣・

大連の制度ができ、大臣には平群（へぐり）氏、大連には大伴氏・物部氏が選ばれた。587 年、大連であった物部守屋が蘇

我馬子に滅ぼされて以降、勢力が衰えていた物部氏の一族としては異例の昇進を遂げ、左大臣に至った。 

蘇我氏は連の大伴氏と物部氏にならぶ三大勢力の一角となり、やがて大伴金村が失脚すると、大連の物部氏（物部尾輿）

と大臣の蘇我（稲目）の二大勢力となる。敏達天皇・用明天皇の治世に当たる６世紀後期には、尾輿の子である物部守屋が

大連に任命された。蘇我馬子が大連である物部守屋を討った後は大連制が事実上廃されたために馬子が単独の執政官と

なり、以降は蘇我氏が政権の中枢を担うようになり、大臣は蘇我蝦夷（馬子の子）が跡を継いだ。朝鮮半島の経営に失敗した

大伴金村が物部尾輿の糾弾によって引退に追い込まれると、物部氏が単独の大連の地位を占めることになった。 

昭和 62年発刊の『物部守屋公御神退千四百年祭記念誌』を読むと、「何背國神 敬他神也」と言い放たれた守屋

公の遺徳の顕彰、我が国の道統護持、継承の為の永年の労苦に尊敬の念を禁じ得ない。守屋公墓の墓所地の確保、

整備については節目で事業が行われ、現在の様に整えられている。この管理は、支部内の神職が中心となり、その

他にも年間を通して何人かの篤志家が清掃奉仕をして墓所の清浄を保っている。 

大聖勝軍寺門前の「守屋池」は５坪程の空池で、駐車場の片隅にあり小さな標石が建立されている。土地は国有

地であるが、大聖勝軍寺の住職夫妻が丁寧に清掃管理をしている。「鏑矢塚」には、八尾市教育委員会の文化財説

明板が設置されていている。「弓代塚」については、土地が高圧電線の鉄条網内にあり側に行くことさえ出来ない

状態である。 

 

   

写真 7-1.鏑矢塚の石碑。 写真 7-2.弓代塚の石碑 写真 7-2.稲城址の石碑 

 

写真 7-1 の鏑矢塚の石碑は守屋を射った鏑矢を埋めたと伝わる所である。写真 7-2 の弓代塚の石碑は守屋が迹見赤檮

の弓に撃たれたと伝わる所である。写真 7-3 の稲城址の石碑は、八尾市南木の本（旧字名；城の跡）光蓮寺の入口にあ

る。聖徳太子が物部守屋の館のあった阿都桑市を攻めたとき、守屋はこの地に城を築き抗戦したという。「稲城の

謂れは稲で囲った城」とも、「稲積みの城」であったとも伝われている。 

最後に、物部氏ゆかりの神社の分布を活躍歴史でみると以下(一部割愛)のとおりである。 これを近畿に限定すると、次の

とおりである。大阪府豊能郡（4 神社）、箕面茨木方面 （5 神社）、枚方交野方面 （7 神社）、生駒西（石切・枚岡神社）方面  

http://kamnavi.jp/mn/osaka/mmap0.htm
http://kamnavi.jp/mn/osaka/mmap1.htm
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（11 神社）、古市古墳群方面 （12 神社）、大阪市長居から堺へ（12 神社）、大阪府貝塚市以南（5 神社）、奈良 （49 神社）、京

都（34 神社）、和歌山 紀ノ川下流域（21 神社）、滋賀（23 神社）と三重（40 神社）である。さらに、八尾方面に限定すると、次

の 17 神社が以下のように鎮座している。 

河内高安 式内 恩地神社  八尾市。河内若江 式内 弓削神社  八尾市弓削町。河内若江 式内 弓削神社  八尾市

東弓削町。河内若江 弥加布都命神社 東弓削町の弓削神社に「彌加布都命」「比古佐自彦命」が合祀。『白鳥上』109。 

河内若江 比古佐自布都命神社 同上。河内志紀 式内 若江鏡神社  東大阪市若江南 2-3。 

河内若江 式内栗栖神社 八尾神社  八尾市本町。 

河内若江 式内 渋川神社  八尾市。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市木の本。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市南木の本。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市北木の本。 

河内渋川 式内 跡部神社  八尾市。河内若江 式内 矢作神社  八尾市。河内若江 式内 御野県主神社  八尾市。

河内高安 式内 玉祖神社。河内高安 式内 都夫久美神社。矢作連（やはぎ）は布都怒志命の後裔でもある。弓矢を造る

伴造を統率する氏族、祖神の経津主を祀っていた。 

物部氏傍系一族の弓削（ゆげ）氏、来栖 （くるす）氏、矢作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に弓削氏から出

た道鏡（どうきょう 700～772 年）は称徳天皇のもと、奈良時代後期の日本における実質的な権力者となっている。 
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神社名 揖夜神社
（いやじんじゃ）

静間神社
（しずまじんじゃ）

志都岩屋神社
（しづのいわやじんじゃ）

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

石見国（いわみのくに。和名は「以波美」と読
む）安濃郡鎮座

2 御祭神 伊弉冉命（いざなみのみこと）、

大己貴命と少彦名命。江戸期以降、村内に
あった厳島神社、八幡宮、大年神社、天満
宮、枯木神社等を併合し、現在は１５の祭神が
合祀。

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）

3 配祀
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）、事代主神（ことしろ
ぬしのみこと）

田寸津姫命 田心姫命 市杵嶋姫命 大歳神
若年神 倉稲魂神

第１５代応神天皇(200年・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)

4      キーワード
黄泉比良坂承伝、意宇六社、縄文時代の
古社

農作業の方法・家畜の病気治療・徳川家康
志都乃石屋、鏡岩、万葉集、縄文時代の
古社

5 神社創建
不詳。縄文時代から続く。式内社・揖夜神
社に比定されている古社。

第58代光孝天皇仁和2（８８６）年2月創祀。
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。

6 御神徳

殖産振興、安産祈願、商売繁盛、良縁祈
願、起業成就、病気平癒、武勇掲揚、勝利
祈願、五穀豊穣、国家鎮護、海上守護、交
通安全

志都乃石屋（農業・病気治療）
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。

7 記　録 『日本三代実録』・貞観9年（867年）、
『神国島根』には、垂水八幡宮、宇賀御魂社、
東照宮の三社が記録。

万葉集（生石村主真人の歌）、出羽代官
広野園右衛門勝貞の縁起書

8 旧社格 式内社で六座と県社, 郷社、後に県社。 式内社、旧郷社 式内社で県社

9 例　祭
古傳祭・田打祭1月3日、祈年祭4月19日、
田植祭6月、穂掛祭8月28日、例祭10月19
日、新嘗祭11月25日。

例大祭4月15日 例大祭
（明治期までは旧暦３月と９月の１５日）

初詣元旦、とんど祭1月１５日、春の例祭4
月第１土、桜まつり4月下旬、泥落とし6月
上旬、盆踊り8月１５日、しめ縄奉納10月
上旬、秋祭10月中旬。

10 郵便番号・標高 699-0101・標高3ｍ 694-0031・標高41ｍ 696-0314・標高340ｍ

11 鎮座地 島根県松江市東出雲町揖屋2229 島根県大田市静間町垂水１７６５ 島根県邑智郡邑南町岩屋1714

12 北緯（N) 北緯35度25分51秒 北緯35度12分09秒 北緯34度50分54秒

13 東経（S)  東経133度9分14秒  東経132度27分25秒  東経132度32分55秒

14 交通手段 ＪＲ揖屋駅下車　北側を東に１ｋｍ
ＪＲ静間駅の北東１Ｋｍ。JR大田市駅よりバス
で10分、静間平口下車徒歩約20分

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

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

http://kensaku.shimane-
jinjacho.or.jp/jinja_ooda.php

http://kensaku.shimane-
jinjacho.or.jp/jinja_ounan.php

16 拝殿規模（ｍ） 間口12.61、奥行き6.52、高さ10.17 間口10.45、奥行き11.181、高さ10.06 間口8.81、奥行き8.11、高さ10.77

17 本殿と鰹木（本）
社殿：大社造と鰹木（3本）

内部造りは出雲大社とは逆の向き。
社殿：春日造と鰹木（3本） 社殿：神明造と鰹木（0本）

18 本殿規模（ｍ） 間口12.81、奥行き12.86、高さ12.86 間口8.68、奥行き9.36、高さ8.68 間口8.68、奥行き4.11、高さ6.31

19 境内摂社
韓國伊太氏神社「素盞嗚命」五十猛命、三
穂津姫神社「三穂津姫命」、恵比須神社
「事代主命」、稲荷神社「倉稻魂命」

垂水天満宮、宇賀魂神社、東照宮

20 鳥居（基数、ｍ）
稲荷鳥居は19基。正面鳥居の柱間距離
3.68、貫高さ4.61、笠木高さ5.39。

八幡鳥居：2基、正面鳥居の柱間距離2.87、貫
高さ3.31、笠木高さ3.87。

稲荷鳥居、2基、正面鳥居の柱間距離
2.62、貫高さ3.31、笠木高さ3.81。

21 神社伝承

記紀神話に登場する黄泉比良坂の比定地
の近くにある。隣接する安来市の比婆山に
は関連神蹟として古事記に記された伊邪那
美神のご神陵がある。

本来は岩窟を祀る。江戸時代は「静間厳島大
明神」「静間八幡宮」と称していた。

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。

22
意宇六社

鎮座地移転
天然記念物

意宇六社の一社。意宇六社とは、神魂、
熊野、揖夜、真名井、八重垣、六所神社。

元は魚津漁港にある「静之窟」の中に祭られ、
延宝2（１６７４）年6月、高波により崩壊したた
め、現社地（垂水山）へ遷座。

巨岩や奇岩を観察できる。この地は、昭
和54年に島根県の指定。神社拝殿の裏
手には、鏡岩と呼ばれる巨大な一枚岩が
ある。黒雲母花崗岩

　31.島根県の揖夜・静間・志都岩屋神社の詳細資料
Summary of Iya, Shizuma and Shizu-no-Iwaya Jinjya Shrine in

Shimane Prefecture



項目 渋川（しぶかわ）神社
楠本（くすもと）神社

木の本社
楠本（くすもと）神社

北木の本社
楠本（くすもと）神社

南木の本社

1
延喜式神名帳
（えんぎしき じ
んみょうちょう）

延長5年（927年）、
「延喜式に記載された神社」。
延喜式内社、社内社、式社

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

2 主祭神
天忍穂耳尊（アメノオシホミミノミ
コト）、饒速日命（ニギハヤヒノミ
コト）で物部氏の祖神

布都大神（ふつのおおかみ）、
饒速日（ニギハヤヒ）命

布都大神（ふつのおおかみ）、
饒速日（ニギハヤヒ）命

布都大神（ふつのおおかみ）、
饒速日（ニギハヤヒ）命

3 勧請神
國狹槌尊(クニサッチノミコト)、日
高大神（ヒダカオオカミ）、菅原

大神（すがわらだいじん）

物部氏守屋の神とし、
大連守や城墟である

稲村城の守護人として
守屋大連の勧請した

4 神社創建
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃

5 社格等 若江郡の式内社 式内小社 式内小社 式内小社

6 旧社格 郷社 村社 村社 村社

7 例祭 7月25,26日「逆祭」 7月15日、１０月９日 不詳 １０月９日、１０日

8 関係氏族
物部守屋（もりや）の

渋河の家の跡
物部（日本古来の神勢力）氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)

9 郵便番号 581-0084 581-0084 581-0041 581-0042

10 鎮座地 
八尾市植松町３－１２
 八尾市木の本 1-59 八尾市北木の本 5-73 八尾市南木の本 7-33

11 鎮座地移転
２回:元は安中小学校東方の龍
華寺。天文３（1533）年洪水流
出、元亀２(1572)年に現地再建

記録はない
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷

12 標高 11m 10m 10m 10m

13 北緯 34度36分24秒最北 34度36分04秒最南 34度36分18秒 34度36分04秒最南

14 東経 135度36分27秒最西 135度35分16秒 135度35分12秒最東 135度35分23秒

15 面積 2214坪or約1950坪 約1923坪 約733坪 約262坪

16 電話番号
072-922-0152,

FAX072-922-0557
090-2352-5214水野清慈の父

(奉賛会長野善明)
072-991-7953・
072-941-1457

17 路線
JR大和路線 八尾駅235m、

地下鉄谷町線八尾南駅2.5ｋｍ
JR大和路線 八尾駅2.0km、

地下鉄谷町線八尾南駅0.6ｋｍ
JR大和路線 八尾駅1.1km、

地下鉄谷町線八尾南駅1.4ｋｍ
JR大和路線 八尾駅1.9km、

地下鉄谷町線八尾南駅767ｍ

18 境内末社
稻荷神社・大神社・春日神社・
嚴島（イツクシマ）神社・浮島神
社・琴平神社、龍王社,計7社

事代主（ことしろぬし）神社 日羅寺〔にちらじ〕

19 祭祀対象 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂）

20 社殿
本殿：流れ造と

拝殿：入母屋造接合・社務所
本殿：権現造と

拝殿：分離・社務所
本殿：権現造と

拝殿：分離・社務所
本殿：権現造と

拝殿：分離・社務所

21
鰹木：

奇数：男性
鰹木はＴ字型、各1本、計3本 鰹木はＴ字型、各1本、計3本 鰹木はＴ字型、各1本、計3本 鰹木はＴ字型、各1本、計3本

22
千木：男性の

社
外削る：

先端を地面に対し垂直に削る、
外削る：

先端を地面に対し垂直に削る、
外削る：

先端を地面に対し垂直に削る、
外削る：

先端を地面に対し垂直に削る、

23 鳥居 9基、最高5.51ｍ 2基、最高3.34ｍ 2基、最高4.85ｍ 3基、最高3.93ｍ

24 石燈籠 20基、最高4.15ｍ 6基、最高2.21ｍ 2基、最高2.43ｍ 9基、最高2.01

25 備考
大阪府指定記念物

「古神木は樹齢１１００年樹」と
その後の神木周囲7.18ｍ

赤色両部(りょうぶ）鳥居：
神道の理念を表した柱に袖軸が

付属した特徴。

児童公園、守屋首洗池
（池円周19.15ｍ、径5.91、

池深さ1.18ｍ）、
三社では小規模

日羅（百済系）寺
（幅6.03ｍ、奥行き6.38ｍ）:

第３０代敏達天皇、
本尊は薬師如来像を安置。

26 備考
当地と物部氏との係わり、日本
書紀、「蘇我馬子（百済系）が物
部守屋を滅ぼそうと謀った。

32.八尾市の渋川神社と樟本神社の詳細資料

最初は木本村に三座あったが、北木本が分村し、さらに南木本が分村してそれぞれに一座ずつ分
けられた。延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡鎮座」と記される式内社であり、現
在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の3箇所に鎮座している。

Summary of Shibukawa and Kusumoto-Jinjya Shrine in Yao-City



 項目 八尾神社
（やおじんじゃ）

八尾天満宮
（やおてんまんぐう）

穴太神社
(あのうじんじゃ)

許麻神社
(こまじんじゃ)

1
延喜式
神名帳

『延喜式』に従って河内国若江郡式内
社・栗須（くるす）神社（今は八尾神社
と称す）

延喜式神名帳】許麻神社　河内国　渋
川郡鎮座

2 通称名
牛頭天王（ごずてんのう：仏教）社から
『延喜式』に従って「栗栖（くるす）神
社」、元栗栖神社

八尾の天神さん
江戸時代は「久宝寺の牛頭天王」と称
していた

3 主祭神

宇麻志麻治（うましまじ）命・品陀和気
（ほむだわけ）命は・武甕槌（たけみか
ずら）命・須佐之男（すさのお）命・菅
原道真（すがわらのみちざね）公の５
神

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

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

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）

4 勧請神

物部氏の同族、旧若江郡西郷、木戸
両村（現八尾市本町と東本町の氏神、
牛頭天王社として天徳寺を神宮寺と
する西郷村の氏神。

明治五（1872）年四月大信寺新田の
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。

古くは若江郡といい、穴太氏一族の本
拠で祖神を祀り創始と伝えられ、穴太
氏一族の氏寺で、廃寺となった『千眼
寺』のものだと、考えられている。

許麻は高麗に通じ、この地は古くは
「巨麻荘」または「許麻荘」といい、高
麗からの渡来民族が多く住着。彼らが
祖霊として祭祀したのが、後に神社と
して祀られ、社名に「コマ」が残ったと
思われる。

5 関連天皇

飛鳥時代第31代用明（ようめい）天皇
（587年）が営まれ。862年、平安時代
第56代清和（せいわ）天皇より官社に
預かる。

祭神二座の内、道真公神像は昭和四
（1929）年五月菅前大納言高辻土殿
当社に参拝寄進せられた。

旧若江郡式内社の中にて、安康天皇
（在位期間: 454年～456年）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。

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、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。天皇の父
は欽明天皇で、母は欽明天皇。

6 宮司氏名
友田昭（矢作神社）、世話人（田中勝
仁・中村治裕）

菅尾龍太 菅尾迪雄・菅尾美恵 田中洋次郎

7 神社創建
不詳、明治41（1908）年八尾神社と改
称

片桐且元（かたぎりかつもと）が創建、
慶長年間（1596～1614）

不詳 不詳

8 社格等 式内社,旧村社 旧村社 民社 旧郷社

10 例　　祭
元旦祭1/1、とんど祭1/15、節分祭2/3、夏
祭7月第2土、日、秋祭10/15、七五三祝祭
11/15、月次祭。　年17回の例祭

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、７５３、七五三祝祭
11/15。　年7回の例祭

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

月次祭、2012/10/16、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.

11 関係氏族
「栗栖」は現鎮座地一帯を本貫とした
古代氏族（物部氏の一族の栗栖連氏）

古代氏族（物部氏の一族）の敷地 古代氏族（物部氏の一族））の敷地
　
「大狛」「狛」を姓とする氏族

12 郵便番号  ５８１－０００３  ５８１－０００３  ５８１－０815  ５８１－０072

13
鎮座地
と標高

八尾市本町7丁目7-27
（境内地560坪、標高13ｍ）

八尾市本町４-２-４５
（境内地1142坪、標高10ｍ）

八尾市宮町１丁目10-15
（標高9ｍ）

八尾市久宝寺5-4-8
（標高 11ｍ）

14 北緯と東経
北緯34度37分49.8秒
東経135度35分59.1秒

北緯34度37分49.8秒
東経135度35分59.1秒

北緯34度37分49.8秒
東経135度35分59.1秒

北緯34度37分33秒
東経135度35分8秒

15 電話番号
 ０７２－９９３－４４３５,連絡先、矢作
（やはぎ）神社（０７２－９２２－１４６５）

０７２－９２２－３５５８,
FAX  ０７２－９２２－３１２８

０７２-９９６－８６６７
FAX ０７２-９24－3989

０７２９－２３－４２３５

16 交通手段 近鉄大阪線八尾駅南西２００ｍ 近鉄八尾駅西南へ２００ｍ 近鉄大阪線八尾駅西北西5００ｍ ＪＲ久宝寺駅　北へ300ｍ

17 社  殿
春日造、切妻造妻入、入母屋造平
入、拝殿に接続、瓦葺、神輿舎、社務
所。拝殿:入母屋造。

以前は本殿・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。

本殿・幣殿・拝殿

本殿・幣殿・拝殿
拝殿（入母屋造・五間×二間・瓦葺）、
その奥、透塀に囲まれて本殿（一間流
造・銅板葺・RC造）が鎮座する

18 境内末社

鶯神社、菅原神社の2社。本殿の東
側、菅原神社。合祀殿:武寛槌命・須
佐之男命・菅原道真。末社（稲荷社）：
白龍（はくりゅう）大神。末社（稲荷社）：
玉光大神・玉姫大神系社。

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。

半九朗稲荷神社1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）。

19 鳥  居
鳥居計２基（最高4.70ｍ　表道鳥居、
裏参道鳥居）。

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）。

鳥居計43基（最高3.96ｍ　旧正面鳥
居、新正面鳥居、稲荷鳥居41基）。

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）。

20 石燈籠 石燈籠12基（最高2.40ｍ）。
石燈籠18基（最高290ｍ、大庭５基、中
庭１３基）。

石燈籠５基（最高2.51ｍ）。
灯籠計７５基（石燈籠10基（最高2.51
ｍ）と木灯籠6５基）。

21 備  考

●古代、物部氏の一族・栗須氏の氏
神であった。
●常光寺の僧顕幸（八尾別当）が寺を
中心に八尾城を構え、八尾城址の石
碑がある。鎮座地一帯は八尾荘と呼
ばれ。

●特殊神事として、毎年2月節分祭の
夜行なわれる追儺式であって府下唯
一の鬼追い神事である。
●2月25日の菅公祭には、古式ゆかし
い献茶式があり、また近時恵美須神が
勧請され、
●1月8日は八日戎として賑わう。

◎京都府京丹後市（旧丹後町）にある
「間人（たいざ）」という地名は、穴穂部
間人皇女に因むものと伝えている。◎
穴穂部間人皇女は蘇我氏と物部氏と
の争乱を避けて丹後に身を寄せ、宮
に戻る際に自分の名を贈ったが、皇后
が（その地を）退座したことに因み「た
いざ」と読むことにしたという。

神位従三位を授けらると伝わる。
明治５年（１８７２）神社制度発布の際、
郷社,明治３９年４月２８日神饌幣帛料
供進指定神社。

22 備  考

●八尾神社はもと栗須神社と称し、西
郷[本町7丁目と北本町）・木戸(東本
町）両村の氏神である。
●八尾市跡部には物部守屋の阿都の
別業（『日本書紀』，第３１代用明天皇2
年（587年）が営まれた。

●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」。
●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」。

●穴穂部間人皇女（あなほべのはし
ひとのひめみこ）、推古天皇29年（622
年）。●安康天皇が設けた御名代部の
一つ穴穂部の地。●聖徳太子の母
君・間人穴穂部皇后の生誕地。●成
人された地で、産土神様として奉祭。

32.八尾市の八尾、八尾天満宮、穴太と許麻神社の詳細資料
Summary of Yao Jinjya, Yao Tenman-gū, Ａｎｏｕ Jinjya and

Ｋｏｍａ Jinjya Shrine in Yao-City



現社名
福

住吉神社
鼻川神社 五社神社

大野百島
住吉神社

1 御祭神
住吉四柱大(表筒男命、中
筒男命、底筒男命、神功
皇后)

神功皇后、素盞鳴尊(すさ
のおのみこと)

本殿五柱神(天照大御神、
豊受大神、素盞鳴尊、火
之迦具土神、住吉大神)

底筒男命、中筒男命、表
筒男命、神功皇后

2
 

キーワード
後光明天皇、海の守護
神、四貫島住吉神社

八坂神社、神功皇后、か
しわの渡し、万倍の地、淀
川改修工事

天照大御神、靖国神社、
龍王社、津田常則、西島
住吉神社

大字百島字上の島、阪神
淡路大震災、社務所も修
改築

3 神社創建 明暦2(1656)年 不祥 元禄元(1688)年 正保元(1644)年

4 宮司 加藤　幸男 下垣　太 諏訪　光子 中井　秀樹

5 記録

6 旧社格 村社 無格者 村社 村社

7 例　祭
例祭2月２０日、
夏祭8月1日

夏祭海の日、前後土、日、
例祭１０月１8日、

夏祭７月16日、
秋祭10月２6日

例祭10月17日、
夏祭8月１日

8 郵便番号 555-0034 555-0023 555-0041 555-0044

9
鎮座地と
標高（ｍ）

西淀川区福町
2-15-6標高（0ｍ）

西淀川区花川
2-1-12標高（3ｍ）

西淀川区中島
1-2-8標高（0ｍ）

西淀川区百島
1-3-98標高（0ｍ）

10 北緯（N) 34°41′49 34°42′22″ 34°42′23″ 34°41′49″

11 東経（S) 135°26′27″ 135°27′55″ 34°42′23″ 135°26′27″

12 電話番号 06-6472-4640 06-6471-3903 06-6472-2727 06-6472-0094

13 FAX番号 06-6472-4640 06-6473-1986 06-6472-2727 06-6475-3115

14 交通手段
阪神西大阪線「福駅」西へ
500m

阪神姫島駅東へ
ＪＲ「塚本駅」西へ800m

阪神西大阪線
「出来島駅」下車徒歩8分

阪神電車西大阪線
福駅西へ500m

15 社殿様式 流れ造 神明造 権現造 住吉造

16 正面横 6.1m 9.1m 6.0m 7.3m

17 奥行き 11.9m 14.1m 9.1m 12.4m

18 拝殿高さ 4.5m 6.1m 5.5m 5.7m

19 本殿高さ 4.5m 2.3m 5.5m 5.7m

20 鰹木 無 3本 3本 無

21 鳥居 ６基 ３基 ８基 ５基

22
正面鳥居
の高さ
（ｍ）

3.73m 5.04m 4.93m 4.02m

33.大阪市、福住吉・鼻川・五社・大野百島住吉神社の詳細資料

Summary of Fuku-Sumiyoshi, Hanakawa, Gosya and
Ono-hyakusima-Sumiyoshi Jinjya Shrine in Osaka-city



34. 西淀川区鼻川神社の初湯神楽祭と正月の鏡餅 
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活動報告 41. 構成員の一覧 

趣旨 この法人は、一般市民に対して、ネットを通して洞窟の危機を伝い洞窟の観光化に関する事業を行い、地球の汚染など

が縮図になって現れている洞窟環境と地球環境に寄与することを目的とする。 

 

2012 年 洞窟環境 NET 学会（CENS）学会役員と相談役 

会長 工学博士 沢    勲 さわ いさお    

副会長 客員教授 由良    薫 ゆら かおる    

 環境園芸師 沖本 裕司 おきもと ひろし 経済学博士 八頭司 彰久 やとうじ あきひさ" 

監事 マスコミ 中岡 愛彦 なかおか なるひこ 会社社長 高田 俊夫 たかだ としお 

理事 文学博士 上野 裕 うえの ひろし 理学博士 鹿島 愛彦 かしま なるひこ 

 事務局長 肥塚 義明 こえづか よしあき 新聞者部長 嶋谷 泰典 しまたに やすのり 

 写真家 二村 豊 にむら ゆたか 新聞者部長 藤浦 淳 ふじうら あつし 

 客員教授 三宅 芳夫 みやけ よしお    

相談役 新聞社社主 小山 博 こやま ひろし 医学博士 古谷 昭雄 ふるたに あきお 

 客員教授 梶川 伸 かじかわ しん 作曲家 藤田 浩史 ふじた ひろし 

 マスコミ 村田 貞博 むらた さだひろ マスコミ 八木 誼信 やぎ よしのぶ 

 客員教授 川瀬 辰男 かわせ たつお 会社社長 西山 正明 にしやま まさあき 

 本科学技術庁長官 近江 巳記夫 おうみ みきお 会社社長 立川 昌司 たてかわ まさじ 

 NPO 役員 寺岡 源司 てらおか げんじ 客員教授 熱田 親憙 あつた ちかよし 

 政治学博士 金 世徳 きむ せいどく 一級建築士 石田 信也 いしだ しんや 

 学術博士 朴 永炅 ぱく よんぎょん 一級建築士 松峯 哲也 まつみね てつや 

 新聞社局次長 永田 広道 ながた ひろみち 客員研究員 一海 信男 いちかい のぶお 

 一級建築士 藤江 徹 ふじえ とおる 一級建築士 衣斐 泰史 いび やすふみ 

 会社社長 梶田 梓聞 かじた あもん 元大学講師 小橋 邦彦 こばし くにひこ 

 医学博士 近藤 武史 こんどう たけし 名誉教授 田中 弘 たなか ひろし 

 名誉教授 近澤 孝昌 ちかざわ たかまさ 元会社社長 中 良紀 なか よしのり 

 工学博士・医学博士 前田 節雄 まえだ せつお 会社社長 宮本 正明 みやもと まさあき 

 司法書士 呉 正之 くれ まさゆき 中小企業診断士 竹内 準治 たけうち じゅんじ 

 客員教授 高田 雄司 たかだ たけし 准教授 松浦 宏之 まつうら ひろゆき 

 地域活動家 森本 信之 もりもと のぶゆき 法人理事長 栄羽 信子 えいは のぶこ 

 不動産鑑定士 岸野 辰磨 きしの たつま 会社社長 楠本 正行 くすもと まさゆき 

 会社社長 朝倉 三尋 あさくら みつひろ 文学博士 北村 英子 きたむら えいこ 

 弁護士 祝前 俊宏 いわいさきとしひろ 経済学博士 呉 紅敏 お ほんみん 

 資格タレント 藤田 康雄 ふじた やすお 会社相談役・僧侶 川口 道雄 かわぐち どうお 

 公認会計士 津田 佳典 つだ よしのり 法人事務局長 野村 映次 のむら えいじ 

 マスコミ 安田 弘司 やすだ こうじ 学園本部顧問 松村 泰秀 まつむら やすひで 

 マスコミ 古野 英明 ふるの ひであき 執行役員本店長 下元 伸彦 しももと のぶひこ 
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42.学会の月例報告 

洞窟環境 NET 学会（CENS）ウェーブ NEWS 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 24（2012）年 2 月 18 日（土）報告 

【1】会員の新聞掲載について 

関西ウォーカー 2011 年 10 月 18 日号 

読売新聞     2011 年 12 月 25 日 

朝日新聞     2012 年 1 月 4 日 

添付の PDF ファイルに記事を掲載しています。 

【2】さわ洞窟ハウステレビ放送について 

＜テレビ＞ 

テレビ朝日（ABC）「ホップ！ステップ！！シャンプー」 

放送日：3 月 3 日（土）もしくは 3 月 10 日（土）午前 11 時 20 分から 11 時 45 分まで 

吉本興業の漫才コンビシャンプーハットがお送りする画期的なクイズ番組です。 

＜ラジオ＞ 

やおコミュニティ放送 FM ちゃお 放送日：3 月 15 日（木）午後 4 時から 1 時間 

沢洞窟ハウス・1300 年前の古代国家成立期の神社、渋川神社と樟本神社。 

【3】洞窟環境 NET 学会紀要の巻頭言と目次 

添付の PDF ファイルに表紙（目次）と巻頭言を掲載しています。 

発刊は 5 月を予定しています。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 24（2012）年 4 月 28 日（土）報告 

 

【1】マスコミ出演について 

1. 河内新聞「洞窟環境 NET 学会の行事案内」  掲載日：3 月 15 日（木） 

2. 毎日放送 スポットニュースに出演  放送日：4 月 12 日（木） 

【2】八尾市内の史跡の撮影と測量について 

開催日：4 月 16 日（月）、1.八尾神社、 2.八尾天満宮、3.穴太神社、4.許麻神社 

開催日：5 月 03 日（木）、 1.許麻神社、 2.穴太神社 

【3】洞窟環境 NET 学会紀要の寄付の件 

A4［4P+300page 以上］、重さ 900ｇ，400 冊予定  表紙ア－トポスト菊（153）、 

本文 書籍表紙 クリ－ムキンマリ A4(46.5)1/1、発刊は 5 月 10 日を予定で印刷会社より出荷します。 

申し込み済みの方は、5 月 11 日到着予定です。 

白黒色の１冊 3,000 円です。2 冊以上の場合では、カラ色の DVD2 枚を贈呈します。 

申し込みは、学会事務局へ現金でお願い致します。 この紀要は、電子書籍で出版予定です。 
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このため論文の内容についてはホームページには掲載致しません。 

【4】日本の最南端の洞窟・石垣島鍾乳洞の測量 

世界初鍾乳洞イルミネーション、水琴窟の高さは 8m で、壮大な洞窟であった。 

愛媛大学探検部によって成し遂げた偉大な成果である。 

同大学の名誉教授の鹿島愛彦博士の功績に感謝している瞬間であった。 

【5】洞窟環境NET学会総会の開催について 

洞窟環境NET学会総会を以下の通り開催いたします。 

開催日：6 月 23 日（土） 午後 12 時 、場 所：ホテルグランヴィア大阪 19 階、フレンチ＆イタリアン フルーヴ〒530-0001 大

阪市北区梅田 3 丁目 1 番 1 号、 http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1 

Tel：06-6347-1437 会 費：5,000 円(会食代 4,000 円+年会費 1,000 円を含む) 

新入会員は入会金 1,000 円が必要です。飲食は￥6,000 円以上の内容 

議 題： 

1．平成 23 年度の決算書と活動報告の承認の件 

2. 平成 24 年度の予算案と活動計画案の件 

3. 近鉄八尾駅付近の神社の測量と撮影   

4. 電子書籍発刊の件 

5. 八頭司副会長の特別講演「人生と保険」 

6. その他（自己紹介） 

※今回はより広い場所にて開催予定です。 

役員の方で、欠席する場合は 6 月 15 日(金)までに沢へお知らせ下さい。 

一般の方も総会以外に特別講演と食事は共にすることができます。 

参加をご希望の場合は、6 月 15 日(金)までに沢へお知らせ下さい。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 24（2012）年 5 月 19 日（土）報告 

 

【1】会員の特別講演について 

大阪経済法科大学の教養講座「現代社会とビジネス」で特別講演を行います。 

楠本 正行様が「現代社会の「モノづくり信念」とニーズ」、 

八木 誼信様が「年金制度と企業経営」、 

八頭司 彰久様が「ビジネスに役立つ環境保険」、 

沢 勲が「洞窟の機構と観光ビジネス」というタイトルで講演予定。 

八尾駅前のキャンパスにて特別講演を行いました。 

高田 雄司様が「新産業経済論」の講座で「TPP と日本経済」というタイトルで講演しました。 

由良 薫様が「洞窟の自然と人間」の講座で「洞窟と万葉集」というタイトルで講演しました。 

【2】テレビ出演依頼について 

関西のテレビと広島のテレビ会社から出演の相談がありました。 

詳細は決まり次第お知らせします。 

http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1
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【3】スケッチかんさい 5 月号について 

熱田 親憙様からスケッチかんさい 5 月号を送付頂きました。 

添付ファイルにてご覧ください。 

【4】第 10 回ホタルの夕べ開催について 

特定非営利活動法人 ひとねっとホタルの夕べ実行委員会 

開催日：2012 年 6 月 9 日(土) 時間：午後 7 時半～午後 9 時半 会場：大野せせらぎの里 

所在地：大阪市西淀川区大野 2-3-64 最寄り駅：阪神なんば線「出来島」駅 http://hitonet.web.fc2.com/ 

【5】関西情報サロン「老舗企業に学ぶ」定例会について 

5 月 28 日の「がんばれ！ものづくり日本 関西情報サロン」の定例会はテーマが「老舗企業に学ぶ」。 

島津製作所会長の服部重彦氏を中心に、中田喜文・同志社大教授らによる鼎談形式の会合です。 

創業 100 年以上の企業が多い京都の産官学のキーマンが、企業存続のポイントをそれぞれの立場で語り合います。そこに

は、今の日本の危機を乗り越えるヒントがあるはずです。 

日時は 28 日午後 1 時半受付開始、午後 2 時スタート。 場所は湊町の産経新聞大阪本社 8 階会議室です。 

終了後、茶話会＆名刺交換会もあります。  

これに出席する方は、下記の欄にあるメール・FAX にて氏名と連絡先を沢までお知らせください。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS）  平成 24（2012）年 6 月 10 日（日）報告 

 

【1】会員の講演等の活躍について 

4 月 19 日(木)、高田 雄司様が大阪経法大の講座「現代産業論」で、“TPP と日本経済”。 

5 月 14 日(月)、高田雄司様が関西学院大学商学部で、“ TPP と日本経済”。       

5 月 15 日(火)、由良 薫様が「大阪経法大の講座「洞窟の自然と人間」で、“洞窟と万葉集”。 

5 月 17 日(木）、八頭司 彰久様が大阪経法大の深瀬澄教授ゼミ、就職セミナー。 

5 月 17 日(木）、八頭司 彰久様が大阪経法大の講座「現代産業論」、“保険業界・保険業界を巡る業界再編成”。 

5 月 24 日(木)、高田 雄司様が大阪経法大「現代産業論」、“電機産業におけるグローバル・マーケティング戦略”。 

5 月 29 日(火)、楠本 正行様が大阪経法大「現代社会とビジネス」、“現代社会のモノづくり信念とニーズ”。 

6 月 05 日(水)、沢 勲が FM ちゃお 79.2 の「ちゃおの取材日記」 

6 月 06 日(水)、近江 巳記夫様が大阪経法大の講座「現代日本の議会と行政」で、「政治と刷新」”。 

6 月 12 日(火)、八木 誼信様が大阪経法大の講座「現代社会とビジネス」で、“年金制度と企業経営”。 

6 月 19 日(火)、八頭司 彰久様が大阪経法大の講座「現代社会とビジネス」で、“ビジネスに役立つ環境保険”。 

6 月 19 日(火)、嶋谷 泰典様が大阪経法大の講座「洞窟の自然と人間」で、“社会で生きる底力”。 

6 月 23 日(土）、八頭司 彰久様が NPO 法人洞窟環境 NET 学会、特別講演「人生と保険」。 

6 月 26 日(火)、沢 勲様が大阪経法大の講座「現代社会とビジネス」で、“洞窟の機構と観光ビジネス”。 

9 月 03 日(月）、八頭司 彰久様が大学コンソーシアム大阪提供科目、集中寄付講座『保険論』、１4 回講義”。 

【2】関西テレビ出演(6 月 16 日(土)について  

１.番組名   ：関西テレビ「大阪２４区 マニアッ“区”大調査！！  ２.出演者   ：沢  勲 

３.放送予定日：２０１２年６月１６日（土）１６：００～１７：３０  ４.放送形態  ：関西ロ－カル 
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５.番組内容  ：現在に大阪市にある２４つの区。この２４区には、それぞれの区ごとに面白いトコがいっぱいある。この番組

は、大阪人でさえ意外と知らない２４区、それぞれのマニアックな場所やおもしろ区民にスポットを当てた内容。 

６.ロケ－展開 ： さわミニ洞窟 さわ洞窟ハウス 

７.番組出演者： 木本武宏（ＴＫＯ）・岡田圭右（ますだおかだ）・団長安田（安田大サーカス）・小森純・スザンヌ 

チキチキジョニー・梅小鉢・中島恵アナウンサー 

【3】新聞掲載について 

5 月 15 日(金)、河内新聞「学会誌の目次と名用豊富な内容で発刊・足で取材編集」CENS 学会誌 3 号。 

5 月 25 日(金)、河内新聞「八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業」CENS 学会紀要 3 号。 

5 月 25 日(金)、河内新聞「大阪経済法科大、八尾キャンパスで地域貢献の新講座」。 

5 月 25 日(金)、日高新聞「万葉の空気のまま・美浜町の三穂の石室」CENS 学会紀要 3 号。 

5 月 25 日(金)、紀州新聞「三尾の珍しい洞窟・久米の石室」CENS 学会紀要 3 号。 

6 月 05 日(火)、河内新聞「大阪経済法科大、八尾キャンパスで､誓和工具の楠本正行社長講演」。 

6 月 23 日(土)、産経新聞「語り継ぐ淀川、・・・・・・」。 

【4】学会総会と講演会に参加をお願いします。 

1．開催日 ： 平成 24 年 6 月 23 日（土） 午前 11 時 30 分～午後 14 時 00 分 

2．場  所 ： ホテルグランヴィア大阪 19 階  フレンチ＆イタリアン フルーヴ Tel：06-6347-1437 

        〒530-0001 大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 1 号： ＪＲ大阪駅構内  

        http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1  担当：新田 慎治様 

3. 会 費：会 員：5,000 円(会食代 4,000 円+年会費 1,000 円を含む)、新入会員は入会金 1,000 円が必要です。 

       非会員：6,000 円(会食代 5,000 円+講演会費 1,000 円を含む)、 

4．議 題： 第 1 号議案 平成 2 3 年度の活動報告と活動決算書の承認の件 

第 2 号議案 平成 24 年度の予算案と活動計画案の件、 第 3 号議案 役員改選の件  

第 4 号議案 特別講演の件 講師：経済学博士八頭司 彰久副会長  「題目：人生と保険」 

＊ その他（自己紹介）と次回の学会紀要掲載用の写真撮影 

年会費 1,000 円の振込は、近畿大阪銀行  塚本支店 普通預金 0168652、口座名義：沢 勲 

ゆうちょ 銀行 店名：四一八 店番：418 普通預金 7370112、口座名義：トクヒ）ドウクツカンキョウネットガッカイ へ   

ホテルに予約する関係上、出席か欠席の再確認のため、下記の事項を記入の上 

6 月 15 日(金)までに事務局へ返信をお願い申し上げます。FAX：06-6471-6686 番 

本会は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を順守します。 

回答には、  会員、 非会員、 出席します、 欠席します。   （○表示をお願いします）  

氏名とふりがな :   現住所 ：  勤務先と役職 ：  電話とＦＡＸとＥ-ｍａｉｌ ： 通信： 

【5】太田市指定天然記念物「静之窟」現地調査の参加を募集します。 

参加希望者は、今月中に事務局にＦＡＸ06-6471-6686 にてお願い致します。 

調査場所：島根県大田市静間町の洞窟「静之窟」（しずのいわや） 

調査時期：2012 年 8 月 20 日～30 日間の 1 泊 2 日。 

調査人員：世話人（澤 勲 ：学会会長、大学教授、工学博士。 

由良 薫 ：学会副会長、大学教授、元新聞社編集局次長） 

調査内容：①「万葉集と洞窟」の全国規模の学術調査の一環として現場検分が必要 

http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1
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② 洞窟と周辺を含めた計測、地質調査が主たる内容 

その他 調査結果は洞窟環境 NET 学会第４号に掲載、国立国会書館に登録。電子書籍にて情報を公開します。 

【6】産経新聞社、関西学院大学共催の参加を募集します。 

「新関西国際空港キックオフシンポジウム アジア交流・新時代の到来」の御案内、産経新聞社、関西学院大学共催産経新

聞社と関西学院大学は、関西国際空港と大阪国際（伊丹）空港の経営統合を前に、両空港の活用とアジア交流のゲートウェ

イとしての役割について考える「新関西国際空港キックオフシンポジウム アジア交流・新時代の到来」を６月１３日、大阪市

北区のホテル エルセラーン大阪で開催します。産官学のパネリストが、アジアと関係を構築していく上での具体策について

議論します。参加費無料で事前申し込みが必要です。 

【日時】 ６月１３日（水）午後１時半開演（１時開場） 

【会場】 ホテル エルセラーン大阪（大阪市北区堂島１の５の２５） 

     駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用ください 

【内容】 ・開会挨拶  ＝井上琢智・関西学院大学学長、  

・基調講演「グローバル時代における空港の役割（仮）」、＝安藤圭一・新関西国際空港会社代表取締役社長 

     ・特別講演「海外から見た関西」、＝マーノップチャイ ウォンパックディー・タイ王国大阪総領事館総領事 

     ・パネルディスカッション「アジア・交流新時代の到来」、＝室谷正裕・新関西国際空港会社取締役 

     ＝石田哲也・三菱商事産業金融事業本部シニアアドバイザー、＝荒木秀之・りそな総合研究所主任研究員 

     ＝野村宗訓・関西学院大学経済学部教授 

【定員】 ４１６人（事前申し込み制、先着順）、 【参加費】 無料 

【申し込み方法】 ①郵便番号②住所、③氏名④職業（会社名・学校名）、⑤電話番号 

           ⑥参加人数を記載し、産経新聞開発内シンポジウム係まで 

FAX ０６-６６３３-２７０９、または電子メール（mono-sinpo@esankei.com） でお申し込み下さい。 

メールの場合は、件名に必ず「シンポジウム」と お書きください。  

【締め切り】 ６月８日（金） 

【お問い合わせ】 ＴＥＬ０６-６６３３-６８３４（平日午前１０時～午後５時）  

【主催】関西学院大学、産経新聞社 

【後援】国土交通省大阪航空局、経済産業省近畿経済産業局、関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪府、タイ王国大阪

総領事館（各申請中） 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS）  平成 24（2012）年 7 月 21 日（土）報告 

 

【1】出版祝賀会について 

CENS 紀要 3 号の出版祝賀会を 7 月 6 日(金)に 

大阪経済法科大学八尾キャンパスにて開催いたしました。 

河内新聞とメッセージは添付の PDF ファイルをご覧ください。 

メッセージを頂いた方々は以下の通りです。 

自由民主党 副幹事長 衆議院議員 西野 あきら様 

自由民主党 政務調査会副会長 衆議院議員 谷畑 孝様 

mailto:mono-sinpo@esankei.com
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八尾市長（渋川神社 総代会総代） 田中 誠太様 

八尾市議会議長 大松 桂右様 

大阪維新の会 大阪府議会議員 西野こういち様 

【2】テレビ出演について 

ベイコム 7 月 17 日から一週間。17 回リピート。 

【3】スケッチかんさい 6 月号について 

熱田 親憙様からスケッチかんさい 6 月号を送付頂きました。添付ファイルにてご覧ください。 

【4】講演と新聞報道について 

保険毎日新聞 7 月 10 日（火）八頭司氏「人生と保険」で講演 洞窟環境 NET 学会総会で 

【5】沖本氏の活動報告について 

添付の PDF ファイルをご覧ください。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 24（2012）年 9 月 22 日（土）報告 

 

このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 800 名に配信しております。 

【1】島根県の洞窟調査について 

8 月末に島根県の洞窟や神社の調査へ向かいました。 

脳島洞窟、猪目洞窟、静之窟、静間神社、揖夜神社、 

志都岩屋神社を調査し、論文を作成しております。 

これに関連した論文や資料が御座いましたら提供していただければ幸いです。 

ご協力いただきました方は、謝辞の欄にご氏名を掲載いたします。 

洞窟と万葉集、洞窟と神社の事に関して、非常に興味と関心を持っております。 

脳島洞窟、猪目洞窟は、黄泉の穴として二千数百年前の神の動きが想像でき、今後の検討の余地があります。 

揖夜神社は黄泉の坂としてのさらなる研究を楽しみにしております。 

静之窟、静間神社、志都岩屋神社は、神話の時代に国家が形成されたことについて、今日の国民との目に見えないつなが

りが想像できます。 

これらの 3 つの洞窟は、海食洞窟であり古代国家の形成時と深い関係があることが確認されました。 

【2】新聞報道について 

保険毎日新聞 7 月 31 日 八頭司様 

産経新聞 山陰版 9 月 2 日 「黄泉の国」を調査 

山陰中央新報 9 月 1 日 「黄泉の穴」と関連は？島根の洞窟調査 

産経新聞、山陰中央新報は、添付の PDF ファイルをご覧ください。 

【3】スケッチかんさい 9 月号について 

熱田様からスケッチかんさい 9 月号を送付頂きました。添付の PDF ファイルをご覧ください。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS）  平成 24（2012）年 09 月 22 日（土）報告 
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このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 800 名に配信しております。 

【1】島根県の洞窟調査について 

8 月末に島根県の洞窟や神社の調査へ向かいました。脳島洞窟、猪目洞窟、静之窟、静間神社、揖夜神社、志都岩屋神社

を調査し、論文を作成しております。これに関連した論文や資料が御座いましたら提供していただければ幸いです。ご協力

いただきました方は、謝辞の欄にご氏名を掲載いたします。 

洞窟と万葉集、洞窟と神社の事に関して、非常に興味と関心を持っております。 

脳島洞窟、猪目洞窟は、黄泉の穴として二千数百年前の神の動きが想像でき、今後の検討の余地があります。 

揖夜神社は黄泉の坂としてのさらなる研究を楽しみにしております。 

静之窟、静間神社、志都岩屋神社は、神話の時代に国家が形成されたことについて、今日の国民との目に見えないつなが

りが想像できます。これらの 3 つの洞窟は、海食洞窟であり古代国家の形成時と深い関係があることが確認されました。 

【2】新聞報道について 

保険毎日新聞 7 月 31 日 八頭司様 

産経新聞 山陰版 9 月 2 日 「黄泉の国」を調査 

山陰中央新報 9 月 1 日 「黄泉の穴」と関連は？島根の洞窟調査 

産経新聞、山陰中央新報は、添付の PDF ファイルをご覧ください。 

【3】スケッチかんさい 9 月号について 

熱田様からスケッチかんさい 9 月号を送付頂きました。添付の PDF ファイルをご覧ください。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS）  平成 24（2012）年 11 月 23 日（金）報告 

 

このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 800 名に配信しております。 

【1】島根県の洞窟調査について 

1-1. 新聞記事 

読売新聞 9 月 30 日（日）「黄泉の穴 謎に迫る」として報道されました。担当記者の高田史朗様にお礼申し上げます。 

1-2.洞窟調査の論文タイトルと著者名 

沢 勲・梶谷 実・肥塚 義明：島根県出雲市、「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩 

 

沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量 

1-3.洞窟関連の神社の論文タイトルと著者名（サブタイトル：－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量値－） 

沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居 

沢 勲・肥塚 義明：島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社の由来と鳥居 

沢 勲・三浦 雄一郎・肥塚 義明：島根県邑南町、「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居 

【2】近鉄八尾付近の神社と河内音頭の論文について 

2-1.近鉄八尾付近の神社の論文タイトルと著者名 

（サブタイトル：-物部守屋対聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、仏教戦争地-） 

沢 勲・小山 博・樟本 正行・朴 永炅：大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量 
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沢 勲・小山 博・上野 裕：大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量 

沢 勲・小山 博・呉 紅敏：大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居 

沢 勲・水野 富蔵・三宅 芳夫：大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量 

2-2.河内音頭の論文タイトルと著者名 

沢 勲・小山 博：大阪府八尾市、古代郷土芸能、河内音頭の由来と手足技術- 

自然体の研究・河内音頭の特徴・用語解説・由来の 4 ヶ国語 

【3】戦争中の軍事洞窟地域、高槻地下倉庫（人工洞窟）論文について 

沢 勲・古谷 昭雄・穴瀬 博一・橋本 徹：大阪府高槻市、高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析 

【4】スケッチかんさい 11 月号について 

熱田様からスケッチかんさい 11 月号を送付頂きました。添付の PDF ファイルをご覧ください。 

【5】大阪市西淀川区 8 神社の社殿と正面鳥居の模型のリフォーム 

大阪市西淀川区の人口は 10 万人である。10 万人の人口に幸せを与える聖域として、8 つの神社がある。 

神社の入り口は聖域と言える 8 つの鳥居がある。ここで、8 つの神社の社殿と正面鳥居の模型をリフォームしました。 

添付の PDF ファイルで写真をご覧ください。 

【6】本邦初公開のイザナギ海食洞窟の模型製作について 

古事記 1300 年記念に島根県出雲市の調査を行った経験と、国際的に問題となっている尖閣諸島の海食洞窟を想像しなが

ら夫婦で相談の上製作を行いました。添付の PDF ファイルで写真をご覧ください。 

【7】CENS 紀要についてのお知らせとお願い 

洞窟環境 NET 学会紀要の第 4 号の予定について申し上げます。発刊予定は 5 月で、ページ数は約 300 ページです。 

重量は約 1kg になる予定です。 

論文の投稿予定者は、①上野様 ②八頭司様 ③高田様④藤浦様 ⑤川口様 ⑥梶川様 ⑦中様 ⑧由良様の他に新聞

記者と神社関係者等であります。 

投稿希望者は、本学会報の規定に従って受付しております。原稿のタイトルは事前にお知らせください。原稿の報酬はござ

いません。論文の締め切りは、2013 年 1 月 15 日（火）までにお願いいたします。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 24（2012）年 12 月 22 日（土）報告 

 

このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 800 名に配信しております。 

【1】イザナギ海食洞窟模型のホームページ掲載について 

古事記 1300 年記念に島根県出雲市の調査を行った経験と、国際的に問題となっている尖閣諸島を想像しながら海食洞窟

模型をつくりました。海食洞窟の事が少しでもご理解できましたら幸いです。ホームページをご覧ください。 

http://www.sawaisao.com/csalon2.html 

【2】戦争中の軍事洞窟地域、高槻地下倉庫（人工洞窟）論文について 

沢 勲・古谷 昭雄・穴瀬 博一・橋本 徹：大阪府高槻市、高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析 

タチソ地下模型を作成いたしました。添付の写真をご覧ください。 

【3】河内王朝について 

河内王朝は、世界遺産に登録される可能性があります。河内王朝の事について論文を作成しております。 
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河内王朝は、古代国家 15 代から 26 代天皇の在位中の事で、由来と系図を制作中です。 

15 代応神天皇（270～310 年）～26 代継体天皇（507 年～531 年）の 261 年間の古墳時代の記録になります。 

この時代を河内王朝時代・古墳時代・応神天皇時代、さらに難波王朝時代とも言われております。 

皆さんにとって資料や関心のあることがあれば、ご一報いただきますと幸いです。 

【4】CENS 紀要についてのお知らせとお願い 

洞窟環境 NET 学会紀要の第 4 号の予定について申し上げます。 

発刊予定は 5 月で、ページ数は約 300 ページです。 

重量は約 1kg になる予定です。 

論文の投稿予定者は、①上野様、②八頭司様、③高田様④藤浦様、⑤川口様、⑥梶川様、⑦中様、⑧由良様、他に新聞

記者と神社関係者等であります。 

投稿希望者は、本学会報の規定に従って受付しております。 

原稿のタイトルは事前にお知らせください。 

原稿の報酬はございません。 

論文の締め切りは、2013 年 1 月 15 日（火）までにお願いいたします。 

【3】河内王朝について 

河内王朝は、世界遺産に登録される可能性があります。河内王朝の事について論文を作成しております。 

河内王朝は、古代国家 15 代から 26 代天皇の在位中の事で由来と系図を制作中です。 

15 代応神天皇（270～310 年）～26 代継体天皇（507 年～531 年）の 261 年間の古墳時代の記録になります。 

この時代を河内王朝時代・古墳時代・応神天皇時代、さらに難波王朝時代とも言われております。 

皆さんにとって資料や関心のあることがあれば、ご一報いただきますと幸いです。 

 

◎-●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-● 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 平成 25（2013）年 2 月 16 日（土）報告 

 

【1】イザナギ海食洞窟模型の新聞掲載について 
 
毎日新聞、2013 年 1 月 9 日（火）に 
イザナギ海食洞窟が紹介されました。 
『「イザナギ海食洞窟」作り一般公開』と題して 
掲載されております。 
添付の PDF ファイルをご覧ください。 
【2】珍島の海割れとプサン 3 日間のツアー募集について 
サンケイツアーが企画の 
「珍島の海割れとプサン 3 日間」に沢勲が参加いたします。 
出発日は 4 月 26 日（金）で 3 日間の旅程です。 
詳細は添付の PDF ファイルをご覧ください。 
参加をご希望の方は、サンケイツアー06-6633-5931 へ 
お問い合わせください。 



10 
 

【3】CENS 紀要 4 号の論文数と執筆者について 
 
CENS 紀要 4 号の論文数は 20 タイトルで、執筆者は 25 名になりました。 
1.島根県出雲市、「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩 
2.島根県大田市、「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量 
3.島根県大田市、「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居   
4.島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社の由来と鳥居 
5.島根県邑南町、「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居 
6.万葉集と洞窟そのⅡ－「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分 
7.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量 
8.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量 
9.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居測量 
10.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量 
11.大阪府八尾市、古代郷土芸能、河内音頭の由来と手足技術 
12.大阪府、古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発 
13.大阪府高槻市、高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析 
14.四国遍路に託す思いの一考察 
15.経営戦略としての環境保険の研究 
16.少子高齢時代の年金制度―公的年金制度は崩壊するのか 
17.報道と災害 ―何を伝えるのか― 
18.アンケートを通して見る現代の大学生像 
19.世界経済の動向に適応する中堅・中小企業経営 
20.物部弓削守屋大連公（物部守屋）の情報を検分 
1.穴瀬 博一 2.石川 勝典 3.呉 紅敏 
4.上野 裕 5.梶川 伸 6.梶谷 実 
7.川口道雄 8.楠本 正行 9.肥塚 義明 
10.小山 博 11.沢  勲 12.高田 雄司 
13.中 良紀 14.中岡愛彦 15.朴 永炅 
16.橋本 徹 17.藤浦 淳 18.古谷 昭雄 
19.三浦 雄一郎 20.水野 富蔵 21.三宅 芳夫 
22.八木 誼信 23.八頭司 彰久 24.山根 眞人 
25.由良 薫 
【4】読売新聞大阪本社写真部 OB 中岡氏の撮影協力について 
中岡愛彦氏が自由な時間ができたため 
様々な場所に同行して撮影協力くださいます。 
何かございましたら、ご連絡ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



年月日 5１.テレビ・ラジオ出演（19+39件） 組　織　名

1 2009年05月05日 沢　勲：自宅を改造し洞窟資料館（浜村淳） 毎日放送ラジオ（1179ｋＨＺ）

2 2009年05月19日 沢　勲：こんちゎコンちゃんお昼ですよ（近藤光史） 毎日放送ラジオ（1180ｋＨＺ）

3 2009年06月03日 沢　勲：ちちんぷいぷい（角純一・小藪千豊） 毎日テレビ（MBC・4ｃh）

4 2009年07月03日 藤浦淳：「ニューストゥナイトいい大人」毎週金曜レギュラー ラジオ大阪

5 2009年10月01日
沖本理事出演：市民の目線から見た里山ガ－デンとエコ生

活、                おはよう朝日です  沖本 裕司 テレビ朝日

6 2010年04月01日 藤浦淳：「ニューストゥナイトいい大人」毎週金曜レギュラー ラジオ大阪

7 2010年07月24日 沢　勲：ナニコレ珍百景 テレビ朝日

8 2010年08月19日 沢　勲：洞窟に関する話し ラジオ大阪

9 2010年10月01日 　沢　勲：「となりの人間国宝さん」 関西テレビ放送

10 2010年10月16日 第36回西淀川区民まつり、地域まること再発見 Bay Com　11Ch　Digital

11 2010年11月06日
　沢　勲：洞窟・鳥居情報サロン１０日間　17回

三関王「関西三大個人ミュージアム」 Baycom　11Ch　Digital

12 2011年02月24日 　沢　勲：「元気な先輩！生放送！」1週間（7回） J: Com　11Ch　Digital

13 2011年03月14日 沢　勲：「情報プレゼンタ－とくタネ」 フジテレビ

14 2011年04月01日 藤浦淳：「ニューストゥナイトいい大人」毎週金曜レギュラー ラジオ大阪

15 2011年06月15日 　沢　勲：「今ちゃんの「実は・・・」震災のため12月特番 朝日放送テレビ

16 2011年10月24日 　沢　勲：「8時です！生放送！」1週間（1７回） ホットネットBay Com　11Ch

17 2011年12月30日 　沢　勲：「となりの人間国宝さん」年末特番 Baycom　11Ch　Digital

18 2012年03月08日 沢勲：八尾の歴史と子供の教育には
ＦＭちゃお/やおコミュニティ放

送

19 2012年03月10日 　沢　勲：「ホップ!ステップ!!シャンプ-」クイズ番組 朝日放送テレビ

20 2012年04月01日 藤浦淳：「ニューストゥナイトいい大人」毎週金曜レギュラー ラジオ大阪

21 2012年06月16日 大阪24区マニアッ”区”大調査 関西テレビ（10ｃｈ）

22 2012年07月17日
ホットネット「ベイコム」、17回連続放送

｢もう一度会いたいすごい人、洞窟ハウスのその後は！？
地上Ｄ　11ｃｈ放送

23 2012年01月09日 島根で調査　　「イザナギ海食洞窟」作り一般公開 毎日放送

活動報告50.　総目録（2009～2012年度）



年月日 5２.新聞等記事 組　織　名

1 2009年04月01日 エクステリアアイデア118（沖本） 学習研究社　ドゥ－バ14月号

2 2009年04月21日 政府は21世紀型産業の推進急げ（論風）（三宅芳夫） フジサンケイ　ビジネスアイ

3 2009年04月21日 保険代理店を経営(八頭司） 日刊工業新聞

4 2009年04月25日 洞窟の神秘を再現する　「洞窟情報サロン」初公開(沢） 河内新聞

5 2009年05月05日 自宅を改造し洞窟資料館(沢） 毎日新聞

6 2009年05月22日 環境汚染問題と損保会社のあり方（八頭司） 保険毎日新聞

7 2009年05月25日 ＮＰＯ法人洞窟環境ＮＥＴ学会、理事会で初顔合わせ(沢） 河内新聞

8 2009年06月27日 洞窟の魅力発掘-模型・溶岩など展示「子供の好奇心刺激」(沢） 産経新聞

9 2009年07月01日 手づくりの洞窟博物館「洞窟情報サロン公開」(沢） 日本一明るい経済新聞

10 2009年07月04日 洞窟研究　自宅に資料館（沢） 読売新聞

11 2009年07月18日 自宅開放、集う場所に（洞窟再現）（沢） 朝日新聞

12 2009年08月15日 沢　勲：学びの区民連続講座「わがまち　西淀川区って
こんなん　しっとこ！」

西淀川区役所の広報　にしよどがわ

13 2009年10月01日 沢　勲：ユニ－クな展示物で夢を与える斬新なサロン COMVO Vol.138

14 2009年10月05日 沢　勲：ますます充実　洞窟情報サロン トルコの住居模型入手 河内新聞

15 2009年11月05日 沢　勲：神秘的な洞窟写真公開--大阪経法大で- 産経新聞

16 2009年11月15日 沢　勲：理系初の学長・校友会会長就任祝う
工卒代議員と電友会が合同で

関大新聞

17 2009年11月15日 沢　勲：沢教授の「洞窟展」大好評-大阪経法大・経法祭で- 河内新聞

18 2010年01月01日 沢　勲：沢勲会長が河内新聞社の名誉顧問に就任 河内新聞

19 2010年01月29日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 保険毎日新聞

20 2010年02月01日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 新日本保険新聞

21 2010年02月01日 沢　勲：洞窟博士（沢勲氏）の講座について 西淀川区役所生涯学習だより　Vol.58

22 2010年02月05日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 河内新聞

23 2010年03月01日 沢　勲：区役所図書館に「神秘の世界：カット・グラスと洞窟」 西淀川区役所生涯学習だより　Vol.59

24 2010年03月01日 沢　勲：区役所図書館に「洞窟博士」沢勲さんの洞窟学パネル
西淀川区役所の広報　にしよどがわ

No.165

25 2010年03月01日 沢　勲：西淀川区人権啓発推進協議会主催の区民連続講座
西淀川区人権啓発推進協議会だより

「おもいやり」　No.2

26 2010年03月23日 沢　勲：住み開き「さわ洞窟ハウス　なんと自宅で博物館」
大阪市・企画運営：慶展院寺倶楽部

、ｐ.4-5

27 2010年04月06日 沢勲：自宅空いた場所開放 読売新聞

28 2010年04月06日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催公開座：環
境問題へのアプローチ講演

保険毎日新聞

29 2010年07月14日 熱田親憙：「[ヨード欠乏症」根絶にかける-ネパールこぶ取り物語 毎日新聞

30 2010年08月12日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座、ヤトウジ保険セン
ター

保険毎日新聞

31 2010年08月23日  八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座，ヤトウジ保険セン
ター

新日本保険新聞

32 2010年08月30日 八頭司　彰久：寄付講座「リスク社会と保険」 八尾タイムズ



33 2010年08月31日 司　彰久：保険の寄付講座を大阪経法大が開催、ヤトウジ保険センタ 産経新聞社

34 2010年09月05日 八頭司　彰久：経営学特論（リスク社会と保険）４社共同による寄付
講座を開催

河内新聞

35 2010年09月07日 八頭司　彰久：寄付講座：リスク社会と保険をテーマにした寄付講
座

毎日新聞

36 2010年09月11日 沢勲：鳥居が結ぶ地域の絆（大阪版) 産経新聞社とホームページ

37 2010年09月12日 八頭司　彰久：リスク社会と保険テーマに公開講座 大阪日日新聞

38 2010年09月18日 沢勲：鳥居が結ぶ地域の絆（阪神版) 産経新聞社とホームページ

39 2010年09月25日 沢勲：地元の鳥居　歴史を語る（大阪版) 朝日新聞社とホームページ

40 2010年10月04日 八頭司　彰久：大阪経法大で寄付講座，八頭司氏ら4氏が講座担当 新日本保険新聞

41 2010年10月05日 八頭司　彰久：保険代理店の現職経営者が八頭司氏に博士（経
済学）取得、大学教授に

河内新聞

42 2010年10月05日 八頭司　彰久：4社共同で寄付講座『リスク社会と保険』大阪経法
大で　　　　　　　　　　5日間開講」

河内新聞

43 2010年10月07日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学寄付講座『リスク社会と保険』開
催と「八頭司彰久氏が教授就任 現役の代理店経営者では異例

保険毎日新聞

44 2010年10月07日 沢勲・西山正明・石田信也：
平松市長も驚きと賞賛 西淀川区民まつりに参加

関大機関紙560号

45 2010年11月05日 沢勲：地元文化遺産の 「西淀川区内８神社の鳥居」 河内新聞

46 2011年01月05日 沢勲：西淀川区内の８神社調査、記録と模型 毎日新聞とホームページ

47 2011年01月05日 沢勲：鳥居は日本の原風景－西淀川区内８神社の調査－記録と模型 毎日新聞

48 2011年01月10日 八頭司　彰久：環境保健　仕組みと役割発信(阪神版） 産経新聞

49 2011年03月26日 八頭司　彰久：保険と環境リスク研究 毎日新聞

50 2011年03月28日 　八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座開催 　　新日本保険新聞

51 2011年04月06日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（1）第1部第1章序論

保険毎日新聞

52 2011年04月08日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（2）第1部第1章序論

保険毎日新聞

53 2011年04月11日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（1）第1部第1章序論

保険毎日新聞

54 2011年04月14日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（2）第1部第1章序論

保険毎日新聞

55 2011年04月18日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（4）第1部第2章

保険毎日新聞

56 2011年04月25日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（5）第1部第2章

保険毎日新聞

57 2011年05月06日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（6）第1部第2章

保険毎日新聞

58 2011年05月13日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（7）第1部第3章

保険毎日新聞

59 2011年05月23日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（8）第1部第3章

保険毎日新聞

60 2011年05月24日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（9）第1部第3章

保険毎日新聞

61 2011年06月16日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（10）第1部第3章

保険毎日新聞

62 2011年07月08日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（11）第2部第4章

保険毎日新聞



63 2011年07月19日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（12）第4部第5章

保険毎日新聞

64 2011年07月21日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（13）第2部第5章

保険毎日新聞

65 2011年07月29日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（14）第2部第5章

保険毎日新聞

66 2011年07月12日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（15）第1部第8章

保険毎日新聞

67 2011年06月04日 良薫：素晴らしい観光資源ー万葉集に詠まれた三尾の「久米の石室 和歌山　日高新聞

68 2011年06月05日 由良薫：久米の石室（三尾）を視察―洞窟環境NET学会会長ら 和歌山　紀州新聞

69 2011年06月15日 NPO法人洞窟環境NET学会25日に総会 河内新聞

70 2011年06月17日 沖本然生：『緑のガーデンをゴーヤで作ろう」 読売新聞

71 2011年06月25日 大阪経済法科大学の名誉教授－沢勲21世紀自分史を刊行 河内新聞

72 2011年06月27日 由良薫：和歌山ー支局長からの手紙ー「洞窟と万葉」 毎日新聞

73 2011年07月05日 NPO法人洞窟環境NET学会25日も総会 河内新聞

74 2011年08月08日 八頭司　彰久：
大阪経済法科大学で寄付講座、『リスク社会と保険』

保険毎日新聞

75 2011年08月25日 八頭司　彰久：
今年も大阪経法大で八頭司教授の集中寄付講座

河内新聞

76 2011年08月30日 八頭司　彰久：
ヤトウジ保険センター、大阪経済法科大学で保険無料公開講座

毎日新聞

77 2011年09月02日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（15）第2部第5章

保険毎日新聞

78 2011年09月03日 　八頭司　彰久：
大学コンソーシアム大阪が大阪経済法科大で無料公開講座

産経新聞

79 2011年09月05日 大阪経済法科大学客員教授、大阪経済法科大学で寄付講座実
施

　新日本保険新聞

80 2011年09月12日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（16）第2部第6章

保険毎日新聞

81 2011年09月15日 立命館大学オフィス講座で―沢勲洞窟環境NET学会講演 河内新聞

82 2011年09月30日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（17）第2部第6章

保険毎日新聞

83 2011年10月05日 沢勲：町なか博物館（5～18日間） 関西ウォーカー

84 2011年10月05日 八頭司　彰久：  八頭司教授の寄付講座実施、大阪経法大 河内新聞

85 2011年10月10日 八頭司　彰久：  大阪経法大で八頭司客員教授寄付講座 新日本保険新聞

86 2011年10月11日 八頭司　彰久：  東日本大震災と保険』テーマに討論も 保険毎日新聞

87 2011年10月14日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（18）第2部第6章

保険毎日新聞

88 2011年10月18日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（19）第2部第6章

保険毎日新聞

89 2011年10月20日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（20）第3部第7章

保険毎日新聞

90 2011年10月25日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環
境リスク管理の有効性に関する研究事例（21）第3部第7章

保険毎日新聞

91 2011年11月01日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（22）第3部第7章

保険毎日新聞

92 2011年11月02日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（23）第3部第8章

保険毎日新聞

93 2011年11月08日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（24）第3部第8章

保険毎日新聞



94 2011年11月14日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（25）第3部第8章

保険毎日新聞

95 2011年12月05日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（26）第3部第8章

保険毎日新聞

96 2011年12月06日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（27）第3部第8章

保険毎日新聞

97 2011年12月25日 沢勲：　床下「洞窟」にようこそ―自宅を公開「楽しんで」 読売新聞

98 2012年01月04日 沢勲：　地底のロマン手作りーまちの埋蔵文化人・関西遺産 朝日新聞

99 2012年01月10日 沢勲：　アサダワタル著書：住み開きー
家から始めるコミュニティー（ｐ78-81）

筑摩書房

100 2012年01月12日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（28）第3部第9章

保険毎日新聞

101 2012年01月23日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境
リスク管理の有効性に関する研究事例（29）第3部第9章

保険毎日新聞

102 2012年2月13日
　　　　　　八頭司　彰久：プロフェショナル・アイ、環境保険を活用し
た　　　　　　　　　　　　　　　　　環環リスク管理の有効性に関する研

究事例（30）第3部第9章

保険毎日新聞、第16727号、ｐ.4－5、
2012。

103 2012年2月20日
　　　　　　八頭司　彰久：プロフェショナル・アイ、環境保険を活用し
た　　　　　　　　　　　　　　　　環環リスク管理の有効性に関する研究

事例（31）第3部第10章

保険毎日新聞、第16732号、ｐ.4－6、
2012。

104 2012年2月23日
　　　　　　八頭司　彰久：プロフェショナル・アイ、環境保険を活用し
た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環環リスク管理の有効性に関す

る研究事例（32）第3部第10章

保険毎日新聞、第16735号、ｐ.4－6、
2012。

105 2012年3月 6日
　　　　　　八頭司　彰久：プロフェショナル・アイ、環境保険を活用し
た　　　　　　　　　　　　　　環境リスク管理の有効性に関する研究事

例（33）最終回第3部第10章

保険毎日新聞、第16743号、、ｐ.4－
5、2012。

106 2012年03月15日 洞窟環境NET学会の行事案内 河内新聞



 年 月 日 5３. 展示会 開催場所

1 2008年04月01日 藤浦淳：「近畿の鉱物」常設展示　（現在至る） 貝塚市立自然遊学館

2 2009年06月22日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学1号館

3 2009年11月07日 神秘的な洞窟の世界－「世界遺産 洞窟写真展」（2日間） 大阪経済法科大学(３号館教室）

4 2009年11月07日 約３億年前から形成された秋芳洞にある光輝く鍾乳石 大阪経済法科大学(３号館教室）

5 2009年11月07日
富士山（噴火時10万年前～約1万年前）の最高峰付近

   （標高2630ｍ）にある洞窟の溶岩
大阪経済法科大学(３号館教室）

6 2009年11月07日
静岡県伊豆大島の軽石（3万年前に海面に隆起、

100～200年一度の爆発、最近1912年～14年に噴火）
大阪経済法科大学(３号館教室）

7 2009年11月07日 洞窟関連の書籍と論文 大阪経済法科大学(３号館教室）

8 2009年11月07日 洞窟関連のＤＶＤ上映 大阪経済法科大学(３号館教室）

9 2009年12月09日  石灰岩洞窟の写真と石灰岩と書籍
相馬達雄弁護士忘年会

（ＡＮＡクラウンプラザホテル）

10 2009年12月16日  石灰岩洞窟の写真と石灰石・玄武岩・岩塩と書籍
西淀川区｢学びの区民連続講座」
大阪市西淀川区役所大会議室

11 2010年03月02日  石灰岩洞窟の写真（1ヶ月間） 大阪市西淀川区役所図書館

12 2010年04月01日  石灰岩洞窟の写真（1ヶ月間） 大阪市西淀川区役所図書館

13 2010年11月07日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学、１号館ロビ-

14 2010年09月25日 西淀公園で開催時の鳥居写真、鳥居模型  大阪市西淀川区民まつり

15 2010年09月29日 関西大学大阪倶楽部理事会、鳥居模型 関西大学大阪倶楽部理事会

16 2010年10月09日 グランビアホテル、鳥居模型 関西大学校友会西淀川支部総会

17 2010年11月06日 西淀川区図書館会議室、鳥居模型 大阪市立西淀川区図書館

18 2010年11月15日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学、１号館ロビ-

19 2011年01月18日 鳥居模型の展示について 　　大阪市西淀川区役所5F大会議室

20 2011年01月18日 鳥居の写真について 　　大阪市西淀川区役所5F大会議室

21 2011年01月18日 　LEDのしめ縄と紅白と白色の紙垂を増設 鳥居情報サロン

22 2011年04月23日 沖本然生：アジェンダ21吹田　「緑のカーテン講座」　１００名 メイシアター

23 2011年05月14日 沖本然生：　「ゴーヤによるミドリのカーテン実践講座」 大阪中央体育館

24 2011年05月16日 沖本然生：オープンガーデン　「ゴーヤづくり教室」　５０ポット 沖本自宅

25 2011年06月16日 沖本然生：　「ＮＧＯアジア協会友の会環境ワークショップ」２０ポット 沖本自宅

26 2011年06月23日 沖本然生：　Ｊ：ｃｏｍ吹田主催「楽しく過ごすみどりのカーテン」 　吹田さんくす壱番館

27 2011年06月24日 沖本然生：シニア自然大学校環境科
「ヒートアイランドとミドリのカーテン」１００ポット

環境情報プラザ

28 2011年06月25日 沢勲洞窟環境NET学会、八尾と西淀川区の鳥居と社殿写真 グランビアホテル19F

29 2011年06月27日 沖本然生：　西吹田ロータリークラブ例会　５０ポット 東急ホテル

30 2011年06月27日 沖本然生：　吹田市子育てひろば「こっこ」　２０ポット

31 2011年09月14日 立命館大学大阪オフィス講座、世界の洞窟岩石と写真 富国生命ビル

32 2011年09月24日 西淀公園で開催時の鳥居と社殿の写真と模型  大阪市西淀川区民まつり

33 2011年10月09日 沖本然生：「自然を活かした快適な暮らし、植物を使ってエコ・ 大阪市立中央会館

34 2011年10月22日 関西大学校友会西淀川支部、鳥居と社殿の模型 グランビアホテル19F



 年 月 日 54.　講　演 組　織　名

1 2009年04月26日 沢　勲：洞窟情報サロン見学 西淀川区野里子供会の有志

2 2009年05月28日 沢　勲：洞窟鉱物と洞窟環境、鹿島 愛彦
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

3 2009年06月03日 沢　勲：学びの区民連続講座（企画会議）
西淀川区人権啓発推進協議会・同区

生涯学習区民会議共催

4 2009年06月03日 沢　勲：自宅を使った文化的な試みを見学する団体（下見の協議）
築港ＡＲＣ（ア－トリソ－スセンタ-

ｂｙ　Ｏｕｔeｎin）

5 2009年06月05日 沢　勲：洞窟情報サロン見学 関西大学理工学部評議員有志

6 2009年06月13日 沢　勲：洞窟の自然環境と人間について
関西大学千里山法律学会ＯＢの睦法

会

7 2009年07月18日 沢　勲：自宅を使った洞窟情報サロンの社会的な価値
築港ＡＲＣ（ア－トリソ－スセンタ-

ｂｙ　Ｏｕｔeｎin）

8 2009年08月11日 沢　勲：洞窟情報サロンの展示品について
大阪大学

外国語学部・文学部学生有志

9 2009年08月14日 沢　勲：洞窟情報サロンの展示品について 兵庫県宝塚市民有志

10 2009年09月20日
沢勲・鹿島愛彦・勝間田隆吉：

大学講義テキスト『洞窟科学入門－写真と図解』
日本洞窟学会第35回大会・

秋吉台大会

11 2009年09月20日 沢勲：洞窟ハウス「洞窟情報サロン」の公開
日本洞窟学会第35回大会・

秋吉台大会

12 2009年09月20日 沢勲：洞窟情報サロンの展示品について 八尾市民の有志

13 2009年09月30日 沢勲：洞窟情報サロンの展示品について （社）アジア協会アシア友の会

14 2009年10月13日 沢勲：毎日ＴＶ（となりのマエストロ）取材として
東京の毎日ＴＶ系の

やんわか商店ＴＶ制作のディレクタ-

15 2009年11月25日 沢勲：さわ洞窟ハウス 関西大学理工学部卒（西淀川区民）

16 2009年11月26日 沢勲：洞窟情報サロンについて （社）アジア協会アシア友の会

17 2009年11月30日 沢勲：洞窟情報サロンについて見学
大阪社会福祉協議会

大阪市民ボランティア情報センタ－

18 2009年12月05日 沢勲：さわ洞窟ハウスについて 阿倍野区民

19 2009年12月08日 沢勲：洞窟情報サロンについて
西淀川区｢学びの

区民連続講座」企画会議メンバ-

20 2009年12月09日 沢勲：神秘的な洞窟光景を楽しむ 相馬会の忘年会

21 2009年12月10日 藤浦　淳：産業遺構、人工洞窟としての鉱山
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

22 2009年12月16日 沢勲：神秘的な洞窟宝庫を楽しむ
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

23 2010年01月21日 沢勲：洞窟の話し （社）アジア協会アシア友の会

24 2010年02月09日 沢勲：さわ洞窟ハウスを楽しむ方法
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

25 2010年02月17日 藤浦　淳：さわ洞窟ハウスの動画と静止画から洞窟を楽しむ
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

26 2010年03月19日
八頭司　彰久：環境市民講座

「環境問題へのアプローチー環境と共生するためのライフスタイ
ルー」

大阪経済法科大学地域総合研究所

27 2010年05月15日
上野　裕：

戦前期京都の土地区画整理事業と都市形成
東北地理学会春季大会

28 2010年06月23日
八頭司　彰久： 「金融投資問題と法」の「投資性の強い生命保険な

ど」
大阪経済法科大学法学部八尾市
連携公開講座 「地域生活と法」

29 2010年06月28日 川瀬辰男：新聞力とは-ジャ－ナリスト志望者のために
大阪経済法科大学
講座「情報科学論」

30 2010年07月03日
上野　裕：

軍港都市舞鶴の都市形成
近畿都市学会春季大会

31 2010年09月01日
八頭司　彰久：大学コンソーシアム大阪提供科目「経営学特論（リ

スク社会と保険）」 第14回目はパネルディスカッション から3～
2010/9/17

大阪経済法科大学経済学部
秋季集中公開寄付講座

32 2010年09月21日 三宅芳夫：コンプライアンスとＳRM、 日本リスクマネジメント学会



33 2010年10月25日 村田貞博：中国経済の光と陰
大阪経済法科大学
講座「情報科学論」

34 2010年11月06日 沢勲：西淀川区の神社について 西淀川区図書館,郷土史講演会

35 2010年12月08日 藤浦淳：レアアースと人工洞窟としての鉱山
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

36 2011年01月18日 沢勲：西淀川区の神社と鳥居を学ぶ 西淀川区役所、生涯教育講座

37 2011年01月20日 沢勲：世界の洞窟について 東大阪東ロ－タリ-クラブ例会

38 2011年04月10日 熱田親憙：三寒四温
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

39 2011年04月15日 熱田親憙：わがボランテイア人生 高砂ロータリー倶楽部例会

40 2011年05月10日 熱田親憙：被災地を想う
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

41 2011年06月10日 熱田親憙：鉄人28号で町おこし
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

42 2011年06月18日 沢勲：八尾市内にある渋川神社と樟本神社について 関西大学八尾支部総会

43 2011年07月10日 熱田親憙：宇治川の鵜飼い　　
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

44 2011年09月12日
八頭司　彰久：秋季集中寄付公開講座（2011年9月）大学コンソー

シアム大阪提供：「経営学特論（リスク社会と保険）」
大阪経済法科大学

45 2011年09月14日 沢勲：洞窟・環境・人間を考える 立命館大学大阪オフィス講座

46 2011年09月15日
八頭司　彰久：「損害保険会社の環境経営/CSR経営、損害保険

会社と環境問題、保険による環境リスク管理の有用性・・
大阪経済法科大学　　

47 2011年09月16日
八頭司　彰久：（パネルディスカッション）東日本地震と保険～災害

保険の現状と課題を考える～
大阪経済法科大学　　

48 2011年11月09日 高田雄司：　スウェーデン、洞窟と経営戦略 大阪経済法科大学

49 2011年09月14日 高田雄司：　ＴＰＰと日本経済 多国籍企業学会西部部会例会

50 2012年01月16日 由良薫：　震災とメディア－東日本大震災をどう報じたか― 大阪経済法科大学



 年 月 日 55. 論文と資料 雑  誌  名

1 2009年05月01日

西澤弘泰・藤本康二・山神和彦・小柴孝友・小泉直樹・ 山本正之・
森　淸・近藤武史・伴慎一・清水道生：

限局性主膵管狭細像を呈する自己免疫性膵炎に合併した膵体部
癌の1例.

日消外会誌 42, 516-521, 2009

2 2009年06月01日
孫野直起・吉松昭和・ 鈴木雄二郎・山田栄一・笠井由隆・桝屋大

輝・  　 近藤武史：
内科的に診断した肺犬糸状虫症の一例.

日本呼吸器学会雑誌 47, 467-470,
2009

3 2009年06月04日
近藤武史他: A Case of Lipomatous Pleomorphic Adenoma in the

Parotid Gland.
 Diagn Pathol 4, 16, 2009

4 2009年07月01日
近藤武史・北澤理子・榎木英介・ 森　淸・長野　徹・竹島泰弘・

北澤荘平：
多彩な合併症を伴ったNetherton症候群の1剖検例.

診断病理 26, 186-190, 2009

5 2009年08月01日

藤岡一路・ 森岡一朗・ 森川　悟・ 三輪明弘・榎本真宏・柴田暁
男・　　　　　　　　 鈴木嘉穂・松岡正造・近藤武史・ 横山直樹・松尾
雅文：                                           特発性乳び胸、肝結節性病

変、片側性多嚢胞性異形成腎を伴った重症胎児水腫の１例.

日本周産期・新生児医学会雑誌 45,
888-894, 2009

6 2009年08月04日
近藤武史他:  Fetal Nuchal Cystic Hygroma Associated with

Aortic Coarctation and Trisomy 21: a Case Report.
 Cases J 2, 8280, 2009

7 2009年09月01日
近藤武史・北澤荘平：

PHOTO REPORT　膀胱壁アミロイド腫瘍の1例.
内科 103, 764, 2009

8 2009年09月15日

朴永炅・山口泰雄：
生涯スポーツ活動が中高齢者の生活満足度に及ぼす影響の分析
－ソウル近辺のハイキング・山登りに参加する中高齢者を中心に

－

神戸大学大学院人間発達環境学
研究紀要，2（2）．

9 2009年09月15日
近藤武史他: Bilateral Injection-Site Granuloma by Subcutaneous

Administration of Luteinizing Hormone-releasing Hormone
Analogue: a Case Report.

Cases J 2, 8326, 2009

10 2009年10月01日

上野　裕：
洛北の都市化と都市計画

野外歴史地理学研究会会報 42

11 2009年11月01日
櫨木暢子・小林和幸・山本正嗣・小谷義一・近藤武史・村善博：

原発不明癌によるPulmonary tumor thrombotic microangiopathyの
1症例.

日本呼吸器学会雑誌 47, 1030-1035,
2009

12 2009年11月27日
 近藤武史他:  Fatal Cardiac Tamponade due to Coronary Sinus
Thrombosis in Acute Lymphoblastic Leukemia: a Case Report

  
 Cases J 2, 9095, 2009

13 2009年12月02日

近藤武史他 y p y
Metastatic Neuroendocrine Carcinoma Mimicking Hypertrophic

Cardiomyopathy: a Case Report. Cases J 2, 9127, 2009

14 2009年12月20日
山口泰雄・朴永炅ら：

第22回名護・やんばるツーデーマーチ参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

15 2010年01月14日
近藤武史他: Melanotic Oncocytic Metaplasia of the Nasopharynx

as a Benign Mimicker of Malignant Melanoma: a Case Report.
Diagn Pathol 5, 5, 2010

16 2010年02月19日

近藤武史他: Thymolipoma, Report of a Case Suggesting an
Origin From Thymic True Hyperplasia.

 Int J Surg Pathol 18, 526-529, 2010

17 2010年03月23日
沢　勲：

さわ洞窟ハウス なんと自宅で博物館
大阪市発行の住み開き 4ｐ、2010

18 2010年03月23日 八頭司彰久：保険による環境リスク管理の有効性に関する研究 国立滋賀大学、博士論文

19 2010年03月31日 上野　裕：｢小京都｣論と｢大京都｣形成
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、91-100、2010。

20 2010年03月31日
鹿島　愛彦：

四国の下部更新統にみとめられる氷食礫とその地質学的意義
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、139-154、2010。

21 2010年03月31日
沢　　勲・肥塚義明：地域に貢献する洞窟模型の製作-ミニ洞窟・

洞窟写真・洞窟模型の製作・4ヶ国語（日英韓中）用語-
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、155-164、2010。

22 2010年03月31日 由良　薫：巻頭言
洞窟環境NET学会紀要、

1/、1、2010。

23 2010年03月31日
鹿島　愛彦：

洞窟鉱物と洞窟環境
洞窟環境NET学会紀要、

1/、3-6、2010。



24 2010年03月31日
梶川  伸：

小豆島遍路と洞窟霊場の魅力
洞窟環境NET学会紀要、

1/、7-12、2010。

25 2010年03月31日
八頭司彰久：

桑名氏によるアンケート調査に即した環境保険の研究
洞窟環境NET学会紀要、

1/、13-18、2010。

26 2010年03月31日
上野　裕：

都市イメージと都市活性化 ― 「小京都」から「ゆるキャラ」まで ―
洞窟環境NET学会紀要、

1/、19-22、2010。

27 2010年03月31日
藤浦　淳：

産業遺構、人工洞窟としての鉱山跡論考
洞窟環境NET学会紀要、

1/、23-30、2010。

28 2010年03月31日
沢　　勲・肥塚義明：洞窟情報サロンの火山洞窟模型と社会貢献

―洞窟写真・火山模型の製作・4ヶ国語（日英韓中）用語
洞窟環境NET学会紀要、

1/、31-38、2010。

29 2010年03月31日
沢　　勲・上野　裕・肥塚義明：

洞窟における模型製作と3ヶ国語（日英韓）の解説、
洞窟環境NET学会紀要、

1/、39-43、2010。

30 2010年03月31日
肥塚義明・沢   勲：トルコ、カッパドキアの人工洞窟の調査―宗教

洞窟・絵画洞窟・地下洞窟
洞窟環境NET学会紀要、

1/、45-50、2010。

31 2010年03月31日
環境編集部：

洞窟の分類基準と系統図
洞窟環境NET学会紀要、

1/、51-53、2010。

32 2010年03月31日
環境編集部：

伊勢神宮の外宮と内宮の環境芸術
洞窟環境NET学会紀要、

1/、55-57、2010。

33 2010年03月31日
環境編集部

：野里住吉神社の神木の環境芸術
洞窟環境NET学会紀要、

1/、58-60、2010。

34 2010年03月31日
環境編集部：

洞窟写真展（大阪市西淀川区役所・大阪経済法科大学学園祭）
洞窟環境NET学会紀要、

1/、61-63、2010。

35 2010年03月31日
朴永炅：韓国における生涯スポーツの発展過程と中高齢者の生活

満足度に影響を及ぼすハイキング活動の実証的研究
博士論文，神戸大学総合人間科学

研究科．

36 2010年03月31日
朴永炅：

ソウル近辺のハイキング活動に参加する中高齢者の世代間比較
神戸大学大学院人間発達環境学

研究紀要，4（1）

37 2010年03月10日
上野裕:

近代京都の都市計画と都市形成
史泉(関西大学)111

38 2010年03月31日
上野裕:

「小京都」論と「大京都」形成
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要 ２

39 2010年03月31日
上野裕:

都市イメージと都市活性化
洞窟環境NET学会紀要１

40 2010年04月01日

山神和彦, 出合輝行, 橋本隆, 奥村興, 藤代早月, 草間俊行, 近藤武史,
伊藤利江子, 西川ユウコ, 山神麻紗子：実践がん化学療法　乳がん診療
における個別化治療とチーム医療の重要性　神鋼病院乳腺センターの
取り組み

医薬の門 50, 250-254, 2010

41 2010年05月01日
山口泰雄・朴永炅ら：

2009神戸全日本女子ハーフマラソン大会参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

42 2010年05月15日
朴永炅・山口泰雄：高齢者におけるハイキング活動の社会的支援
と生活満足度に関する研究 －ソウル周辺のケーススタディ－

兵庫体育・スポーツ科学学会第20回
大会抄録

43 2010年08月01日
近藤武史, 廣川満良, 北澤荘平：PHOTO REPORT　心タンポ

ナーデに至った甲状腺未分化癌の1剖検例.
内科　106, 334, 2010

44 2010年08月08日
沢　勲：

洞窟の分類基準案
ケイビングジャーナル、39/44-

45,2010

45 2010年08月15日
朴永炅：A Study of the Pull Factors among participants

at a Walking Event-A case study in Okinawa-
22th International Sport Science

Congress 2010，Chuncheon，Korea

46 2010年09月01日
近藤武史, 北澤荘平.：
.PHOTO REPORT　胆嚢大細胞神経内分泌細胞癌の1剖検例.

内科 106, 570, 2010

47 2010年09月20日
上野裕:

戦前期京都の土地区画整理事業と都市形成
千里地理通信63

48 2010年10月15日
朴永炅・山口泰雄：ソウル市の漢江市民公園における生涯スポー
ツ活動に関する研究

日本生涯スポーツ学会第12回大会
抄録

49 2010年11月25日
近藤武史:Lung adenocarcinoma with giant cyst formation showing

a variety of histologic patterns: a case report.  J Med Case Reports. 4, 377, 2010

50 2010年12月08日
近藤武史:

Aggressive angiomyxoma in the inguinal region: a case report.
 J Med Case Reports. 4, 396, 2010

51 2011年01月01日
近藤武史・北澤理子・北澤荘平：

.PHOTO REPORT　HHMを示した髄外性形質細胞腫の1剖検例
内科107, 154, 2011



52 2011年02月01日
近藤武史・森清・北澤荘平：

.PHOTO REPORT　薬剤の関与が疑われた慢性心筋炎の1剖検例
内科107, 337, 2011

53 2011年03月01日
近藤武史・北澤荘平：

PHOTO REPORT　陽子線治療を施行された膵頭部癌の1剖検例
内科107, 540, 2011

54 2011年03月03日
近藤武史他 :Epigenetic Alteration by DNA Promoter

Hypermethylation of Genes Related to Transforming Growth
Factor-beta (TGF-beta) Signaling in Cancer

 Cancers 3, 982-993, 2011

55 2011年03月30日
近藤武史:Traumatic funicular phlebitis of the thoracic wall

resembling Mondor's disease: a case report.
 J Med Case Reports. 5, 127, 2011

56 2011年03月31日
沢勲・西山正明・石田信也：

「大阪市西淀川区、野里住吉神社（1382年）の末社と石燈籠と鳥
居

大阪経済法科大学地域総合研究所
紀要、3/、175-205、2011。

57 2011年03月31日
鹿島愛彦：

巻頭言
洞窟環境NET学会紀要、

2/、1、2011。

58 2011年03月31日
由良　薫：岐阜県郡上市、大滝鍾乳洞（観光洞窟）の見学と考察

―地域一体で取り組む観光洞窟資源－
洞窟環境NET学会紀要、

2/、3-10、2011。

59 2011年03月31日
鹿島　愛彦：

洞窟・鍾乳石と人間
洞窟環境NET学会紀要、

2/、11-17、2011。

60 2011年03月31日
肥塚 義明・沢  勲：

大滝鍾乳洞の鍾乳石
洞窟環境NET学会紀要、

2/、19-23、2011。

61 2011年03月31日
村田貞博：

中国経済「光と陰」に関する小考察
洞窟環境NET学会紀要、

2/、25-29、2011。

62 2011年03月31日
藤浦　淳：

レアアースと人工洞窟としての鉱山
洞窟環境NET学会紀要、

2/、31-36、2011。

63 2011年03月31日
八頭司　彰久：

土壌汚染リスクの移転手法としての保険
洞窟環境NET学会紀要、

2/、37-40、2011。

64 2011年03月31日
熱田親憙：ネパールにおけるヨード欠乏症との戦い　（ヒマラヤ山

間部のヨード欠乏症に関する研究）
洞窟環境NET学会紀要、

2/、41-46、2011。

65 2011年03月31日
沢　勲・肥塚 義明・北川 和孝：

大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、47-66、2011。

66 2011年03月31日
沢　勲・上野裕・西山正明：

大阪市西淀川区、田蓑神社(869年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、67-85、2011。

67 2011年03月31日
沢　勲・石田　信也・朴　永炅：

大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、87-105、2011。

68 2011年03月31日
沢　勲・富田 和広・北川 和孝：

大阪市西淀川区、大和田住吉神社(1313年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、107-126、2011。

69 2011年03月31日
沢　勲・西山正明・金世徳：

大阪市西淀川区、福住吉神社(1656年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、127-144、2011。

70 2011年03月31日
沢　勲・富田和広・肥塚義明：

大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、145-162、2011。

71 2011年03月31日
沢　勲・上野裕・西山正明：

大阪市西淀川区、五社神社(１６８８年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、163-181、2011。

72 2011年03月31日
沢　勲・石田信也・朴永炅：

大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、183-201、2011。

73 2011年03月31日
本学会環境調査部、

社殿の建築様式
洞窟環境NET学会紀要、

2/、203-205、2011。

74 2011年03月31日
本学会環境調査部、
神社鳥居の系列構造

洞窟環境NET学会紀要、
2/、206-210、2011。

75 2011年03月31日
本学会環境調査部、

西淀川区、8神社文化遺産の調査資料
洞窟環境NET学会紀要、

2/、211-217、2011。

76 2011年03月31日
本学会環境調査部、

西淀川区、神社関連資料
洞窟環境NET学会紀要、

2/、218-221、2011。

77 2011年03月31日
本学会環境調査部、

大阪市西淀川区、神社年表
洞窟環境NET学会紀要、

2/、222-228、2011。

78 2011年03月31日
本学会環境調査部、

神社4ヶ国語(日英韓中)用語集
洞窟環境NET学会紀要、

2/、229-235、2011。

79 2011年03月31日
本学会地域編集部、

西淀川区の地図(５００年間)
洞窟環境NET学会紀要、

2/、236-253、2011。



80 2011年03月31日
本学会地域編集部、
西淀川区民まつり

洞窟環境NET学会紀要、
2/、254-258、2011。

81 2011年03月31日
本学会地域編集部、

西淀川区野里夏まつり
洞窟環境NET学会紀要、

2/、259-262、2011。

82 2011年03月31日
本学会地域編集部、
西淀川区新聞記事

洞窟環境NET学会紀要、
2/、263-274、2011。

83 2011年04月01日
八頭司　彰久：

我が国における環境保険の現状と普及に向けた提言
月刊ライト55巻第4号

84 2011年04月01日
近藤武史：

PHOTO REPORT　末端肥大症の1剖検例
内科107, 724, 2011

85 2011年04月14日
八頭司　彰久：

環境保険普及への提言
インシュアランス第4418号

86 2011年04月23日
北澤荘平, 森清, 近藤武史, 北澤理子：

【病理診断に役立つ分子生物学】(第1部) 病理診断に役立つ分子生物
学の手技と知識　DNAシークエンス

病理と臨床 29臨増 16-20,2011

87 2011年06月21日
近藤武史：

Hemangioma related to Maffucci syndrome in a man: a case
report.

 J Med Case Reports. 5, 224, 2011

88 2011年06月20日
朴永炅・山口泰雄：韓国におけるハイキング活動者の生活満足度

に　　関する研究-中高齢者の世代間研究-
生涯スポーツ学研究，8（1）．

89 2011年09月10日
熱田親憙

スケッチかんさい「 近江八幡のヨシすだれ」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

90 2011年09月20日
上野　裕：　都市空間形成における地理学研究

ー都市の基盤整備事業と空間行動
関西大学文学博士論文

91 2011年10月01日
近藤武史：

PHOTO REPORT　胆嚢異所性胃粘膜の1例
内科108, 720, 2011

92 2011年10月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 台風あとの紀の川」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

93 2011年10月15日
朴永炅・山口泰雄：韓国における中高齢者の生活満足度に影響を

及ぼすハイキング活動の実証的研究
日本生涯スポーツ学会第13回大会抄

録

94 2011年11月01日

竹田章彦・河原史明・大西勝博・東田明博・間森聡・芦田兆・奥谷俊夫,
山田元・近藤武史：血清ALP異常高値を契機に診断し、低用量S-1療法
によりDICへの移行を回避し得た高齢者胃癌・骨髄転移・多発骨転移の

１例

日本消化器病学会雑誌 108, 1879-1885,
2011

95 2011年11月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 船場の杜に芸術祭」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

96 2011年11月30日
近藤武史・高橋玄倫・久世亜澄・森近舞・中川加奈子・リチャードカシン

スキー・櫻田誠・浅野水辺・上野易弘：
.嚥下障害による肺炎及び気道閉塞をきたした滑脳症の一剖検例

法医学の実際と研究 54, 187-191, 2011

97 2011年11月30日
近藤武史・浅野水辺・久世亜澄・森近舞・中川加奈子・ 杉本茉里恵・

櫻田誠・高橋玄倫・上野易弘：
前胸壁巨大軟骨肉腫の1剖検例

法医学の実際と研究 54, 193-197, 2011

98 2011年12月20日
朴永炅ら：第24回名護・やんばるツーデーマーチ参加者調査報告

書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

99 2011年12月14日
近藤武史Identification and analysis of function of a novel splicing

variant of mouse receptor activator of NF-kappaB.
 Mol Cell Biochem. 350, 29-38, 2011

100 2011年12月25日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 ホテルの敷地に風力発電」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

101 2012年01月01日
北澤荘平・近藤武史・中川みく・藤石琴・原口竜摩・北澤理子：

病理標本を用いたDNAシークエンスの方法と実際
検査と技術 40, 24-29, 2012

102 2012年01月10日 山口泰雄・朴永炅ら：2011神戸マラソン大会参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

103 2012年02月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 いつもと違う戎大祭」
朝日22関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

104 2012年02月14日
近藤武史他：A p.D116G mutation in CREB1 leads to novel
multiple malformation syndrome resembling CrebA knockout

mouse.
Hum Mutat, 33, 651-654, 2012

105 2012年03月10日
熱田親憙

奈良市春曰野町(春日大社境内)-ホルンで「鹿よせ」する飛火野
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　3月号



106 2012年03月31日
朴永炅：スポーツ・ボランティアの活動満足度に関する日・韓比較

研究　－2002韓・日FIFAワールドカップのケーススタディ－
韓国文化研究、1．

107 2012年03月31日
朴永炅：スポーツーリズムによる地域活性化のアクションリサーチ

－沖縄県名護市のスポーツ観光のまちづくりを目指して－
ＳＳＦスポーツ政策研究、1（1）

108 2012年03月31日
朴永炅：韓国におけるハイキング活動者の社会的支援と生活満足

度に　関する研究-中高齢者の世代間研究-
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要，4．

109 2012年03月31日
小山　博：
巻頭言

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

110 2012年03月31日
沢　勲・小山　博・梶田梓聞・呉　紅敏：

古代国家成立期、八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

111 2012年03月31日
沢　勲・上野　裕・樟本正行・朴 永炅：

奈良市、古代国家成立期の人工洞窟、蘇我馬子の石舞台遺跡の
測量と分析

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

112 2012年03月31日
沢　勲・松井幸一・朝倉三尋・朴永炅：

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の由来と
社殿

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

113 2012年03月31日
沢　勲・松井幸一・朝倉三尋・肥塚義明：

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の鳥居と
石燈籠

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

114 2012年03月31日
沢　勲・小山　博・上野　裕・中尾達夫：

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社(木の本)
の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

115 2012年03月31日
沢　勲・水野富蔵・梶田梓聞・肥塚義明：

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社（北木の
本）の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

116 2012年03月31日
沢　勲・佐々木裕子・垣内晋祐・呉　紅敏：

大阪府八尾市、古代国家成立期、樟本神社（南木の本・日羅寺）
の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

117 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・八頭司　彰久：

大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

118 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・宮本　正明：

大阪市西淀川区、田蓑神社(869年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

119 2012年03月31日
沢　勲・六埜 博治・長谷部憲司・石田　信也：

大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

120 2012年03月31日
沢　勲・長谷部　憲司・西山　正明・石田　信也：

大阪市西淀川区、大和田住吉神社(1313年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

121 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・乾 貞人・古谷　昭雄：

大阪市西淀川区、福住吉神社(1656年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2013。

122 2012年03月31日
沢　勲・六埜 博治・河野 賢治・肥塚　義明：

大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

123 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・中　良紀：

大阪市西淀川区、五社神社(1688年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

124 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・立川昌司：

大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

125 2012年03月31日
高田雄司：

TPPと日本経済の現状
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

126 2012年03月31日
由良　薫：

万葉集と洞窟  -和歌山・美浜町の洞窟を検分-
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

127 2012年03月31日
由良　薫：

震災とメディア　－東日本大震災をどう報じたか-
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

128 2012年03月31日
　八頭司　彰久：

視野を広げて -金融のグリーン化についての研究
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

129 2012年03月31日
梶川　伸：

四国遍路における洞窟の役割
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

130 2012年03月31日
上野　裕：

戦前期日本の都市発展と都市政策・計画
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

131 2012年03月31日
本学会環境調査部：
神社関連の用語解説

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。



132 2012年03月31日
本学会環境調査部：

神社の4ヶ国語（ABC順）用語
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

133 2012年03月31日
本学会環境調査部：

八尾市、渋川神社と樟本神社の概要
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

134 2012年03月31日
本学会環境調査部：

神社の建築様式の区分
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

135 2012年04月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　4月号

136 2012年04月30日
　　　八頭司　彰久：

我が国における環境保険普及の現状とその展望

Journal of Policy Studies No.40、ｐ127－
130、2012。　関西学院大学総合政策学
部研究会。

137 2012年04月30日
　　　　八頭司　彰久：

天野明弘名誉教授の思い出

Journal of Policy Studies No.40、ｐ.175－
176、2012。　関西学院大学総合政策学
部研究会。

138 2012年05月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　5月号

139 2012年06月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　6月号

140 2012年07月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　7月号

141 2012年08月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　8月号

142 2012年09月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　9月号

143 2012年10月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　10月号

144 2012年11月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　11月号

145 2012年12月10日 熱田親憙
朝日21関西スクエア「スケッチかんさ

い」　　12月号

146 2012年12月20日
朴永炅ら：

第25回名護・やんばるツーデーマーチ参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

147 2013年01月01日
朴永炅ら：

2012神戸マラソン大会参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

148 2013年01月01日
高田雄司：

世界経済の動行に適応する中堅・中小企業経営
大阪府合理化協会、
合理化新年号５０５号

149 2013年02月01日
上野　裕：

近代都市づくりにみる土地の履歴と記憶
地球12月号

150 2013年03月31日
沢 勲・梶谷 実・肥塚 義明：島根県出雲市、

「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

151 2013年03月31日
沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、

「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

152 2013年03月31日
沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、島根県大田市、

「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

153 2013年03月31日
沢 勲・肥塚 義明：島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社
の　　　由来と鳥居－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量

値－

洞窟環境NET学会紀要、
4/、1、2013。

154 2013年03月31日
沢 勲・三浦 雄一郎・肥塚 義明：島根県邑南町、
「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
4/、1、2013。

155 2013年03月31日
由良　薫：万葉集と洞窟そのⅡ－

「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

156 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・樟本 正行・朴 永炅：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

157 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・上野 裕：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

158 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・呉 紅敏：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

159 2013年03月31日
沢 勲・水野 富蔵・三宅 芳夫：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。



160 2013年03月31日
沢 勲・小山 博：大阪府八尾市、古代郷土芸能、

河内音頭の由来と手足技術。自然体の研究・由来の4ヶ国語
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

161 2013年03月31日
沢　　勲･中　良紀・小山　博・川口道雄・中岡愛彦：大阪府、

古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

162 2013年03月31日
沢 勲・古谷 昭雄・穴瀬 博一・橋本 徹：大阪府高槻市、
高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析

洞窟環境NET学会紀要、
4/、1、2013。

163 2013年03月31日
梶川　伸：

四国遍路に託す思いの一考察
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

164 2013年03月31日
八頭司　彰久：

経営戦略としての環境保険の研究
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

165 2013年03月31日
八木誼信:

少子高齢時代の年金制度 ―公的年金制度は崩壊するのか―
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

166 2013年03月31日

藤浦　淳:
報道と災害　―何を伝えるのか― 洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

167 2013年03月31日
上野　裕：

都市形成における地理学の課題
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要 5/、1、2013。



 年月日 56.フィールドワーク 機関名

1 2009年09月13日 トルコ共和国、ピエラポリスの人工石灰棚と温泉保養地 洞窟環境NET学会

2 2009年09月14日 トルコ共和国、バムッカレの人工石灰棚と温泉保養地 洞窟環境NET学会

3 2009年09月15日 トルコ共和国、カッパドキアのカイマフルの地下都市 洞窟環境NET学会

4 2009年09月16日 トルコ共和国、カッパドキアの洞窟教会、洞窟住居、奇岩 洞窟環境NET学会

5 2010年01月11日 野里住吉神社の樹木環境 洞窟環境NET学会

6 2010年01月16日 野里住吉神社の樹木環境 洞窟環境NET学会

7 2010年01月19日 清荒神の樹木環境と鳥居の調査 洞窟環境NET学会

8 2010年01月23日 野里住吉神社の本殿と拝殿の撮影 洞窟環境NET学会

9 2010年02月11日 なばなの里-LEDトンネルとオ－ロラ（火山噴火連想） 洞窟環境NET学会

10 2010年02月13日 野里住吉神社の鳥居の測量 洞窟環境NET学会

11 2010年02月13日 野里住吉神社の淀川戎神社の拝殿の撮影 洞窟環境NET学会

12 2010年02月20日 野里住吉神社の一夜官女の行列を撮影 洞窟環境NET学会

13 2010年03月19日 野里住吉神社の鳥居の測量 洞窟環境NET学会

14 2010年03月21日 日本最古の大宮神社や檜原神社の鳥居調査 （社）アジア協会アシア友の会

15 2010年03月22日 野里住吉神社の鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

16 2010年03月26日 野里住吉神社の鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

17 2010年04月17日 愛媛県内子市古い町並みにある鳥居の撮影 洞窟環境NET学会

18 2010年04月17日 香川県金刀比羅宮鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

19 2010年08月12日 岐阜県郡上市「大滝鍾乳洞」 洞窟環境NET学会

20 2010年09月13日 堂ヶ島マリンクルーズにて、天窓洞など神秘の「洞窟めぐり」 洞窟環境NET学会

21 2010年11月28日 紅葉の湖南三山-常楽寺、長寿寺、善水寺を訪ねて 関西大学大阪倶楽部

22 2011年01月01日 伊勢神宮の鳥居と社殿を観察 洞窟環境NET学会

23 2011年01月10日
大阪府「七福神（圓満寺、萩の寺、服部神社、瀧安寺、西江寺、

中山寺、清荒神）めぐり」
私学事業団

24 2011年03月27日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の歴史・文化遺産調査 関西大学八尾支部

25 2011年04月23日 沖本然生:　緑のカーテン講座 アジェンダ21吹田

26 2011年05月01日 西淀川区内にある８神社の社殿測量 関西大学西淀川支部

27 2011年05月03日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の写真撮影 洞窟環境NET学会

28 2011年05月14日 沖本然生:ゴーヤによるミドリのカーテン実践講座 　スポーツクラブ八幡屋　

29 2011年05月16日 沖本然生:ゴーヤづくり教室 沖本自宅オープンガーデン

30 2011年05月16日 沖本然生: 環境ワークショップ  
ＮＧＯアジア協会友の会

環境ワークショップ

31 2011年06月02日 和歌山県にある万葉集と海食洞窟の調査、神社調査 洞窟環境NET学会

32 2011年06月23日 沖本然生:楽しく過ごすみどりのカーテン Ｊ：ｃｏｍ吹田

33 2011年06月24日 沖本然生:ヒートアイランドとミドリのカーテン 　シニア自然大学校環境科

34 2011年06月27日 沖本然生:ミドリのカーテン 西吹田ロータリークラブ例会　

35 2011年06月27日 沖本然生:教室の緑のカーテン 吹田市立片山中学校 

36 2011年06月27日 沖本然生:こっこ緑のカーテン 吹田市子育てひろば



37 2011年08月23日 中国東南地方、杭州・無錫・蘇州・上海の鳥居と灯籠の調査 洞窟環境NET学会

38 2011年09月26日 八尾市立歴史民俗資料館、文化財を調査研究の資料収集 沢個人研究

39 2011年10月09日 奈良県明日香村、古墳時代後期の石舞台古墳の測量 沢個人研究

40 2011年10月09日
沖本然生:「自然を活かした快適な暮らし、植物を使ってエコ・クー

リング
花の文化園の北野明先生

シンポジューム

41 2011年10月15日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の鳥居・社殿・石灯籠測量 洞窟環境NET学会

42 2011年10月10日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の鳥居・社殿・石灯籠測量 洞窟環境NET学会

43 2011年11月04日 南河内郡太子町、聖徳太子と４天皇陵の鳥居と石灯籠の調査 洞窟環境NET学会

44 2012年01月01日 大阪市西淀川区、野里住吉神社の境内調査 洞窟環境NET学会

45 2012年01月05日 三重県伊勢市　伊勢神宮　内宮観察 洞窟環境NET学会

46 2012年01月05日 三重県伊勢市　伊勢神宮　外宮観察 洞窟環境NET学会

47 2012年02月23日 大阪府八尾市　八尾神社の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

48 2012年02月23日 大阪府八尾市　八尾天満宮の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

49 2012年02月23日 大阪府八尾市　穴太神社の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

50 2012年02月29日 京都市　北野天満宮の境内を撮影の鳥居の撮影 洞窟環境NET学会

51 2012年04月12日 沖縄県石垣島、石垣島鍾乳洞の調査 洞窟環境NET学会

52 2012年04月13日 沖縄県石垣島、石垣島水琴洞の調査 洞窟環境NET学会

53 2012年04月16日 大阪府八尾市　八尾神社の本殿と境内を撮影 関西大学校友会八尾支部

54 2012年04月16日 大阪府八尾市　八尾天満宮の本殿と境内を撮影 関西大学校友会八尾支部

55 2012年04月16日 大阪府八尾市　穴太神社の本殿と境内を撮影 関西大学校友会八尾支部

56 2012年04月16日 大阪府八尾市　許麻神社の本殿と境内を撮影 関西大学校友会八尾支部

57 2012年05月03日 大阪府八尾市　八尾天満宮の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

58 2012年05月03日 大阪府八尾市　穴太神社の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

59 2012年05月03日 大阪府八尾市　許麻神社の本殿と境内を撮影 洞窟環境NET学会

60 2012年08月23日 大阪府八尾市　常光寺、河内音頭まつり取材と撮影 洞窟環境NET学会

61 2012年08月28日 島根県出雲市、猪目洞窟の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

62 2012年08月28日 島根県出雲市、野島洞窟の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

63 2012年08月29日 島根県大田市、静之窟の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

64 2012年08月29日 島根県大田市、静間神社の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

65 2012年08月29日 島根県松江市、揖家神社の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

66 2012年08月30日 島根県邑南町、志都岩屋神社の測量と撮影、 洞窟環境NET学会

67 2012年09月02日 大阪府八尾市　八尾音頭まつりの取材と撮影 洞窟環境NET学会

68 2012年09月29日 大阪市西淀川区、西淀川区民まつりの取材と撮影 洞窟環境NET学会



69 2012年10月28日 大阪府高槻市、タチソ（高槻地下倉庫）の調査と測量と撮影 洞窟環境NET学会

70 2012年11月15日 滋賀県東近江市、百済寺の撮影、 洞窟環境NET学会

71 2012年11月15日 滋賀県東近江市、西明寺の撮影、 洞窟環境NET学会

72 2012年11月15日 滋賀県東近江市、金剛輪寺の撮影、 洞窟環境NET学会



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 『洞窟環境ＮＥ Ｔ 学会紀要』投稿要項・編集委員会規則抄              

1. 紀要の目的 

本学会の定期刊行物である紀要は、洞窟・環境・NETに関する論文、その他この分野の学術進歩、地域発展に役立つ知識、

情報を提供し、広く社会発展に寄与する目的で刊行する。 

2. 投稿の資格   

 投稿原稿の著者（連名を含む）は、本学会の会員でなければならない。ただし、編集委員会が認めた場合はこの限りで

はない。              

3. 投稿の原稿 

収録内容は、論文（原著、短報）、研究レポート（洞窟環境NET 報告を含む）、研究ノート、学術交流講演、巻頭言、

研究・学会動向、市民講座要旨、共同研究会要旨を主たるものとし、その他編集委員会が必要と認めた原稿とする。原稿

は、邦文、英文を問わない。 

4. 投稿の手続き 

表紙、要旨、本文、図、表とともに正副２部（ただし１部はコピ－でも可）を12月10日まで、事務局に提出する。 

5. 原稿用紙と書き方 

（1）原稿用紙は、横書きで、ワードプロセッサによるもので、A4版の原稿用紙を用い、９ポイントの活字を用いる。句読

点、引用符等は１字として1マスとする。原稿用紙で6枚を上限とする。 

（2）表紙には、表題、著者名、著者の所属機関を明記。表題（邦文および英文）は、行の左詰めで記載する。副題のある

場合は、その前にハイフンを入れる。著者名（ふりがな）は行の右詰めで記載する。複数著者の場合、著者名を「・」で

区切り、著者名の右肩に＊、＊＊の記号を付け、行を変えて機関名を記載する。論文の場合は、和文の表題、著者名の後

に行を変えて、英文の表題、著者名を記載（表題例1、例2）する。 

（3）英文要旨は、著者が強調したいものを含め、目的、方法、結果について要約したものとする。  

（4）キ－ワ－ドは、５つ以内にし、英文をつける。 

（5）著者校正は1回。印刷上の誤り以外の訂正は原則として認めない。 

（6）図、表、写真は別紙とする。図表等の挿入個所を本文原稿の右欄外に朱筆で指定する。 

（7）引用文献と参考文献 

本文の引用個所の右肩に小片括弧を付して番号を記入し、本文の末尾にまとめる。（表題例1、例2） 

著者名が複数の場合は"and"を用いずにすべてコンマで区切る。（表題例1、例2） 

雑誌の場合は、著者名：表題、雑誌名、巻(号)、ページ、発行年(西暦)の順に記載する。（文献例3、例4） 

単行本の場合は、編者名：書名（版数）、発行所、外国文献は発行地、発行年(西暦)の順に記載する。（文献例5） 

6. 論文審査 

   投稿された原稿については査読を行う。査読は、投稿された論文の専門分野に近い編集委員と外部査読委員とする。 

 

【表題例1】  洞窟と環境の情報教育 

鎌田 千里*・万里 小百合**・木村 久美子** 

*△▲大学教授・**(株)関西情報開発 

Information Education of Cave and Environment 
Senri KAMATA*, Sayuri MANRI** and Kumiko KIMURA** 

【表題例2】  観光洞窟に関する資源と情報分析 

澤田 亜紀*・淀川 優** 

近畿環境テクノ開発 

Resources and information analysis about Tourism Cave 
Yoshio SAWADA* and Masaru YODOGAWA** 

【文献例3】1)  大阪太郎：「地域貢献の研究」、CENS学会誌、16(3) /、112-119、1994。 

【文献例4】2)  B. Inoue・Y. Hasegawa：”Multileveled Caves and Landscape Evolution”, CENS, 77/, 1-30, 2000. 

【文献例5】3)  西淀次郎：「情報化社会の経済活性化試論」、CENS出版部、100-110、1993。 

 

 



　　　　

貴団体の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

フリガナ
Kana letters

氏　　名
Name
ローマ字

Roman letters
Family （Middle） 年齢Age

歳years
生年月日

Birth date
生年mon 月/ｄ 日/yr

フリガナ
Kana letters 所属部署（Branch or faculty）

勤務先名称
Affiliation
フリガナ

Kana letters
〒 都道府県

フリガナ
Kana letters

〒 都道府県

自宅電話
Home phone FAX

携帯電話
Cellular phone E-mail

学部
年mon 月/d 日/yr

専門（修士）
Master course

年mon 月/d 日/yr

専門（博士）
Docter course

年mon 月/d 日/yr

学位Doctorate
専門分野
Specialty

連絡先
Send  mails to

資格
Qualification

申請者氏名
（Applicant） ㊞signature

㊞signature

この用紙をA4版に拡大コピーして、提出してください。

送付先：〒555-0024 大阪市西淀川区野里一丁目16-23 受　理 承　認 備　考

　　　　特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会（CENS）事務局

First

大学院

Graduate School

学　歴 Academic background

自宅住所
Home address

大学
University
大学院
Graduate School

卒業・修了Completed on

HPアドレスaddress

HPアドレスaddress

学会事務用（       年   月   日受付）

        (      )         (      )

        (      )

Supporting member
個人・団体　(いずれかを選択) 

Individual or Organization

         年　　月　　日（     mon　    /ｄ　   　/ｙr）

推　薦　状　Recommendation

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

私は　　　　　       さんを会員として推薦します。                         Can be recommended as an member of CENS.

入会・継続・退会　申請書　Application（いずれかに○をしてください）

         年　　月　　日（   mon      /ｄ　   　/ｙr）

事務局記入欄

推薦人
（Recommendation people）

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)

Name of member　Cave Environmental NET Society (CENS)

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)会員 登録カード

希望会員
Member type

Non-profit organization  Cave Environmental NET Society(CENS) Membership Card

㊞ 性別Sex（男male or 女female）

正会員 賛助会員

私は会員として申請します。また、年度末までに更新手続きを行わない場合には貴会を退会いたします。I apply as CEN member. I will
withdraw from CENS, If I will not performing updating procedure until the end of a fiscal year.

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

所属機関Office・自宅Home

公開不可はチェック Mark when not open in member list

Regular member

勤務先住所
Office address
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