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ABSTRACT 
Iwaya Shrine is enshrined in Awajishima with Kuni-umi. Foundation faces the Iwaya beach of the 

spring equinox, the autumnal equinox. Iwaya Shrine can watch the sunrise to rise from the center 
of the torii. On the ceiling of the main shrine, there is a direction magnet expressing the 
sexagenary cycle having only three in Awaji. The latitude includes Sumiyoshi-Taisha, 
Mt.shigisan and Horyuji-Temple on the east side of Iwaya shrine and the same line. 

Worshipped Gods is three of them of Kunitokotachi-no-Mikoto, zanagi-no-Mikoto and Izanami 
-no-Mikoto. Enshrined Gods is unknown, according to a survey and compare with Ebisu Shrine 
associated with it and is the oldest shrine in Awaji-Island.  

Iwaya Shrine is enshrined in Mt.Santai-San of 10th (Emperor Sujin 97-30 years ago). Iwaya 
Shrine is 11th (Emperor Suinin: 29 before-after '70) was called Iwaya-Moujin of age. 1510 of the 
Sengoku period, before entering the Kyoto Ōuchi Yoshitaka has embraced the Ashikaga Yoshitane 
General, in order to advance the military Iwaya, to build a castle in Mt.Santai-San, was transferred 
to the shrine to location. In 1610, Ikeda Terumasa is the territory the Awaji Island, I revived the 
shrine. In 1796, Hachisuka Clan of the feudal lord went and worshiped familiarly.Iwaya Shrine is 
raised to a Gosha Shrine in February, 1873. Iwaya Shrine of Akashi-city on the opposite 
shore of Awaji-Island, Reportedly to be the alter ego of Iwaya Shrine in Awaji-Island. 

Massha is 5 companies (Yaoyorozu shrine, Inari Shrine, Ebisu Shrine, Iwakusu Shrine, Atago 
Shrine). Torii is five engines (before Yaoyorozu, Inari, Ebisu and Iwakusu Shrine). Tourou is four 
engines (before main shrine, front shrine, Yaoyorozu Shrine, Ebisu Shrine). 
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1．はじめに 

本研究は、地域の歴史と文化を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は、兵庫県

淡路市にある石屋神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2013)報告の一部である。石屋神社の鎮座地は、

〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋 799 である。交通経路は、車で神戸淡路鳴門自動車道を通り、淡路島 IC を出て、国

道 28 号の経由で約 3 分、岩屋港から徒歩で約 5 分である。位置の経緯度は 34°35'11.75"N と 135°01'19.00"E。標

高は 16m である。 

 

 

図 1-1.淡路島にある主な神社緯度 図 1-2. 石屋神社から島根の神社は西北の方向 

 

図 1-1.淡路島にある主な神社の中で、東経と北緯との関係を表示した。石屋神社は東経 135 度と北緯 34 度 35 分であるか

らみると、東側に離れている。図 1-2 は、石屋神社から島根の神社は西北の方向である。 

 

図 1-3.淡路島にある主な神社と北緯との関係 図 1-4.淡路島にある主な神社緯度（図 1-1 を拡大） 
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図 1-3 は、石屋神社と白凝神社の北緯は、淡路島にある主な神社の中で最北端と最南端にある。その差は、0 度 25 分であ

る 

図 1-4 は、淡路島にある主な神社の中で、東経と北緯との関係を表示した。その結果、東経 134 度 05 分の近くに分布して

いる。石屋神社は、淡路島にある主な神社とは離れ、神戸淡路鳴門自動車道の車では、淡路島 IC を出て国道 28 号の経由

で、車で約 3 分で、岩屋港から徒歩で約 5 分である。 

石屋神社の詳細概要は、次のとおりである。1.主祭神は、國常立尊（くにとこたい-の-みこと）、伊弉諾尊（いざなぎ-

の-みこと）、伊弉冉尊（いざなみ-の-みこと） 。『神社総社記』月読尊（つきよみ-の-みこと）。2.神社創建は、創建は

不詳。絵島明神、岩屋明神とも呼ばれた。元来、現在地の 300m ほど北にある三対山（城山）にあった。築城のあおりを

受けて現地に遷座。3.勧請神は、この岩屋の対岸、明石市材木町に岩屋神社が鎮座、当社が波の浸食で海中に没し

ようとしていたので、淡路まで迎えに来て勧請。明石市に鎮座する岩屋神社は当神社から勧請した伝説。4.延喜式は、

延喜式内社とは、式内社（しきないしゃ）、式社（しきしゃ）ともいう。5.社格は、旧社格 延喜式 小社、 郷社。6.例祭は、

浦祈祷(魚祭)は 3 月第 2（日曜日）、春季大祭（例祭）は 5 月第 2（日曜日）、秋季大祭は、9 月第 2（日曜日）。7.宮司は、

玉井 文子(女性)。8.本殿は、春日造、檜皮葺。9.拝殿は、横に長い割拝殿。 

10.末社は、八百万神社、稲荷神社、恵比須神社、岩楠神社、愛宕神社の5社。11.鳥居は、正面鳥居、八百万鳥居、

稲荷鳥居、恵比須鳥居、岩楠鳥居の 5 基。12.神門は、道路に面した侍長屋形式の門守殿。13.灯籠は、本殿、拝殿、

八百万、恵比須の 5 基である。 

えびすは日本の神で、現在では七福神の一員として日本古来の唯一（その他はインドや中国由来）の福の神である。

古くから漁業の神でもあり、後に留守神とされた。夷、戎、胡、蛭子、”蝦夷”、恵比須、恵比寿、恵美須などとも表記し、

えびっさん、えべっさん、おべっさんなどとも呼称される。えびすはえびす神社にて祀られる。 

我々は、そうした歴史背景を抑えつつ石屋神社の社殿・拝殿、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も調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定

づけた舞台としての石屋神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

 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そう多くはない。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。 

調査団は、さらに、兵庫県淡路島にある神社と他の神社の鳥居測量値との比較検討を行った。その結果、筆者らは

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。今回は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。国際化時代に相応

すべく、神社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏め

ている。 

2．石屋神社の資料と由来と現在 

2-1.岩樟神社の由来和文 

岩屋にある恵比須神社を通り抜けていくと、奥に岩楠神社がある。岩樟神社の祭神は伊弉諾尊、伊弉冉尊と

蛭子命の三柱である。日本の神話の中で、蛭子命は、40 歳である父の伊弉諾尊と 31 歳である母の伊弉冉尊の

間に生まれた。洞窟の中で、昼間に生まれた第 1 子であるとされる。洞窟は、高さ 10 数 m の砂岩壁の中にある。

堆積した砂岩の中にある岩楠神社は、その洞窟の奥の側に祭られている。現在の洞窟の規模は、間口 1m38cm、

奥行 6.76m、高さ 3.45m である。洞窟を構成している岩質は、第三紀層（2,303～258 万年前)の最も新しい砂岩質

で、別して削剥しやすい。  

この洞窟の床面は、大文字の Y 字タイプに似ている。洞窟は、昔の風習から、現在でも古びた祭器や神体を納

受けする場所になっていた。蛭子命である事代主命は、一般には「エビスさん」の名で親しまれ商売繁盛の神で

ある。「西宮のエビスさん」の本家は、淡路市の岩屋であるという説がある。 

 

2-2. 岩樟神社の由来英文 

As you pass through the Ebisu Shrine in Iwaya, there is Iwakusu Jinja in the back. Worshipped 
Gods of Iwakusu Jinja is a triad of Hiruko-Mikoto, Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto. 
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Hiruko- Mikoto which is God appearing in the Japanese myth is the first child born in Cave in Isa 
shrine of Tukuba in Izanagi-no-Mikoto of mother who is Izanami-no-Mikoto of father who is 40 years 
old, 31 years old in the day. There is cave in a sandstone-wall of number of height 10 m. Iwakusu 
Jinja found in the deposited sandstone is enshrined on the side of the back of the cave. Once upon a 
time, Cave scale that is enshrined is the depth of 52m, at present, frontage 1m38cm, depth 6.76m, is 
a 3.45m height. The rock-like character constituting a cave is newest greywacke of Neogene period 
(2,303 to 258 million years ago) and I do distinction and am easy to do erosion. 

The floor of this cave is like a capital letter resembling Y-character type. The cave became the place 
to put old ritualistic implements and object of worship in from old manners and customs now. 
Kotoshironushi-no-Mikoto with Hiruko-Mikoto is the God of Business prosperity is loved in the name 
of "Ebessan" generally. The originator of "Ebisu of Nishinomiya" has an opinion to be Iwaya of 
Awaji-shi. 
 

2-3.石屋神社の和文由来と現在 

主祭神は、国常立尊、伊弉諾尊と伊弉冉尊の三柱である。神社創建は不明で、関連する恵比須神社との調査・比較

によると、淡路島では最も古い神社である。石屋神社は、石屋の氏神で、天地大明神といわれて町の人の崇敬が厚

い。 

石屋神社は、第 10 代崇神天皇（前 97－30 年）時代の三対山に鎮座された。石屋神社は、第 11 代垂仁天皇（前 29

－後 70 年）時代の石屋明神と呼ばれた。神功皇后が皇紀 860(201)年、三韓征伐の際、風波を避けるため垂水の浜か

ら岩屋に渡られ、三対山上の神社に戦勝祈願され、凱旋の時に参拝されたと伝えられている｡ そして、凱旋の報告を

石屋神社に参拝されたと伝えられている｡長寛元（1163）年、第 78 代二条天皇は、「天地大明神」と勅定せられ神階を

昇叙し神供田を寄進せられる。 

戦国時代の永正 07（1510）年、大内義興が足利義植将軍を奉じて京都へ入る前に、岩屋に軍を進め、三対山に城を

築くため、現在地に社殿を遷座した。慶長 15（1610）年、池田輝正が淡路を領地とし、社殿を再興した。慶長 15（1610）

年、池田輝正が淡路を領地とし、社殿を再興した。寛政 08（1796）年、領主の蜂須賀侯が、親しく参拝した。明治 06

（1873）年 2 月に郷社に列せられる。淡路島の対岸にある明石市の岩屋神社は、淡路島にある石屋神社の分身である

と伝えられる。 

末社は5社（八百万神社、稲荷神社、恵比須神社、岩楠神社、愛宕神社）である。鳥居は5基（正面鳥居、八百万鳥

居、稲荷鳥居、恵比須鳥居、岩楠鳥居）である。灯籠は 4 基（本殿、拝殿、八百万神社、恵比須神社）4 基である。 

 

表 2-1.兵庫県淡路市、石屋（イワヤ）神社の日文詳細資料 

1 主祭神 
國常立尊（苦にと子体の未こと）、伊弉諾尊（いざなぎのみこと）、伊弉冉尊（いざなみのみこ

と） 。『神社総社記』月読尊（） 

2 神社創建 
創建は不詳。 絵島明神、岩屋明神とも呼ばれた。元来、現在地の 300m ほど北にある三対山

（城山）にあった。築城のあおりを受けて現地に遷座。 

3 勧請神 
この岩屋の対岸、明石市材木町に岩屋神社が鎮座、当社が波の浸食で海中に没しようとしてい

たので、淡路まで迎えに来て勧請。明石市に鎮座する岩屋神社は当神社から勧請した伝説。 

4 延喜式 延喜式内社とは、式内社（しきないしゃ）、式社（しきしゃ）ともいう。 
5 社 格 旧社格 延喜式 小社、 郷社。 

6 例 祭 
浦祈祷(魚祭)は 3 月第 2（日曜日）、春季大祭（例祭）は 5 月第 2（日曜日）、秋季大祭は、

9 月第 2（日曜日）。 

7 宮 司 玉井 文子(女性) 

8 鎮座地 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋 799。 

9 交通手段 
神戸淡路鳴門自動車道、淡路島 IC を出て国道 28 号の経由で車で約 3 分。 

岩屋港から徒歩で約 5 分。 

10 位 置 経緯度: 34°35'11.75"N と 135°01'19.00"E 

11 標 高 16m 
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12 電話・FAX TEL：0799-72-3155  

13 本 殿 春日造、規模は間口 4.38m・奥行 6.05m・高さ 8.40・面積 6.66 平方 m である。 

14 拝 殿 入母屋造、規模は間口 14.50m・奥行 7.30m・高さ 8.40・面積 105.85 平方 m である。 

15 末 社 八百万神社、稲荷神社、恵比須神社、岩楠神社、愛宕神社の 5 社 

16 鳥 居 正面鳥居、八百万鳥居、稲荷鳥居、恵比須鳥居、岩楠鳥居の 5 基 

17 灯 籠 本殿、拝殿、八百万、恵比須の 5 基 

18 神 門 道路に面した侍長屋形式の門守殿 

19 周辺情報 淡路島の岩屋界隈のパワースポット、スピリチュアルスポットとして有名。 絵島、岩樟神社、大和

島 

20
その他 1 

鎮座は春分・秋分の岩屋海水浴場に面する。日には、社殿で鳥居の中央から昇る日の出を見

ることが出来る。本殿の天井には淡路に 3 つしかない、干支を表す方位磁石がある。 

21 その他 2 

国生み神話のある淡路島に鎮座する。 

岩屋と言う地名自体が神様を示唆する。 

名勝地の絵島は、神様の島として頂上に絵島大明神=石屋神社であった。 

緯度は当神社の東側同一線上に、住吉大社-信貴山-法隆寺等がある。 

 

2-4.石屋神社の英文由来と現在  

Worshipped Gods is three of them of Kunitokotachi-no-Mikoto, izanagi-no-Mikoto and Izanami-no- 
Mikoto. Enshrined Gods is unknown, according to a survey and compare with Ebisu Shrine 
associated with it and is the oldest shrine in Awaji-Island. The Iwaya Shrine, in the patron saint of 
Iaya, Adoration of the people of the town is thick and is said to Tenchi-Dai-Myoujin. 

Iwaya Shrine is enshrined in Mt.Santai-San of 10th (Emperor Sujin 97-30 years ago). Iwaya 
Shrine is 11th (Emperor Suinin: 29 before-after '70) was called Iwaya-Moujin of age. Empress Jingū: 
201 years, in the case of The Three Han States conquest, it is falling into the cavern from the beach 
"tarumi" to avoid the wind and waves, it is prayer for victory to the shrine of Mt.Santai-San on. 
And, in Empress Jingū, the report of the triumphant return is conveyed when gone and worshiped at 
Iwaya Shrine. In 1163, 78th Emperor Nijō is brought Xing "Zinguden" by the Shinkai Shojo is 
constant Serra encyclical as "Tenchi-Dai-Myoujin". 

1510 of the Sengoku period, before entering the Kyoto Ōuchi Yoshitaka has embraced the 
Ashikaga Yoshitane General, in order to advance the military Iwaya, to build a castle in 
Mt.Santai-San, was transferred to the shrine to location. In 1610, Ikeda Terumasa is the territory 
the Awaji Island, I revived the shrine. In 1796, Hachisuka Clan of the feudal lord went and 
worshiped familiarly.Iwaya Shrine is raised to a Gosha Shrine in February, 1873. Iwaya 
Shrine of Akashi-city on the opposite shore of Awaji-Island, Reportedly to be the alter ego 
of Iwaya Shrine in Awaji-Island. 

Massha is 5 companies (Yaoyorozu shrine, Inari Shrine, Ebisu Shrine, Iwakusu Shrine, Atago 
Shrine). Torii is five engines (before Yaoyorozu, Inari, Ebisu and Iwakusu Shrine). Tourou is four 
engines (before main shrine, front shrine, Yaoyorozu Shrine, Ebisu Shrine). 

 

表 2-2.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（英文） 

1 Worshipped 

Gods  Kunitokotachi-no-Mikoto, zanagi-no-Mikoto and Izanami-no- Mikoto. 

2 Foundation 

The foundation was unknown and was called Ejima Myojin, Iwaya Myojin. 
Originally, Iwaya Shrine boiled Mt.Santai-San (Shiroyama) in approximately 
300m north of the present location. Iwaya Shrine caught the blast of the 
construction of a castle and moved it to the field. The Iwaya shrine, was 
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transferred to the local fallen victim of the castle. 

3 Enshrined 
Gods 

①Iwaya Shrine moved to Zaimokucho, Akashi-shi in the opposite bank of this 
Iwaya. ②Because Iwaya Shrine was going to die by the erosion of the wave 
underwater, I came to pick me up to Awaji and moved it. ③The Iwaya Shinto 
shrine enshrined in Akashi-shi has the legend that I called for from our 
Shinto shrine. 

4 Engi 
Formula Engi formula Shikinaisha＝Shikinaisha＝Shikisha。 

5 Shrine 
Ranking Old Shakaku Engi formula、Gosha（village shrine） 

6 Annual 
Festival 

Ura prayer (fish festival) is the second Sunday, March.  
(Annual festival) is the second Sunday in May Spring Festival.  
Autumn festival is the second Sunday in September. ) 

7 Chief 
Priest Humiko TAMAI (Woman) 

8 Site 〒656-2401. 799, Iwaya, Awaji-shi, Hyogo 

9 Access 
The car of Kobe Awaji Naruto motorway, via National Highway No.28, about 
a 3-minute drive out of the Awaji Island IC. It is approximately five minutes on 
foot from the Iwaya Port. 

10 Latitude 34°35'11.75"N, 135°01'19.00"E 

11 Altitude 16m 

12 TEL・FAX TEL：0799-72-3155 

13 
Main  

Shrine 
Kasuga-zukuri. The scale is a frontage: 4.38m, depth: 6.05m, height: 8.40m, 
an area: It is 6.66 square m. 

14 
Front 

Shrine  
Irimoya-zukuri.  The scale is a frontage: 14.50m, depth: 7.30m, height: 
8.40m, an area: It is 105.85 square m. 

15 Keidai 
Massha 

5 companies (Yaoyorozu Shrine, Inari Shrine, Ebisu Shrine, Iwakusu Shrine 
and Atago Shrine) 

16 Torii 5 engines (before Yaoyorozu, Inari, Ebisu and Iwakusu Shrine) 
17 Tourou 4 engines (before main shrine, front shrine, Yaoyorozu Shrine, Ebisu Shrine)

18 Shrine gate Dear Professor the gatekeeping of the samurai tenement house form facing the 

19 
Neighboring 
Information 

Iwaya Shrine is famous as a power spot of the Iwaya neighborhood and a 
spiritual spot in Awaji Island. Ezima、Iwakusu Shrine、Yamato 

20 
Others  

1 

①Iwaya Shrine faces the Iwaya beach of the spring equinox, the autumnal 
equinox.②In the main shrine of Iwaya Shrine, I can watch the sunrise to rise 
from the center of the torii.③There is a direction magnet expressing the 
sexagenary cycle that Awaji has only three on the ceiling of the main shrine. 

21 
Others 

 2 
 

①Iwaya Shrine is enshrined in Awajishima with the country bearing a child 
myth.②Place name in itself called Iwaya suggests God. ③Ejima of the 
excellent scenic spot was Ejima-Daimyouzin=Iwaya Shrine in the top 
as an island. 

④The latitude of Iwaya Shrine includes Sumiyoshitaisha-Shigisan- 
Hōryūji on the east side equivalence line of our Shinto shrine. 

 

－ 38－



 

 

2-5.石屋神社の韓文由来と現在 
 모시는 신은, 쿠니고토타이노 미코토，이자나기노 미코토，이자나미노 미코토이의 세 신이다. 

신사창건은 불분명하나，관련되는 에비스 신사의 조사와 비교에 따르면, 아와지 섬에서 가장 오래된 

신사이다. 이와야 신사는 이와야의 조상신으로 천지대명신으로 불리워져 마을사람들의 숭배가 

두터웠다. 

 이와야신사는 제 10 대 수진천황 (전 97-30 년) 시대의 삼대산에 진좌되었다. 이와야 신사는 제 11 대 

수이닌천황 (전 29 - 후 70 년) 시대의 이와야명신으로 불렸다. 진구황후 코우기 860 (201) 년 삼한정벌때, 

풍파를 피하기위해 타루미의 바닷가 동굴로 피해 삼대산상의 신사에 전승을 기원하고 개선하여 참배한 것으로 

알려지고 있다. 그리고, 승리의 보고를 하고 이와야 신사에 참배한 것으로 알려지고 있다. 쵸관 원년 (1163) 

제 78 대 니죠천황은 "천지대명신"이라고 정하고 신격을 증서한후 전답을 하사했다. 

 전국시대의 에이쇼 07 (1510) 년, 오우치요시오키가 아시카가 요시타네 장군을 받들어 교토에 들어가기전에, 

이와야에 군대를 보내 삼대산에 성을 구축하기 위해 현재의 위치에 신전을 천좌했다. 게이쵸 15 (1610) 년 

이케다테루마사가 아와야를 영지로 신전을 재건했다. 게이쵸 15 (1610) 년 이케다 테루마사가 아와지를 영지로 

신전을 재건했다. 간세이 08 (1796) 년 영주인 하치수카후가 친히 참배했다. 메이지 06 (1873) 년 2 월에 

향사로 인정되었다. 아와지섬의 맞은편 해안에 있는 아카시시의 이와야신사는 아와지섬에 있는 이와야 신사의 

분신인 것으로 전해진다. 

 말사는 5 개의 신사 (팔백만신사, 이나리신사, 에비스신사, 이와쿠스신사, 아타고신사)이다. 도리이는 5 개 

(정면도리이, 팔백만도리이, 이나리도리이, 에비스도리이, 이와쿠스도리이)이다. 등불은 4 개 (본전, 배전, 

팔백만신사, 에비스신사) 4 기이다. 

 

表 2-3.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 
쿠니코코타이노 미코토、 이자나기노 미코토，이자나미노 

미코토。『신사총사기』쯔쿠요미노 미코토 

2 신사창건 

창건은 불명。에지마명인、이와야명신이라고도 

불리웠다。원래、현재위치의 300m 정도 북쪽에 있는 삼대산（성산）에 

있었다。축성된 후 건물이 흔들려 현지로 옮김。 

3 권청신 

이 이와야와 대면하고 있는、아카시시 자이모쿠쵸에 이와야 신사가 진좌、당사가 

파도의 침식으로 바다 가운데로 침몰하려 하여、아와지까지 마중나와 

권청。아카시시에 진좌한 이와야 신사는 당 신사에서 권청했다는 전설。 

4 연희식 연희시키나이샤는、시키나이샤、시키샤라고도 불리움。 

5 사  격 구사격 연희식 소사、 향사。 

6 열  제 
포기도는 3 월 제 2（일요일）、춘추대제（열제）는 5 월 

제 2 일요일）、춘추대제는、9 월 제 2（일요일）。 

7 궁   사 타마이후미코(여성) 

8 진좌지 〒656-2401 효고현 아와지시 이와야 799。 

9 교통수단 
고베아와지 나루토 자동차도로、아와지시마 IC 를 나와서 국도 28 호를 경유하여 

자동차로 약 3 분。이와야 항에서 도보로 약 5 분。 

10 위   치 경위도: 34°35'11.75"N と 135°01'19.00"E。표고：16m 

11 전화・FAX TEL：0799-72-3155  

12 본   전 카스가축조술、규모는 폭 4.38m・길이 6.05m・높이 8.40・면적 6.66 평방ｍ。 

13 배   전 이리모야 축조술、규모는 폭 14.50m・길이 7.30m・높이 8.40・면적 105.85 평방ｍ。 

14 말   전 팔백만신사、이나리신사、에비스신사、이와쿠스신사、아타고신사의 ５신사 

15 도리이 정면도리이、팔백만도리이、이나리도리이、에비스도리이、이와쿠스 도리이의 ５기 

16 석등롱 본전、배전、팔백만、에비스의 ５기 

17 신  문 도로에 면한 사무라이 연립주택형식의 문수전 
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18 
주변정보 

아와지시마의 이와야 경계의 파워스포트、영적 스포트로 

유명。에시마、이와쿠스신사、야마토섬 

19

그 외 1 

진좌는 춘분・추분의 이와야 해수욕장에 면하고 있다。일출은、사전에서 도리이의 

중앙에서 오르는 해오름을 볼 수 있다. 본전의 천장에는 아와지에 3 개 밖에 

없는、12 간지를 표시하는 방위 자석이 있다。 

20 그 외 2 

건국신화에 있는 아와지시마에 진좌되어 있다。이와야라고 불리는 지명 자체가 

신을 시사한다。명승지의 에시마는、신의 섬으로서 정상에 시마대명신=이와야 

신사였다。 위도는 당 신사의 동쪽 일선상에、스미요시대사-신귀산-법릉사등이 

있다。 

 

2-6.石屋神社の中文由来と現在 

主祭神为国常立尊、伊装诺尊及伊装冉尊三座神。神社创建不详，据调查、比较相关的惠比须神社，该神社

为淡路岛最古老的神社。石屋神社所祭之神为石屋的氏神，被称为天地大明神，街上的人们对其崇敬非常深厚。 
石屋神社于第 10 代天皇崇神天皇（公元前 97－30 年）时期坐落于三对山。石屋神社在第 11 代天皇垂仁天

皇（公元前 29－公元 70 年）时期被称为石屋明神。据传，神功皇后于皇纪 860(201)年征伐三韩之际，为了躲

避风波，从垂水之滨横渡至岩屋，在三对山上的神社进行了战胜祈愿，凯旋时进行了参拜，并在石屋神社报告了

凯旋。长宽元年（1163 年），第 78 代天皇二条天皇钦定为“天地大明神”，升级其神级，并捐赠了神供田。 
战国时代的永正 7 年（1510 年），大内义兴在侍奉足利义植将军进入京都之前进军岩屋，为了在三对山建设

城堡而将神殿迁至现在之地。庆长 15 年（1610 年），池田辉正将淡路作为领地，重建了神殿。宽政 8 年（1796
年）领主蜂须贺侯亲自进行了参拜。明治 6 年（1873 年）2 月被列为乡社。据传，位于淡路岛对岸的明石市岩

屋神社为淡路岛石屋神社的分身。 
分神社为五个神社（八百万神社、稻荷神社、惠比须神社、岩楠神社及爱宕神社）。鸟居为 5 座（正面鸟居、

八百万鸟居、稻荷鸟居、惠比须鸟居及岩楠鸟居）。灯笼有 4 个（正殿、拜殿、八百万神社、惠比须神社）。 

 

表 2-4.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 国常立尊，伊装诺尊，伊装冉尊 。《神社总社记》月读尊。 

2 神社创建 
创建不详。亦被称为绘岛明神、岩屋明神。原位于距现在地约 300 米以北的三对山（城山）。

为了建城堡而迁至现在之地。 

3 劝请神 
岩屋神社坐落于此岩屋的对岸——明石市材木町。由于该神社因受到海浪的侵蚀而有可能

没入海中，故至淡路迎来劝请神。据传，坐落于明石市的岩屋神社为从此神社所劝请。 
4 延喜式 延喜式内社亦被称为式内社或式社。 
5 神社等级 原神社等级为延喜式小社、乡社。 

6 定期祭祀 
浦祈祷(鱼祭)：3 月第 2 个星期日；春季大祭（定期祭祀）：5 月第 2 个星期日；秋季大祭：

9 月第 2 个星期日。 
7 宫  司 玉井文子(女性) 
8 供奉地 邮编：656-2401，兵库县淡路市岩屋 799。 

9 交  通 
神戸淡路鸣门公路，出淡路岛 IC，经由国道 28 号，乘车约 3 分钟。 
从岩屋港步行约 5 分钟。 

10 位  置 经纬度：北纬 34°35'11.75"，东经 135°01'19.00"。标高：16 米。 
11 电话、传真 电话：0799-72-3155  
12 正  殿 春日造，规模为横宽 4.38 米，进深 6.05 米，高 8.40 米，面积为 6.66 平方米。。 
13 拜  殿 入母屋造，规模为横宽 14.50 米，进深 7.30 米，高 8.40 米，面积为 105.85 平方米。 
14 分神社 八百万神社、稻荷神社、惠比须神社、岩楠神社及爱宕神社，共５个神社。 
15 鸟  居 正面鸟居、八百万鸟居、稻荷鸟居、惠比须鸟居及岩楠鸟居，共５座。 
16 灯  笼 正殿、拜殿、八百万及惠比须的５座。 
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17 神  门 面向公路的侍长屋形式的门守殿。 
18 周边信息 作为淡路岛岩屋界隈的能量景点、心灵景点而有名。绘岛，岩樟神社，大和岛。 
19

其他-1 供奉之神面向春分、秋分的岩屋海水浴场。晴天可在神殿看到太阳从鸟居中央升起。在正

殿的天棚，有淡路只有 3 个，表示干支的方位磁石。 

20 其他-2 
坐落于具有国家诞生神话的淡路岛。岩屋这一地名本身即暗示神。 
名胜之地绘岛作为神之岛，其顶峰曾供奉有绘岛大明神（=石屋神社）。 
在此神社的同一纬度线的东侧，有住吉大社、信贵山及法隆寺等。 

 

3．石屋神社の社殿 

3-1.石屋神社の社殿の写真 

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（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.石屋神社の社殿全景 写真 3-2.石屋神社の拝殿 写真 3-3.石屋神社の拝殿額束 

 

社殿に関する由来は、永正 7（1510）年、大内義興（よしおき）が将軍足利義植（よしたね）を奉して、京都へ入ろうとした時

に岩屋に軍を進め、三対山(ｻﾝﾀｲｻﾝ)に城を築くため現在の地に社殿を遷座した。長寛元（1163）年、「天地大明神」と勅定

せられた神階。第83代土御門天皇（為仁1196-1231or1198-1210年）の御代大内義興将軍義植を奉じて京都に入らんとし、

当地に 軍を進め三対山に岩屋城を築きし時、当神社を海浜なる今の地に遷座せり、池田氏、淡路を領せし際社殿を再興。

慶長 15（1610）年、淡路を加封された池田輝正。寛政 8（1796）年、領主の蜂須賀候が、社殿を再興した。石屋神社におけ

る本殿は春日造、規模は、間口：1.10m・奥行：6.05m・高さ：8.40m と面積：6.66 平方 m である。 

石屋神社は、岩屋海水浴場のある道路に面して、入口の鳥居を通って、長い侍長屋形式の門守殿から出入りできる。社

殿外観である門守殿から入った場所から撮影しいたのが写真 3-1 である。さらに、階段を上ると素晴しい神社の拝殿が写真

3-2 のように東向きに鎮座。東向きに鎮座した拝殿には、小野道風の書の天地大明神の額束が見られる（写真 3-3）。 
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写真 3-4.石屋神社の拝殿内部 写真 3-5.石屋神社の拝殿内部 写真 3-6.拝殿内部、干支の方角板 

 

石屋神社の本殿周囲は、周りを板で覆われているが、内部は拝殿の入り口から拝観できる仕組みである（写真 3-4 と写真

3-5）。写真 3-6 は、石屋神社の拝殿内部にある干支の方角板がある。鰹木は見られなかった。2 本である。本殿・幣殿・拝

殿は連結され古い建築構造であるは、壮観な建築物で参拝者の心を豊かにしてくれると痛感した。神社の名称は、天

地大明神とも・岩屋明神・絵島明神とも呼ばれた。 

 

3-2.石屋神社の本殿・拝殿・末社の規模 
表 3-1 は、石屋神社の本殿・拝殿・末社（m）と面積（平方 m）を表示した。石屋神社における拝殿は入母屋造であ

り、規模は間口：14.50m・奥行：7.30m・高さ：8.40m と面積 105.85 平方 m である。末社は、稲荷神社、八百万神社、

恵比須（戎）神社、岩楠神社、愛宕神社の 5 社である。岩楠神社は砂岩洞窟であるから表には入れられないのである。

愛宕神社の規模は、極めて小さいため省略した。ゆえに、本殿の周辺にある稲荷神社と八百万神社、さらに、洞窟の

周辺にある恵比須（戎）神社の本殿と拝殿について比較を行った。 

 

表 3-1.石屋神社の本殿・拝殿・末社（m）と面積（平方 m） 

 

 

本殿における、間口の最大値：14.50m、平均値：6.41m と最小値：1.10m である、奥行きの最大値：8.12m、平均値：

5.75m と最小値：3.23m で、高さの最大値：8.40m、平均値：6.85m と最小値：4.12m で、面積の最大値：105.85 平方メ－

トル、平均値：42.97 平方メ－トルと最小値：6.66 平方メ－トルである(表 3-1)。 

 

 

図 3-1.石屋神社の本殿・拝殿・末社の規模 図 3-2.石屋神社の本殿・拝殿・末社の面積 
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図 3-1 では、石屋神社の拝殿の規模は、本殿（奥の建築物）より大きくい。末社である戎神社の拝殿は、多の末社より第で

ある。図 3-2 では、拝殿の面積 105.85 平方メ－トルは、本殿の面積 26.50 平方メ－トルより 4 倍も大きい。末社である戎神

社の拝殿 52.78 平方メ－トルは、稲荷神社 7.04 平方メ－トルの末社より 7.5 倍も大である。 

 

3-3.石屋神社の末社の写真と考察 

神社格式のランキングは、本社＞摂社（せっしゃ）＞末社（まっしゃ）の順である。摂末社（せつまつしゃ）とは、規定は特

にないが摂社と末社と併せた呼称で、その神社の管理に属する。摂社は、神社の祭神と縁故の深い神を祀った神社で

ある。境内摂社は、境内社（本社の境内にある）、境外社（境外に独立の敷地を持つ）。末社とは、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る小規模な神社である。 

 

 
  

写真 3-7.八百萬神社の拝殿と灯籠 写真 3-8.稻荷神社の拝殿 写真 3-9.祖霊社の正面 

 

写真 3-7 は、拝殿の右側から階段を上ると八百萬神社の拝殿と灯籠が見られる。写真 3-8 は、拝殿の左側から行くと稲荷

神社の拝殿が見られる。写真 3-9 は、本殿の正面の左側にある祖霊社である。 

 

 

写真 2-10.愛宕神社の拝殿 写真 2-11.恵比須神社の拝殿 写真 2-12.恵比須神社の拝殿内部 

 

洞窟付近にある神社として、写真 2-10 は.愛宕神社の拝殿である。写真 2-11 は、恵比須神社の拝殿である。写真 2-12

は、恵比須神社の拝殿内部である。 

 

4.石屋神社の鳥居測量と写真と数値解析 

4-1.石屋神社の鳥居の写真 

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)に区分できる。神明系鳥居は次の 4 タイプがある。石屋神社の鳥居には、明神系の明神と稲荷鳥居とがある。 
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写真 4-1.石屋神社の正面鳥居 写真 4-2.正面鳥居額束 写真 4-3.石屋神社の稲荷神社の鳥居 

 

写真 4-1 は石屋神社の正面鳥居で素晴しい階段からなっている。写真 4-2 は格調高い正面鳥居の額束である。写真 4-3

は石屋神社の稲荷神社の鳥居で、奥には社殿が鎮座している。 

 

  

写真 4-4.稲荷神社の鳥居額束 写真 4-5.石屋神社の八百萬神社の鳥居 写真 4-6.八百萬神社鳥居額束 

 

写真 4-4 は稲荷神社の素晴しい鳥居の額束である。写真 4-5 は石屋神社の 60 余の神が集合している八百萬神社の鳥

居である。写真 4-6 は八百萬神社の鳥居額束で、額束は写真 4-5 を拡大した写真である。 

 

 

 

写真 4-7.恵比須神社の鳥居〈道路より〉 写真 4-8.恵比須神社の鳥居 写真 4-9.恵比須神社の鳥居額束

 

写真 4-7 と写真 4-8 は観光バスの道路から見られる恵比須神社の鳥居である。写真 4-9 は、恵比須神社の鳥居の金文字
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色額束である。 

 

  

写真 4-10.岩樟神社の鳥居(奥は洞窟) 写真 4-11.岩樟神社の鳥居額束 写真 4-12.本殿から海を眺める 

 
写真 4-10 は自然の砂岩洞窟の前にある岩樟神社の鳥居である。鳥居の左側にある穴は人工砂岩洞窟である。

写真 4-11 は格調高い岩樟神社の鳥居額束でである。写真 4-12 は本殿から海水浴場を眺められる調査団の光景。 
 

4-2.石屋神社の鳥居の測量値 

表 4-1 は、石屋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.石屋神社の鳥居測量値（m） 

 

      

石屋神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.58m、直径 0.61m、柱間距離 3.75m で、貫の高さは下点 3.64m と上点

4.03mで、笠木の高さは下点4.49m、上点4.88mと頂点5.45mである。石屋神社鳥居の平均値では、柱の円周1.07m、

直径 0.35m、柱間距離 2.46m で、貫の高さは下点 2.71m と上点 2.98m で、笠木の高さは下点 3.30m、上点 3.52m と頂

点 3.81m である。石屋神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.73m、直径 0.35m、柱間距離 2.46m である。貫の高さは下

点 2.71m と上点 2.98m である。笠木の高さは下点 2.50m、上点 2.65m と頂点 2.80m である。 

 

円周の最大値、平均値と最大値は、それぞれ 1.58ｍ、1.07ｍと 0.73ｍである。 

直径の最大値、平均値と最大値は、それぞれ 0.61ｍ、0.35ｍと 0.23ｍである。 

柱間距離の最大値、平均値と最大値は、それぞれ 3.75ｍ、2.46ｍと 1.67ｍである。 

貫下の高さは、最大値、平均値と最大値は、それぞれ 3.64ｍ、2.71ｍと 2.00ｍである。 

貫上の高さは、最大値、平均値と最大値は、それぞれ 4.03ｍ、2.98ｍと 2.25ｍである。 

笠木下の高さは、最大値、平均値と最大値は、それぞれ 4.49ｍ、3.30ｍと 2.50ｍである。 

笠木上の高さは、最大値、平均値と最大値は、それぞれ 4.88ｍ、3.52ｍと 2.65ｍである。 

鳥居の頂点の最大値、平均値と最大値は、それぞれ 5.45ｍ、3.81ｍと 2.80ｍである。 
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図 4-1.石屋神社の末社と鳥居高さ（笠木）との関係 図 4-2.石屋神社の柱間距離と高さ（笠木）との関係 

 

図 4-1 は石屋神社の末社と鳥居高さ（笠木）との関係である。石屋神社の正面鳥居 4.88m は恵比須神社鳥居 4.54m で、

1.07 倍大きくなっている。が、稲荷神社鳥居 2.65m より 1.84 倍も大きいことが確認された。図 4-2 は石屋神社の柱間距離と

笠木高さの比較するため計数化を行った。その結果、これらの値は、鳥居の地面から高くなるにつれ差は大きくなっている傾

向である。相関分析を行うために 2 変数の直線方程式は、式 4－1 と式 4-2 を算出した。 

 

Y(笠木上の高さ X) = 0.897(柱間距離) +2.888  ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(4-1) 

Y(笠木下の高さ▲) = 1.151(柱間距離) +0.448  ……決定係数(R2 =0.935) …測量値……(4-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、0.897 と 1.151 で、その差は 0.254 である。笠木上の勾配は笠木下より小である。笠木上の決定

係数(0. 945)は笠木下（0.935）で、その差は 0.010 であることが判明した。 

 

図 4-3 は石屋神社の末社と鳥居高さ（貫）との関係である。石屋神社の正面鳥居 4.03m は恵比須神社鳥居 3.89m で、

1.04 倍大きくなっている。が、稲荷神社鳥居 2.28m より 1.77 倍も大きいことが確認された。 

図 4-4 は石屋神社の柱間距離と笠木高さの比較するため計数化を行った。その結果、これらの値は、鳥居の地面から高く

なるにつれ差は大きくなっている傾向である。相関分析を行うために 2 変数の直線方程式は、式 4－3 と式 4-4 を算出した。 

 

図 4-3.石屋神社の末社と鳥居高さ（貫）との関係 図 4-4.石屋神社の柱間距離と高さ（貫）との関係 

 

Y(貫上の高さ X) = 1.032(柱間距離) +0.417  ……決定係数(R2 =0.957) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ▲) = 0.897(柱間距離) +0.448  ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(4-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.032 と 0.897 で、その差は 1.135 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数(0.957)
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は貫下（0.945）で、その差は 0.012 であることが判明した。勾配の大きい順から見ると、笠木下 1.151、貫上 1.032、貫下と

笠木上（0.897）である。ここでは、貫下と笠木上は同じ勾配の値である。決定係数の大きい順から見ると、笠木下

1.151、貫上 0.957、貫下と笠木上（0.945）である。ここでは、貫下と笠木上は同じ決定係数の値である。 

 

5.石屋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。 

 

 

  

写真 5-1.石屋神社正面の左右の灯籠 写真 5-2.石屋神社拝殿の灯籠 写真 5-3.拝殿の灯籠（右） 

 

写真 5-1 は石屋神社正面の左右の 3 段灯籠の高さ 3.00m で、写真 5-2 は石屋神社拝殿の灯籠で、写真 5-3 は石

屋神社の灯籠（右）の 4 段灯籠の高さ 3.97m である。 

 

 

  

写真 5-4.八百萬神社の灯籠 写真 5-5.八百萬神社の灯籠(左) 写真 5-6.八百萬神社の灯籠(右) 

 

写真 5-4 は八百萬神社の灯籠で、写真 5-5 は八百萬神社の 3 段灯籠(左)で高さ 1.86m で、写真 5-6 は八百萬神社の

3 段灯籠(右)の高さ 1.86m である。 
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写真 5-7.恵比須神社正面の灯籠 写真 5-8.恵比須神社の灯籠(左) 写真 5-9.恵比須神社の灯籠(右)

 

写真 5-7 は石屋神社、恵比須神社正面の灯籠である。写真 5-8 は石屋神社、恵比須神社の 2 段灯籠(左)の高さ 2.06m

である。写真 5-9 は石屋神社、恵比須神社の 2 段灯籠(左)の高さ 2.06m である。 

 

表 5-1.石屋神社左右の石燈籠測量値（m） 図 5-1.石屋神社の石燈籠測量値の高さ（m） 

 

表 5-1 は石屋神社の石燈籠測量値である。高さは 1.86～3.97m で、平均値は 2.72m である。これらを比較・検討するため、

石屋神社の 8 基石燈籠測量値の高さを表示した。図 5-1 によると、拝殿の石燈籠 3.97m は、本殿の石燈籠 3.00m より高い

値であり、全石燈籠の中でも最上級である。石燈籠の最大値は 3.97m と石燈籠の最小値は 1.86m を比較すれば、2.13 倍で

ある。 

 

6.岩楠神社・ヒルコ・砂岩洞窟 

6-1.盤櫲樟神社（岩楠神社ともいう）と「ヒルコ」 

 

 
図 6-1. ヒルコ（水蛭子、蛭子、昼子）は、イザナギとイザナミの第 1 子の系図 
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岩楠神社は汽船場から国道 28 号線を東へ約 400m。祭神はイザナギ、イザナミの尊、蛭子の命の三柱であ

る。盤櫲樟神社は岩楠神社の意義で、日本神話に登場する神のヒルコ（蛭子）は、父イサナギ 40 歳、母イサナミ 31

歳でツクバのイサ宮で、昼間に生まれた第 1 子である。年を越えれば 42 歳･33 歳の天の節に当たり、その汚穢・隈が子

に障るというので、3 歳に満たない内に斎奇船に乗せて流した説がある。また、蛭子の命は三歳になられても足が立

たなかったので、天の盤櫲樟舟（堅牢な舟）に乗せて流し給うた説もある。カナサキ（金折命）夫妻に拾われ、

西殿で育てられる。若姫の「蛭子」は、夫アチヒコ：阿智彦(オモイカネ：思金：思兼) と結婚した。蛭子の子は、タヂカラ

ヲ（天手力男）を初め、ウワハル（天表春）、シタハル（天下春）、イキシニホ（伊岐志邇保）の順である(図 6-1)。 
蛭子は、ワカ歌と八雲琴の名手である。各地の生田(イクタ)神社に、稚日女尊(ワカヒルメ) の名で祭られる。蛭子は、

アマテルがソサノヲの乱業を恐れ、結室に隠れて昼夜の区別がなくなったとき、ヤスカワ宮から松明に駆けつ

け、深慮の末、トコヨの踊り「ナガサキ」を公演する。ヤスカワでワカ姫と共に、病弱なオシホミミの御子守

となる。現今でも祭器や神体等の古物の捨て場所になっている。遠い上古の風習が容易にすたらず、遺風が残

っているのは面白い。 

 

6-2.岩楠神社・砂岩洞窟の写真 

 

写真 6-1.岩樟神社の案内板 写真 6-2.岩樟神社の拝殿 写真 6-3. 岩樟神社の拝殿の上部 

 

写真 6-1 は岩樟神社の案内板、写真 6-2 は岩樟神社の拝殿、写真 6-3 は 岩樟神社の拝殿の上部である。 

 

 

写真 6-4. 岩樟神社の洞窟内の祠 写真 6-5.洞窟内の祠と調査団 写真 6-6.洞窟内の祠と分岐通路 

 

写真 6-4 は岩樟神社の洞窟内の祠、写真 6-5 は洞窟内の祠と調査団、写真 6-6 は洞窟内の祠と分岐通路である。 

 

 

－ 49－



 

写真 6-7. 洞窟内の祠上の天井 写真 6-8. 洞窟奥の Y 字形の窪み左 写真 6-9. 洞窟奥の Y 字形の窪み右

 

写真 6-7 は洞窟内の祠上の天井、写真 6-8 は洞窟奥の Y 字形の窪み左側、写真 6-9 は 洞窟奥の Y 字形の窪みが右側

である。 

 

 

写真 6-10 .岩樟神社である砂岩洞窟・遺跡

洞窟・洞窟周辺の景観と鳥居と末社 

写真 6-11.岩樟神社の左側にある人工洞

窟。戦時中は防空壕として使用 

写真 6-12.岩樟神社の左側にある人工洞

窟。現在は物置として使用する様 

 

写真 6-10 は岩樟神社である砂岩洞窟・遺跡洞窟・洞窟周辺の景観と鳥居と末社である。写真 6-11 と写真 6-12 は岩樟

神社の左側にある人工洞窟で、戦時中は防空壕として使用し、現在は倉庫兼物置きに使用している様である。 

 

6-3.岩樟神社の洞窟の計測値 

神社奥には国生み神話縁の洞窟からなる岩樟神社がある。岩樟神社は、岩屋城趾北端の崖下の洞窟中にある小

祠である。洞窟の前面の左右に上古の祭壇の趾がある。昔は洞窟の奥行は約 52m らしいが、城を築いた時に切

立、狭くなったと説明。洞窟の奥は Y 字形(上半身の人体形)である。洞窟の間口：1.38m、奥行き：6.76m、高さ：3.45m

で横穴になっている。洞窟の入口は、高さ 2.25m と間口 1.38m である。洞窟になっている岩楠神社の計測は、経年変

化により変化しているため新たな値を表示した（表 6-1）。 

 

表 6-1.岩樟神社、砂岩洞窟・風化洞窟・遺跡洞窟の規模 図 6-1.岩樟神社、砂岩洞窟・風化洞窟・遺跡洞窟の規模 

 

この洞窟は砂岩洞窟・遺跡洞窟・海食洞窟・風化洞窟とも言える。岩質洞窟は第三紀層の最も新しい砂岩質

で削剥しやすい状態。そのため、洞窟は波浪の作用によって形成した太古怒濤の洗う所であった。地殻の隆起

作用によって海面から隆起したものとも想定できる。この洞窟はイザナギの尊の隠れた幽宮であると伝えられ

る。日本書紀「坐淡海の多賀也」によると、イザナギの尊、坐した所は淡海の多賀で、長隠せられた幽宮は多

賀ではなく他に淡路の洲にあったものとしているので、伝説の幽宮は洞窟でなかろうか？  
 
6-4.西宮神社・えびす大神（西宮大神・蛭児命）との関係  

西宮神社は、兵庫県西宮市にある福の神として崇敬され、約 3500 社えびす神社の総本社である。戎信仰には、西

宮神社の「蛭子系」の他にもいくつかの系統が存在する。祭神の蛭児命は伊弉諾岐命と伊弉諾美命との間に生まれた
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最初の子である。蛭児命は身体不具のため葦の舟に入れて流された（記紀神話）。西宮神社の社伝では、蛭児命は、

西宮に漂着し、「夷三郎殿」と称されて海を司る神として祀られたという。西宮神社には七福神のうち2神が祀られる。え

びす大神は商売繁盛の神として七福神の「大黒天」と同一視されている。 

 
6-5.京都ゑびす神社(創建は 1202 年)との関係 

京都ゑびす神社は西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと称され、「えべっさん」の名である。その起源は

約 800 年前土御門天皇の建仁 2 年（1202 年）に禅の祖といわれる栄西禅師が建仁寺建立。 

 
6-6.今宮戎神社との関係 

祭神は天照皇大神、事代主神、素盞嗚命、月読尊、稚日女尊の 5 柱。京都市東山区の八坂神社の蛭子社（北向蛭

子）から分祀した。現在の地に祀った。兵庫県西宮市の廣田神社と西宮神社も同様な位置。 

 
6-7.生田神社・創建 201 年との関係 

西暦 201 年に神功皇后の三韓外征の帰途、神戸港で船が進まなくなったために神占を行った。その時、稚日女尊

が現れ「吾は活田長峡国に居らむと海上五十狭茅に命じて生田の地に祭らしめた。（＝私は“いくた”の“ながさの国”

に居りたい。“うなかみのいそさち”に命じて生田の土地に祀らせて欲しい）。」との神託があったと日本書紀に記されて

いる。 

 
6-8.岩屋神社（明石市）・創建は伝成務天皇 13（144）年との関係  

岩屋神社は兵庫県明石市材木町に鎮座する神社。海上神事である「おしゃたか祭」で知られる。播磨国明石郡に載

る伊和都比売神社の論社のひとつ。主祭神は伊弉諾尊で、伊弉冊尊、大日孁尊（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾐｺﾄ）、月読尊、蛭子尊、素

盞嗚尊を配祀する。別名は岩屋戎である。 

 

6-9.ご神徳 

蛭子大神は、古くは水産物生成の霊徳から伸展し大漁祈願にご神徳があるとされる。魚市場における商売繁昌・産

業発展の守護神として、関西の人々から深い信仰を捧げられている。一般には「戎大黒福の神」としても親しまれてい

る。現在では、商売繁盛に御利益がある七福神の神様としても有名。エビス様は七福神の神様の中では唯一の日本

の神様。一説には西宮のエビス様の本家は岩屋であるとも言われている。 

 

7.おわりに 

7-1.石屋神社と同一線上にある神社 

石屋神社は、国生み神話のある淡路島に鎮座する。岩屋と言う地名自体が神様を示唆している。神門は、道

路に面した侍長屋形式の門守殿である。神社は、岩屋海水浴場に面し、社殿からは、鳥居の中央から昇る日の

出を見ることができる。本殿の天井には、淡路に 3 つしかない干支を表す方位板がある。 

淡路島の岩屋界隈では、古代のロマンが感じられるパワースポット、スピリチュアルスポットがいくつもある。例と

して、絵島、岩樟神社、大和島が挙げられる。名勝地の絵島は、神様の島として頂上に絵島大明神=石屋神社で

あった。 

北緯において、石屋神社から南北方向の同一線上ある神社と寺は、伊勢神宮外宮-飛鳥藤原京-石屋神社-弓

削神社-樟本神社-恩智神社-住吉大社-信貴山-法隆寺等がある（図 7-1）。 
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図 7-1.石屋神社から南北方向の同一線上ある神社 

 

東経において、石屋神社から東西方向の同一線上ある神社と寺は、いざなぎ神宮-出石神社-石屋神社-西淀

川区内の 8 神社-住吉大社-信貴山-法隆寺等がある（図 7-2）。 

 

 

図 7-2.石屋神社から東西方向の同一線上ある神社 

 

7-2.石屋神社の本殿と拝殿ト末社建築 

石屋神社の本殿建築は、春日造である。その規模は間口：4.38m・奥行：6.05m・高さ：8.40・面積：6.66 平方 m であ

る。八尾市ないある神社の社殿建築を比較した。石屋神社（8.40m）の高さは、許麻神社（8.01m）、八尾神社（6.35m）、八尾

天満宮（4.81m）と楠本神社木の本（4.23m）より高い値である。石屋神社の間口（4.38m）は許麻神社（12.01m）・渋川神社

（12.01m）・穴太神社（10.51m）・八尾天満宮（8.98m）・樟本神社木の本（6.04m）・樟本神社北木の本（8.91m）より低い値であ

る。本殿と拝殿ト末社の規模について分析を行った。間口の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 14.50m・

6.87m・2.18m である。奥行の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 8.12m・5.75m・3.23m である。高さの最大値・
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平均値・最小値は、それぞれ 8.40m・6.85m・4.12m である。面積の最大値・平均値・最小値は、それぞれ

105.85m・45.80m7.04m である。 

 

7-3.石屋神社の鳥居 

石屋神社の鳥居は正面鳥居、八百万鳥居、稲荷鳥居、恵比須鳥居、岩楠鳥居の 5 基である。石屋神社の鳥居に

関するデ－タを統計処理した結果は次の通りである。すなわち、円柱の最大値・平均値・最小値は、それぞれ

1.58m・1.07m・0.73m である。直径の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 0.61m・0.35m・0.23m である。柱間距

離の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 3.76m・2.46m・1.67m である。貫の高さ（下点）の最大値・平均値・最小

値は、それぞれ 3.64m・2.71m・2.00m である。貫の高さ（上点）の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 4.03m・

2.93m・2.25m である。笠木の高さ（下点）の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 4.49m・3.30m・2.50m である。笠

木の高さ（上点）の最大値・平均値・最小値は、それぞれ 4.88m・3.52m・2.65m である（図 7-3）。 

柱間距離と笠木高さとの関係図（図 7-3）を棒グラフで表示した。矢表示は石屋神社の正面鳥居のデータである。図 7-4

は石屋神社における笠木の高さに対する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。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 2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式を与えら

れる。ここで、X は柱間距離で、Y は笠木の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y（笠木の高さ X）上= 0.897X(柱間距離)  + 2.888  ……決定係数(R2 =0.945)   …測量値 ……(7-1) 

Y（笠木の高さ▲）下= 1.151X(柱間距離) + 0.448   ……決定係数(R2 =0.935)  …測量値  ……(7-2) 

 

式 7-1 と式 7-2 の勾配は、それぞれ 0.897 と 1.151 である。その差は 0.254 である。笠木下部の勾配は大きいと判明した。

式 7-1 の決定係数は式 7-2 より 0．10 も大きい数値であることが判明した。 

 

図 7-3.石屋神社の笠木の高さ（測量値） 図 7-4.石屋神社の笠木の高さと柱間距離との関係図 

 

柱間距離と貫高さとの関係図（図 7-3）を棒グラフで表示した。図 7-4 は石屋神社における貫の高さに対する柱間距離との

関係である。本実験は、柱間距離と貫の高さとの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の 2 次回帰

方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は貫の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(貫上の高さ■) = 1.032(柱間距離) +0.417  ……決定係数(R2 =0.957) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.897(柱間距離) +0.448  ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(4-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.032 と 0.897 で、その差は 1.135 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数(0.957)

は貫下（0.945）で、その差は 0.012 であることが判明した。 

 

7-4. 石屋神社の石灯籠 

石屋神社の石燈籠は本殿、拝殿、八百万、恵比須の 5 基である。石屋神社の石燈籠測量値である高さは 1.86～3.97m

で、平均値は 2.72m である。これらを比較・検討するため、石屋神社の 8 基石燈籠測量値の高さを表示した。拝殿の石燈籠
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3.97m は、本殿の石燈籠 3.00m より高い値であり、全石燈籠の中でも最上級である。石燈籠の最大値は 3.97m と石燈籠の最

小値は 1.86m を比較すれば、2.13 倍である。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。 
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別表 石屋神社の年代順の内容 

和歴 西暦 年代順の内容 

  

第 10 代崇神天皇（前 148-30or 前 97－30 年）時代､御代に三対山(ｻﾝﾀｲｻﾝ)に祭られ､絵島明

神（えしまみょうじん）と言われた。 

前 68 前 29 第 11 代垂仁天皇（前 68-後 70or 前 29－後 70 年）の石屋明神と呼ばれた。 

皇紀 860 200 

第 14 代仲哀天皇（？-200,192-200）、神功皇后（皇紀 860 年頃、200-270）は、三韓征伐の

時、対岸の明石垂水の浜で風波にあわれ、風波を避けるため石屋に着船した。その後、三

対山上の石屋神社に行き戦勝を祈願された。「いざなぎやいざなみ渡る春の日にいかに石

屋の神ならば神」と詠じ給うと、風波が止み、海上は静まったという。 

後に延喜式の制小社に列した。 

摂政元年 201 

生田神社の創建。201 年に神功皇后の三韓外征の帰途、神戸港で船が進まなくなった

為神占を行った所、稚日女尊が現れ「吾は活田長峡国に居らむと海上五十狭茅に命じ

て生田の地に祭らしめ。（＝私は“いくた”の“ながさの国”に居りたいのです。“う

なかみのいそさち”に命じて生田の土地に祀らせて欲しい）。」との神託があったと日

本書紀に記されている。 

貞仁 1053 1073 
第 72 代白河天皇（貞仁 1053-1129or1073-1087）、承暦 4 年禍穢によりて使を派し 、清祓を科

すべき事を奏せり？ 

守仁 1143 1158 

第 78 代二条天皇（守仁 1143-1165or1158-1165 年）、長寛元（1163）年「天地大明神」と勅定せ

られ神階を 昇叙し神供田を寄進せられる。源平争覇の頃、岩屋浦兵火の巷と化せしかば、当

神社多く什宝古記録の烏有に帰せしめた。 

永正 7 1510 大内義興（よしおき）が将軍足利義植（よしたね）を奉して、京都へ入ろうとした時に岩屋に軍を
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進め、三対山(ｻﾝﾀｲｻﾝ)に城を築くため現在の地に社殿を遷座した。 

長寛元 1163 長寛元（1163）年「天地大明神」と勅定せられた神階。 

為仁 1196 1198 

第 83 代土御門天皇（為仁 1196-1231or1198-1210 年）の御代大内義興将軍義植を奉じて京都

に入らんとし、当地に 軍を進め三対山に岩屋城を築きし時、当神社を海浜なる今の地に遷座せ

り、池田氏、淡路を領せし際社殿を再興。 

慶長 15 1610 池田輝正が淡路を加封された、 

寛政 8 1796 領主の蜂須賀候が、社殿を再興した。 

明治 6 1873 2 月、郷社に列せられる。 

 
 

洞窟神社の前で宮司と学会調査団との記念記録写真 道路に面した侍長屋形式の門守殿の前に立つ調査員 
 
 

 
神社前の大空海の岩屋海水浴場 門守殿の前にて打ち合わせる瞬間 門守殿の前にて名刺を交換する瞬間 
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