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 ABSTRACT  

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Hiraoka Shrine and its 
Human Power, The Ancient Sanctuary of Kawachi Country Ichinomiya,7-16, Izumoicho, Higashi, osaka-
shi. Furthermore, the origin of Hiraoka Shrine translated Multilingual translation (Japanese, English, 
Korea and Chinese) of history that supported the globalization era.  
Tsukumatsu of Hiraoka-Shrine is reportedly in 2676 before the three years before the first generation 

Zinmu-Tennou is enthroned in the land of Yamato-Kashihara. It is the beginning of the shrine during the 
eastern expedition of Zinmu-Tennou, When was enshrined in Kamitu-Dake is a one peak behind the main 
shrine, the Ikomayama the Futagami of Himemi-kami and Amenokoyane-No-Mikoto.  

650 years, the age of Koutoku-Tennou, I moved to the current location by Hiraoka-No-Murazi of 
Nakatomi-Uzi. Because God of Amenokoyane-No-Mikoto and Himekami which are the founder of times of 
Shoutoku-Tennou, Nakatomi-Uzi and Huziwara-Uzi was separated for 768 years by Kasuga-taisha, I am 
called "Moto-Kasuga". Ten years later, God of Hutunushi-No-Mikoto, Takemikaduti-No-Mikoto was 
increased and became current four. 

Lesse is to Myouzin-Taisha in Engishiki-Shinmeichou, it became a sovereign state of the worlds longest 
and "Kawachi Country Ichinomiya" in the establishment of Ichinomiya system in the Middle Age. 1091, 
Shirakawa-Tennou and is worship, and received a special honor from the Imperial Court by Genesis. For 
1871 years, I attended Kanpei-Taisha as one of 29 companies in the whole country. 1872, shrine of the 
countryside 14 neighboring villages has been merged into Tenshintigi-sha of Keidai Massha and Honden.  
 Shrine Pavilions is Kasuga-zukuri（Another name: Former Kasuga）. The existing main shrine built it in 
1989. Keidai Massha is Sessha: Wakamiya-sha and Massha: Amatukami, Kunitukami. Torii is three 
engines of Ishidorii (1940) of 1 torii (8.11m in height), 2 toriis and 8.35m in height in total. 
Tourou is includes 15 engines in Tatumisandou with 25 engines elsewhere, it is 40 engines. A high of 

Tourou is 9.11m. Fudasho is the way 60th (the Osaka 19th) of Shinbutu-Reijou-Junpai. Special ritual is 
1/15：Kayuura-Shinzi、12/25：Shimenawakake-Shinzi（Warai-Shinzi） 
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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東大阪市、枚岡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。 

枚岡神社(ﾋﾗｵｶ-ｼﾞﾝｼﾞﾔ) の所在地は、〒579-8033 東大阪市出雲井町 7-16。位置は北緯 34 度 40 分 16 秒、東

経 135 度 39 分 9 秒。標高は 119m である。社名のおこりは、古くは枚岡社・枚岡大明神・平岡社・平岡大明神などとい

われていた。枚岡は「ひらおか」と読み、①山嶺平夷の所に創建せられたるより平岡と称せし、②社地より南方は概ね平

坦にして小高き岡なりしが故称せしとあり、ひとひらの岡が地名となり社名となったといわれている。また、「やまと」言葉

には、それぞれ一字一字に意味があったとされ、「ひ」は神様の御霊（みたま）、「ら」は沢山、一杯という意味があり、ひ

らおかは神様の御霊が一杯の「神気」満ち満ちた神社とも言える。 

大阪平野の東端、奈良盆地との境に連なる生駒の山々、そのほぼ中央の山麓、なだらかな山裾に鎮座するのが枚

岡神社である。近鉄奈良線枚岡駅下車すぐ駅前に参道が続くこの神社河内一の宮である。奈良から生駒山の暗 峠を

越え西に降った古い街道が通じる。枚岡山の中腹に約２万 1000 坪余の広い神域である。 

  生駒山地も神が降臨する山として古代信仰を残している。枚岡神社の背後の神津岳に摂社神津岳本宮が祀られ枚

岡の神いた。本殿南に摂社若宮神社、さらに南に末社天神地祇神社が祀られている。生駒連峰のなかで、自然がも最

もよく保存されている樹林の中で、ここの枚岡梅林は、紅白梅・桜花の季節は花見を兼ねた参拝者で賑わい東大阪市

の名勝に指定されている。 

枚岡神社の御祭神は、第一殿：天児屋根命(ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ)、第二殿：比売御神(ﾋﾒﾐｶﾐ)、第三殿：経津主命(ﾌﾂﾇｼ

-ﾉ-ﾐｺﾄ)、第四殿：武甕槌命(ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ)である。社格等は式内社（名神大社）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。 

－ 142 －



 3

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（806）年には封戸 60 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あずかり奉幣を受け、これを以って永例と定められ、さ

ら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、名神祭や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。  

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、定住外国人を含め人口 51 万人足らずである。 

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、神社鳥居や灯籠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。枚岡神社

における社殿と鳥居の測量値は、八尾市内の神社にある鳥居の比較を行った。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。 

そうした歴史背景を抑えつつ枚岡神社の社殿、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

定づけ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．枚岡神社の由来 

 2-1.枚岡神社の変遷 

 神武天皇(神倭伊波禮毘古命：ｶﾑﾔﾏﾄ-ｲﾊﾚﾋﾞｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ)は、日本の国を治めるため、九州の日向高千穂から東に向か

われ、地方を治めながら日本の最中大和の国、畝傍山の橿原の地でご即位されたと日本書記に記されています。これ

を神武御東征(ｼﾞﾝﾑｺﾞﾄｳｾｲ)といえる。浪速（今の大阪湾、当時の湾はかなり入りくんでいた）に上陸され、生駒の山を越

えて大和の国へ進もうとされたが、生駒の豪族であった長髄彦(ﾅｶﾞｽ-ﾈﾋｺ）の大軍がこれを阻止しようと戦がおこってし

まいます。思うように進むことができないばかりか、兄である五瀬命(ｲﾂｾ-ﾉ-ﾐｺﾄ)が流れ矢によって負傷してしまうなど、

かなりの痛手を負い、ここに神武天皇は、神のお告げによって「天照大御神の子孫でありながら、日に向かって敵を討

つことは神の道に逆らうものである」と悟られ、天神地祇を祀った後、皇軍を還して和歌山紀州路から吉野を通り、日を

背にむけて大和へ進むことを決意される。  

生駒連峰のなかで、自然がも最もよく保存されている樹林の中で、ここの枚岡梅林は、紅白梅・桜花の季節は花見を

兼ねた参拝者で賑わい東大阪市の名勝に指定されている。 

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 60 戸を有し、

貞観年中に神階正一位を授けられた。更に延喜の制成るや大社として三大祭に案上の官幣にあずかり、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

祈願奉幣に関する最高の優遇を受けた。  
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図 2-1.藤原４神の歓請関係〈矢印） 表 2-1.中臣氏から出た藤原氏の四神の勧請関係 

 

社家の水走家(ﾐｽﾞﾊﾔｹ)・鳥居家(ﾄﾘｲｹ)は、歴史に中で貴重なことがある。勅命を奉じ天種子命が、天児屋根命・比売

御神を祀り、その後もこの地に留まった皇軍の一部であり、祭祀を代々司ったとされている。天児屋根命を祖とする者が

代々祀職についたとされ、この一族のことを「平岡連(ﾋﾗｵｶﾑﾗｼﾞ：後の中臣氏)と呼んでいる。 

図 2-1 は藤原４神の歓請関係〈矢印）で、主祭神は、共に天児屋命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・比売御神（ﾋﾒｶﾐ）と経津主命

（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ：斎主命）・武甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の４神である。表 2-1 は中臣氏から出た藤原氏の四神の勧請関

係である。春日大社では、式内社（名神大社）、22 社（上７社）、旧官幣大社、勅祭社、別表神社の５社である。鹿島神

宮では、式内社（名神大）、常陸国一宮、旧官幣大社、 勅祭社、別表神社の５社である。香取神宮では、式内社（名神

大社）、下総国一宮、旧官幣大社、勅祭社,別表神社の５社である。その中で、勅祭社は、枚岡神社以外は含まれてい

る。創建年度は、枚岡神社が古く、鹿島神宮、香取神社から春日大社（768 年）の順に若くなっている。 

 

図 2-2.藤原４神の鎮座地における緯度の比較 図 2-3.藤原４神の鎮座地における緯度の相関解析 

 

図 2-2 は、.藤原４神の鎮座地における緯度の比較に比較である。東経では、枚岡神社・春日大社は同じ阿多であり、

香取神宮から鹿島神宮へと大きくなっている。北緯は、枚岡神社がおおきく、春日大社、香取神宮から鹿島神宮へと大

きくなっている。東経の関係式は＝1.98X+132.96 で、相関関係を分析する決定係数は 0.814 である。一方、北緯の関

係式は＝0.467X+33.81 で、相関関係を分析する決定係数は 0.817 である。ここでは、北緯の信頼性は東経の関係式

による信頼性 0.03 大きいことが確認された。図 2-3 は、藤原４神の鎮座地における緯度の相関解析の図である。図に

おける左下の表示は、枚岡神社と春日大社であり、右上の表示（東北方向）は、香取神宮と鹿島神宮であることが確認

できた。相関分析すれば､緯度の傾斜は 0.236 で、相関関係を分析する決定係数は相関性の高い値 0.999 である。 

 

2-2.枚岡神社の和文由来と現在 

枚岡神社の創祀は初代神武天皇（ｼﾞﾝﾑ-ﾃﾝﾉｳ）が大和橿原（ﾔﾏﾄ-ｶｼﾊﾗ）の地で即位される前 3 年の 267６年前と

天児屋命 比売神
建御雷神 経津主神

建御雷神 経津主神

天児屋命 比売神

建御雷神 経津主神 経津主神 建御雷神

天児屋命 比売神 天児屋命 比売神

枚岡神社

春日大社

鹿島神宮 香取神宮

枚岡神社 

春日大社 

香取神宮 

鹿 島 神 宮
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伝えられる。神武天皇の東征の際、天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と比売御神（ﾋﾒﾐｶﾐ）の二神を本殿の背後、生駒山の

一峰である神津嶽に祭ったのが神社の始まりである。 

白雉元年(650）孝徳天皇（ｺｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ）の時代、中臣氏（ﾅｶﾄﾐ-ｳｼﾞ）の平岡連（ﾋﾗｵｶ-ﾉ-ﾑﾗｼﾞ）により現在地に奉遷。

神護景雲 2 年（768）称徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ）の時代、中臣氏・藤原氏（ﾌｼﾞﾜﾗ-ｳｼﾞ）の始祖である天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔ

ﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と比売御神（ヒﾒ-ｶﾐ)二神が春日大社に分祀されたことから「元春日」と呼ばれる。その 10 年後、経津主命（ﾌ

ﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・式甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の二神が増祀され、現在の四殿となった。 

 延喜式（ｴﾝｷﾞｼｷ）神名帳（ｼﾝﾒｲ-ﾁｮｳ）では名神大社（ﾐｮｳｼﾞﾝ-ﾀｲｼｬ）に列せられ、中世には一宮制度の成立で「世

界最長の君主国家である「河内国一之宮」となった。寛治５年（1091）堀河天皇（ｼﾗｶﾜ-ﾃﾝﾉｳ）が参拝されるなど、創祀

により朝廷から特別な尊崇を受けた。明治 4 年（1871）全国で 29 社のうちの 1 社として官幣大社（ｶﾝﾍﾟｲ-ﾀｲｼｬ）に列

格、明治 5 年（1872）近郷 14 ヵ村の神社が、本殿及び末社の天神地祇社（ﾃﾝｼﾝﾁｷﾞｼｬ）に合祀された。摂末社（ｾﾂﾏﾂ

ｼｬ）として若宮社（ﾜｶﾐﾔｼｬ）、神津嶽本宮（ｶﾐﾂﾀﾞｹ-ﾎﾝｸﾞｳ）、天神地祇社（ﾃﾝｼﾝﾁｷﾞｼｬ）。境内南は数百株の梅樹が植

栽された枚岡梅林が広がる。現在の鳥居は３基、石燈籠は４0 基以上である。 

この地域は、継体天皇（ｹｲﾀｲ-ﾃﾝﾉｳ）の御代に活躍する渡来系の氏族、河内母樹馬飼（ｶﾜﾁ-ｵﾓﾉｷ-ﾉ-ｳﾏｶｲ）の居

住地でもある。平安時代に中臣氏（ﾅｶﾄﾐ-ｳｼﾞ）を祖と仰ぐ一族がこの地を開発し、水走氏（ﾐｽﾞﾊｲ-ｳｼﾞ）を名乗る。枚岡

神社（ﾋﾗｵｶ-ｼﾞﾝｼﾞｬ）は神気に満ち満ちた太古の聖域であり、元気快復の古社である。 

 
表 2-2.大阪府東大阪市、枚岡神社の和文詳細資料 

1 主祭神 
①天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・②比売御神（ﾋﾒｶﾐ）・③経津主命（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ：斎主命）・④武

甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）における第 1～４殿の４神である。 

2 神社創建 神武天皇（ｼﾞﾝﾑ-ﾃﾝﾉｳ）紀元前 3 年（西暦前 663 年） 

3 勧請神 768 年、経津主命（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・武甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

4 主な祭事 
02/1：例祭、02/03：節分灯明祭、03/01：梅花祭、0４/0３：桜花祭、05/0３：平国祭、08 月第４日：枚

岡灯明祭、10/14： 秋郷祭（ふとん太鼓）、12/３1：年越大袚等の３２回。 

5 宮司・禰宜 宮司：中東 弘（なかひがし ひろし）、 禰宜:山根 眞人（やまね まさと）。 

6 鎮座地 〒579-8033 東大阪市出雲井町 7-16。  

7 交通手段 近鉄奈良線「枚岡駅」徒歩 2 分。大鳥居を入り左の神社駐車場へ。 

8 位 置 北緯 34 度 40 分 16 秒  東経 135 度 39 分 09 秒。標高：119ｍ 

9 電話・FAX TEL：072-981-4177、 FAX：072-982-8176 

10 本殿の様式 春日造（別名：元春日）、現社殿は 1９８９年に新築。  

11 境内末社 摂社：若宮社（ｾｯｼｬ:ﾜｶﾐﾔｼｬ）、末社：天津神（ｱﾏﾂｶﾐ）・国津神（ｸﾆﾂｶﾐ） 

12 鳥 居 計 3 基（ 1 の鳥居（高さ８.11ｍ）、2 の鳥居、高さ 8.35m の石鳥居（1９４0 年）。 

13 灯 籠 石燈籠 40 基以上（最高 9.11m、巽参道２５基、他 15 基）。 

14 札所等 神仏霊場巡拝の道 60 番（大阪 19 番）  

15 特殊神事 1/15：粥占神事、12/25：注連縄掛神事（わらい神事） 

16 ホームページ http://www.hiraoka-jinja.org/ 

 
2-３.枚岡神社の英文由来と現在 

Tsukumatsu of Hiraoka-Shrine  is reportedly in 2676 before the three years before the first 
generation Zinmu-Tennou is enthroned in the land of Yamato-Kashihara. It is the beginning of the 
shrine during the eastern expedition of Zinmu-Tennou, When was enshrined in Kamitu-Dake is a one 
peak behind the main shrine, the Ikomayama the Futagami of Himemi-kami and Amenokoyane-No-
Mikoto. 650 years, the era of Emperor Koutoku, it was returned to the local by Hiraokano-murazi of 
Nakatomi-uzi. Because God of Amenokoyane-No-Mikoto and Himekami which are the founder of times 
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of Shoutoku-Tennou, Nakatomi-Uzi and Huziwara-Uzi was separated for 768 years by Kasuga-taisha, 
it was called “Moto-Kasuga”. Ten years later, God of Hutunushi-No-Mikoto, Takemikaduti-No-Mikoto 
was increased and became current four. 
Lesse is to Myouzin-Taisha in Engishiki-Shinmeichou, it became a sovereign state of world longest 

and "Kawachi Country Ichinomiya" in the establishment of Ichinomiya system in the Middle Ages. 
1091, Shirakawa-Tennou and is worship, and received a special honor from the Imperial Court by 
Genesis. In 1871, it was one of Kanpei-Taisya that are 29 in japan.1872, shrine of the countryside 14 
neighboring villages has been merged into Tenshintigi-sha of Keidai Massha and Honden. In Sessha 
and Massha of the Shinto shrine, Sessha is Wakamiya-sha, and Massha is Kamitudake-Honguu and 
Kunitukami.In the south side of Keidai, several hundred Hiraoka Bairin where a plum tree was 
performed planting of spreads out.Torii current 3 groups, stone lantern is 40 or more groups. 

The region is also the residence of Kawati-Omonoki-No-Umakai is the families of the tri-system 
that is active in the Keitai-Tennou. Clan seek the father the Nakatomi-Uzi the Heian era, they claim 
they are Mizuhai-Uzi who developed the land. It is the ancient sanctuary that was rife in energy, and 
Hiraoka-Shrine is an old shrine of the cheerful recovery. 
 

表 2-3.大阪府八尾市、枚岡神社の英文詳細資料 

1 Worshipped 

Gods  
Worshipped Gods is 4 God of Amenokoyane-No-Mikoto, Himekami, 
Hutunushi-No-Mikoto and Takemikaduti-No-Mikoto. 

2 Enshrined 
Gods Enshrined Gods is Emperor Jimmu and is 663 years before Christian era. 

3 Foundation Foundation depends on Hutunushi-No-Mikoto and Takemikaduti-No-Mikoto 
for 768 years. 

4 Annual 
Festival 

Annual Festival is every month: Annual festival, 2/3:Setubun-Lamp Ming 
Festival, 3/1:Plum flower-Festival, 4/3:Cherry blossom-Festival festival, 
5/3:Heikoku-Festivaｌ, August: It is 32 times when I put hiraoka-Lamp Ming 
Festival, 10/14:Autumn volost Festival(Huton-taiko), 12/31:Toshi-Taihatu 
together. 

5 Chief Priest A chief priest: Nakahigashi Hiroshi, a Shinto priest: Yamane Masato. 
6 Site 〒 579-8033 7-16, Izumoicho, Higashi-osaka-shi. 

7 Access Kintetsunara Line "Hiraoka Station" 2-minute walk. Enter in Otorii; to the 
left Shinto shrine parking lot. 

8 Latitude 34°40'16" N, 135°39'09" E.  Altitude：119m 
9 TEL・FAX TEL：072-981-4177、 FAX：072-982-8176 

10 Shrine 
Pavilions  

Kasuga-zukuri（Another name: Former Kasuga）. 
The existing main shrine built it in 1989. 

11 Keidai 
Massha 

Sessha:Wakamiya-sha,  
Massha:Amatukami, Kunitukami 

12 Torii 
Torii is three engines of Ishidorii (1940) of 1 torii (8.11m in height), 2 toriis 
and 8.35m in height in total. 

13 Tourou When Tourou includes 15 engines in Tatumisandou with 25 engines 
elsewhere, it is 40 engines. A high of Tourou is 9.11m. 

14 Fudasho The way 60th (the Osaka 19th) of Shinbutu-Reijou-Junpai 
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15 Special  

Ritual 
1/15：Kayuura-Shinzi、12/25：Shimenawakake-Shinzi（Warai-Shinzi） 

16 Websites http://www.hiraoka-jinja.org 
 

2-4.枚岡神社の韓文由来と現在（히라오카 신사의 일본어 유래와 현재） 
히라오카신사의 창제는 초대 진무 천황이 야마토 가시하라의 땅에 즉위하기 전의 3 년 2676 년으로 

전해진다. 진무 천황의 동정시 、 아메노코야네노 미코토와 히메미카미의 두 신을 본전의 배후 、

이코마산위의 한 봉우리인 카미쯔다케에서 제를 지낸 것이 신사의 시작이다。 

하크치원년(650)코우토크천황 시대、나카토미씨의 히라오카노 므라지에 의해 현재의 장소에 봉헌。

진고케이운2年(768)쇼우토쿠-천황시대、나카토미우지씨・후지와라씨의- 조상인 야네노아메노코-미코토-

히메오미카미의-두-신이-가스가대신사에-분사됨으로부터 「 모토가스가 」 라고도 불리움 。 그 10년후 、

후츠누시노 미코토・타케미카츠치너 미코토의 두 신이 증사되어、현재의 4신이 모셔졌다。 

연희식 신명부에는 명신대신사로 열거되어 있고、중세에는 일궁제도의 성립으로 가와치국 치노미야가 

되었다。칸지５년（1091） 호리카와 천황이 참배하는 등、창제와 동시에 조정으로부터 특별한 숭배를 

받았다。메이지4년（1871）전국에서29신사중 하나의 신사로서 칸베이대신사에열거、메이지5년（1872）

근방14개 마을의 신사가、본전 및 말사의 텐신지기샤에 합사되었다。세츠마츠 신사로서 와카미야신사、

카미츠다케혼미야 、 텐신지기샤 。 경내의 남쪽에는 수백주의 매화나무가 식목되어 히라오카 매화림이 

조성되었다。현재의 도리이는３기、석등은40기 이상。 

이 지역은、케이타이 천황의 시대에 활약한 도래계의 씨족、카와치오모노키노 우마카이의 거주지이기도 

하다。헤이안 시대에 나카토미우지씨를 조상으로 숭배하는 일족이 이 지역을 개발해、미즈하이씨로 명명함

。히라오카 신사는 신기가 충만한 태고의 성역이며、원기회복의 고신사이기도 하다。 

 

表 2-4.大阪府八尾市、枚岡神社の韓文詳細資料 

1 주된제신 
①아메노코야네노 미코토・②히메카미・③아츠누시노 미코토：제주령） 
④타케미카즈치노 미코토에 의한 제 1～４전의 ４신。 

2 신사창건 진무천황 시원전 3년（서기 663년） 
3 권청신 768년、후츠누시노 미코토・타케미카즈치노 미코토 

4 주된제사 
02/1：열제、2/03：절분등명제、3/１：매화제、４/３：사쿠라제、5/３： 평국제、8월 
제４일：히라오카등명제、10/14： 추향제、１2/３１：토시코시대기원등 32회。 

5 궁사・네기 궁사：나카히가시、 네기: 야마네 마사코。 
6 진좌지 〒579-8033 히가시오사카시 이즈모이쵸 7-16。  
7 교통수단 긴테츠나라선「히라오카역」도보약 2분。큰도리이에 들어와 왼쪽의 신사주차장으로。 
8 위 치 북위 34도 40분 16초  동위 135도 39분 09초  
9 표 고 119m。 
10 전화・FAX TEL：072-981-4177、 FAX：072-982-8176 
11 본전의양식 가스가축조술（별명：모토가스가）、현재의 신사는 １９８９년에 신축。  
12 경내말사 세츠샤：와카미야샤、말사：아마츠신・쿠니츠신 

13 도리이 
합계 3기（1의 도리이（높이８.１１ｍ）、2의 도리이、높이 8.35m의 석등 
도리이（1940년）。 

14 등 석등 4기 이상（최고 9.11m、타츠미참배 ２５기、기타 15기）。 
15 예소등 신불예장순배의 길 60번（오사카 19번）  

16 특수신사 1/15：카유우라신지、12/25：시메나와카케신지ﾞ（와라이신지） 

17 web http://www.hiraoka-jinja.org 
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2-5.枚岡神社の中文由来と現在（枚冈神社的由来与现况）  

 据传枚冈神社创祀于第一代天皇神武天皇即位于大和橿原之地的前三年，即 267６年之前。神武天皇东征之际，

将天儿屋根命与比卖御神两座神祭祀于正殿背后的驹山的一座山峰上，即为神社起源。 

 白雉元年(650 年）孝德天皇时期，由中臣氏の平冈连奉迁至现在之地。神护景云 2 年（768）称德天皇时期，因中

臣氏、藤原氏的始祖天儿屋根命与比卖御神两座神被分祀于春日大社，故被称为“元春日”。10 年后，因增祀经津

主命与式甕槌命两座神而成为现在的四殿。 

  在延喜式神名帐被列入名神大社，在中世纪因一宫制度的成立而成为河内国一之宫。宽治 5 年（1091 年）堀河

天皇曾参拜此神社，因创祀而受到了朝廷特别的尊崇。明治 4 年（1871 年），作为全国 29 神社中的一个神社而被列

入官币大社，明治 5 年（1872 年），近乡 1 个村的神社所祭祀之神被合祀于正殿及末社的天神地祇社。作为摄末社

有若宫神社、神津岳本宫、天神地祇社。境内南是栽植有几百棵梅树的宽广的枚冈梅林。現在有 3 个鸟居，40 座以

上石灯笼。 

此地区亦是活跃于继体天皇在位期间的渡来系氏族河内母树马饲的居住地。在平安时代，尊中臣氏为祖先的

一族开发了此地，并自称为水走氏。枚冈神社是充满了天地之元气的太古圣域，是恢复精力的古老神社。 
 

表 2-5.大阪府八尾市、枚岡神社の中文詳細資料 

1 主祭神 
①天儿屋根命、②比卖御神、③经津主命（齐主命）、④武甕槌命中的る第 1～4 殿的 4 座

神。 
2 神社创建 神武天皇，纪元前 3 年（公元前 663 年）。 
3 劝请神 768 年，经津主命、武甕槌命。 

4 主要祭事 
2 月 1 日：定期祭祀；2 月 3 日：节分灯明祭；3 月１日：梅花祭；4 月 3 日：樱花祭；5
月 3 日：平国祭；8 月第 4 个星期日：枚冈灯明祭；10 月 14 日：秋乡祭（布团太鼓）；１

2 月 31 日：年越大袚等 32 次。 
5 宫司、祢宜 宫司：中东弘；祢宜:山根真人。 
6 供奉地 邮编 579-8033，东大阪市出云井町 7-16。  
7 交 通 近铁奈良县枚冈站步行 2 分钟。进入大鸟居，至左边的神社停车场。 
8 位  置 北纬 34 度 40 分 16 秒，东经 135 度 39 分 09 秒。 
9 标  高 119 米 

10 电话，传真 电话：072-981-4177，传真：072-982-8176 
11 正殿的样式 春日造（別名：元春日），现在的神殿为 1989 年新建。 
12 境内末社 摄社：若宫社；末社：天津神，国津神。 
13 鸟  居 共 3 个(1 之鸟居（高 8.11 米），2 之鸟居，高 8.35 米的石鸟居(1940 年))。 
14 灯  笼 石灯笼 40 座以上（最高 9.11 米，巽参道 25 座，其他 15 座）。 
15 名刹等 神佛灵场巡拜之道 60 号（大阪 19 号）。  

16 特殊神事 1 月 15 日：粥占神事；12 月 25 日：注连绳挂神事。 
17 主  页 http://www.hiraoka-jinja.org 

 

３．枚岡神社の社殿と末社 

3-1.枚岡神社の本殿写真 

現在の御本殿は、文政９年（1８２６）に、近郡の氏子の奉納により造営されました。それより以前、『御神徳記』によると、

天喜４年（10５６）と宝治元年（1２４７）に焼亡し、その都度、造営され、文明９年（1４７７）にも近郡の氏子により造営され

たと記している。また、天正７年（1５７９）年９月、織田信長の兵火により類焼をうけ、本殿以下諸建物が焼失したが、慶
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長７年（1６0２）豊臣秀頼公が社殿の造営をし立派に復旧した。その後、徳川の時代にはいり、当社に対する崇敬は薄

れて衰退を余儀なくされ、文政９年に造営がされ、その後屋根の葺き替えや塗替え修理がおこなわれ、最近では平成

の大修造（平成元年から３年）を経て現在に至っている。建築様式は、枚岡造（王子造）と呼ばれ四殿並列極彩色の美

しい神社建築である。（市指定文化財） 

写真 3-1 は枚岡神社本殿で、市指定文化財の『枚岡造（王子

造）』と呼ばれ、1826 年（文政９年）に近郡の氏子の奉納により造

営された四殿並列、極彩色の美しい神社建築でである（平成 3 年

に大修造）。さすが河内国一ノ宮とし、長き歴史に残る輝きを残す

でしょう。 

枚岡神社は水に関わる神様であるため、左奥に「出雲井」（ｲｽﾞ

ﾓｲ）と称する井戸があり、古くより神聖な水が湧き続けている。枚

岡神社の鎮座地は、出雲井町の井戸の名称から呼ばれている。 

御祭神は向かって右より、第二殿：比売御神（ﾋﾒｶﾐ）、第一殿：

天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、第三殿：経津主命（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ：

斎主命）、第四殿：武甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。右から第

二殿、第一殿、第三殿および第四殿となっている。 

第一殿：天児屋根大神（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

 日本神話に登場する神で、春日権現（ｶｽｶﾞ-ｺﾞﾝｹﾞﾝ）とも呼ばれる。古事記では、天照大神が岩戸隠れした際、はじめ

てお祭りを行い、祝詞を奏上されたとして「神事宗源(ｼﾝｼ-ﾞｿｳｹﾞﾝ)」の神と称えられる。「日本書紀」神代巻に「中臣の

上祖(ﾄｵﾂｵﾔ)」「神事をつかさどる宗源者なり」と記され、古代の河内大国に古代の河内大国に拠点を置き大和朝廷の

祭祀をつかさどった中臣氏（のちの藤原氏）の祖神（氏神）とされる。また、天孫降臨の神話では、皇孫を助け斎ひ護る

ようにとの神勅により、その重責をはたし、「天孫輔弼(ﾃﾝｿﾝﾎﾋﾂ)」の神とも称えられる。 

第二殿：比売大神（ﾋﾒ-ｶﾐ） 

 比売御神とは特定の神の名前ではなく、主祭神の妻や娘、あるいは関係の深い女神を指し、比売神（比売大神）、比

咩神などと書かれる。ここでは后神、天美豆玉照比売命（ｱﾒ-ﾉ-ﾐﾂﾞﾀﾏﾃﾙﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）ではないかとされ、内助の功績多く、

良妻賢母、女性の鑑と仰がれる。 

第三殿：経津主命（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

 『日本書紀』のみに登場する神で、別名、斎主神（ｲﾜｲﾇｼ-ﾉ-ｶﾐ）、伊波比主神（ｲﾜｲﾇｼ-ﾉ-ｶﾐ）、『出雲国風土記』で

は布都怒志命として登場する。神話「国譲り」では、見事にその役を果たされたことから、武運守護の大神とも仰がれる。

一般に、奈良の石上神宮の布都御魂神と同一神と考えられ、中臣氏との縁深い神である。 

第四殿：武甕槌大神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

 『古事記』では建御雷之男神・建御雷神、「日本書紀」では、武甕槌武甕雷男神などと表記され、建雷命と書かれるこ

ともあり、文字通り「神鳴り」のような猛々しさを表す。別名として建布都神（ﾀｹﾌﾂ）、豊布都神（ﾄﾖﾌﾂ）とも呼ばれ、鹿島

神宮（茨城県鹿嶋市）に祀られていることから鹿島神（ｶｼﾏﾉｶﾐ）とも呼ばれる。 

（http://blog.yamamori.info/archives/315） 

  

鹿島神宮の御祭神で、建御雷神建御賀豆知命、布都御魂神と称え奉むられている。神話の中の国譲りにおいて、

高天原の最高司令神の名で、地上の国を平定する切り札として出雲国に派遣され、見事にその役を果たされ、国の平

定における武力と権威の象徴ともいうべき神様である。 

 枚岡神社と「古事記」「日本書紀」との関係では、「古事記」には、天児屋根命は天照大神の命令で地上に降臨した天

孫・瓊々杵尊に供奉した多くの神々の中に数えられ、その子孫である中臣氏が国の祭祀を司ったと記されている。神武

天皇東征の物語の中には「古事記」「日本書紀」と共に「青雲白肩之津（あおぐもしらかたのつ）」と呼ばれた日下の地が

登場する。 

 

 

写真 3-1.枚岡神社本殿。        

本 殿 右 から２殿 、1 殿 、３殿 と４殿 。 
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写真 3-2.枚岡神社の拝殿外部と額束。 写真 3-3.枚岡神社拝殿の前にある菊束。

 

枚岡神社の拝殿は明治 1２（1880）年に新築されました。平成の修造で檜皮葺きから、銅板葺きに葺き替えられた。

正面に掲げられた神額は、三條實美公揮毫である。写真 3-2 は枚岡神社の拝殿外部と額束である。写真 3-3 は枚岡

神社拝殿全景である。社殿由来は、枚岡神社の関係各位の支えがあって、今日までに継承されていることを痛感する。

歴史に残る貴重な文化遺産を管理された方に感謝の意を表する。その内容は、別表と要点を記述する。 

白雉元（650）年、孝徳天皇、平岡連らにより山麓の現地へ奉遷されたと伝えられ、神津嶽より遷座。 

天喜 04（1056）年、『御神徳記』に火災より焼失し、その都度、近郡の氏子などの奉仕により造営（再建）。 

宝治元（1247）年、社殿は、『御神徳記』に火災で焼亡し、その都度、近郡の氏子などにより造営。 

文明 0９（1477）年、社殿は、足利末頃に衰微していたのを、氏子らが再建。 

天正 0７（1579）年、織田信長の兵火により類焼をうけ、本殿以下諸建物が焼失。 

慶長 07（1602）年、豊臣秀頼公、社殿の造営し立派に修復して、行合橋改修・擬宝珠奉納。 

その後、徳川時代に、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされた。 

慶長 10（1605）年、豊臣秀頼による本殿建立、釣燈籠奉納（桑山重正奉行）。 

宝歴 0９（1759）年、本殿脇燈籠。本殿 4 社の両脇には竿部に｢平岡社忠利、鳥居氏｣と彫刻。 

文政 0９（1826）年、本殿は近郡の氏子の寄進により再建により造営。その後、屋根の葺き替えや塗替えた。現在に至る。

市指定文化財の『枚岡造（王子造）』と呼ばれた。 

 

3-2.枚岡神社の社殿規模 

表 3-1 は近鉄枚岡駅前にある神社の社殿規模を測量したデ－タ。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。 

 

表 3-1.東大阪市、枚岡神社の社殿規模（m） 

 

 

高さは、拝殿（10.51m）が高く、次に若宮社（8.21m）、天神地祗社（8.06m）そして本殿（6.42m）の順に低くなっている。

間口は、拝殿（12.75m）が大きく、次に本殿（3.98m）、若宮社（3.95m）および天神地祗社（2.71）の順に小さく。ここで、

四神社の中で枚岡神社の統計分析は、最小値・平均値・最大値を表示した値である。 
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図 3-1.枚岡神社の社殿の測量値（m） 図 3-2.枚岡神社社殿の測量面積グラフ（平方 m） 

 

図 3-2 は、枚岡神社の社殿測量による面積のグラフである。面積が広いのは。拝殿（108.50m2）が最大で、若宮社

（21.65m2）、本殿（15.56m2）および天神地祗社（8.78m2）順に小さくなっている。拝殿は幣殿を含むことが多いため広い

ことが多いのである。 

 

3-3.枚岡神社の摂末社の写真と考察 

写真 3-3 は、摂社である若宮社（ﾜｶﾐﾔ-ｼｬ）で、枚岡神社（河内国一之宮 太古の聖域）にあり、天押雲根命（ｱﾒ-ﾉ-

ｵｼｸﾓﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）が祀っている。天児屋根命と比売御神の間に生まれた御子神様である。この神様は、天児屋根命によ

って、天の二上に登り、皇御孫尊（ｽﾒﾐﾏﾉ-ﾐｺﾄ）の御膳水（ﾐｹﾂ―ﾐｽﾞ）を取ってきたと伝説。 

写真 3-4 は、末社の天神地祇社で、天津神・国津神が祀られている。「国津神」系霊統とは、天津神が降臨する以前

から存在していた日本古来の神々である。すなわちスサノオ＆ニギハヤヒの親子（物部氏の祖）、大国主（ｵｵｸﾆﾇｼ、蘇

我氏・源氏の祖）、ヒルコ・ナガスネヒコ（阿曇族）と考えられる。 

天上の世界「高天原」に住まい、日本の国土に降りてきた神々。その主宰神が天照大神である。記紀神話では天地

創造の神々も天津神（別天津神）とされる。彼らが降りてくる前から国土にいた神々を国津神というが、より古い時代に

高天原から降りてきたスサノオとその子孫も国津神とされる。 

『古事記』において、天地開闢の時にあらわれた五柱の神々を云う。 『古事記』上巻の冒頭では、天地開闢の際、高

天原に以下の三柱の神（造化の三神という）が、いずれも「独神（ﾋﾄﾘ-ｶﾞﾐ）」（男女の性別が無い神）である。 

 

    

写真 3-3.摂社の若宮社、天押雲根命   

（ｱﾒﾉｵｼｸﾓﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。 

写真 3-4.末社の天神地祇社、天津神・国津神。 

 

3-4.枚岡神社の神木と梅林   

御神木：柏槙（ﾋﾞｬｸｼﾝ）と呼ばれるイブキ科の樹木である。社伝によると、白雉元年（６５0）に、神津嶽から現社地に神

様をお遷しされました時、神津嶽には神武天皇お手植えの柏槙の大木である。昭和 1３（1938）年大阪府の天然記念
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物に指定された。昭和の第二室戸大風で損傷。昭和４0（1965）年代地上３ｍを残し伐採・切株を保存するため覆い屋

根が施された。胸高幹周囲６.５ｍ、高さ２５ｍありました（写真 3-5）。 

 

 
写真 3-5.枚岡神社の神木 写真 3-6.枚岡神社の梅林 

 

梅林：神仏混合の時代に、神護寺・元古庵 平岡寺・法連庵・来迎寺・真堂寺の宮寺が存在、明治に入り社寺改革に

よる神仏分離で廃寺。その跡地に梅樹を植えたのが枚岡梅林の始まりである。明治 1４年「愛敬社」、明治 1６年「換友

社」、大正 1２年「神苑奨弘会」、昭和２年「神苑保勝会」と いった崇敬団体が、その役割を引継担った。春には２月中

頃から３月中頃、紅白の花が咲き競い梅香を漂す（写真 3-6）。 

 

3-5.年中行事と特殊神事   

表 3-3.枚岡神社の主な年中行事 

月  日 行  事 月  日 行  事 月  日 行  事 

01 月 01 日 歳旦祭 01 月 11 日 粥占神事 01 月 1５日 粥占奉賽祭 

0２月 01 日 例祭 0２月 0３日 節分灯明祭   

0３月 01 日  梅花祭 0３月２５日 末社、天地祇社例祭 0４月 0３日 桜花祭 

05 月 5 日  小太鼓祭 05 月 21 日 平国祭 06 月 30 日 夏越大祓（茅の輪潜り） 

08 月 25 日 風鎮祈願祭 08 月第４日曜日 枚岡灯明祭（千灯明踊り） 09 月 16 日 神津嶽本宮例祭 

09 月 25 日  風鎮奉賽祭 10 月 14 日、15

日 

秋郷祭 12 月初申日 上申祭 

12 月 17 日 摂社若宮社例祭 12 月 25 日 注連縄掛神事（お笑い神事） 12 月 31 日 年越大祓 

毎月一日 早朝 朝市（参道広場） 
 

3-6.特殊神事の粥占 

神事日は 1 月 11 日で、天鏝杵臼で熾した天で小豆粥を天蚕で炊き、そこに篠竹５３本を縄で縛って蚕に入れ、竹

に詰まった小豆粥の量により、米以下雑穀・芋・瓜・綿に至るまで農作物の出来を占うのである。また、煥火上に樫の小

木十二本を順番に並べ、その焦げ具合により一年の天候を占います。終了後、境内では神事で炊かれた小豆粥が参

拝者にふるまわれる。無病息災の霊験があらたかといわれた。この神事は大阪府無形民俗文化財に指定。古谷昭雄医

学博士は、粥占神事を火鑚杵臼で熾こした火で小豆粥を大釜で炊きこむ・・・農作物の出来を占う。一年の天候を占う。

神事終了後炊かれた小豆粥を参拝者にふるまわれ、無病息災を祈願する。と論じている。 

 その他に、次のような神事がある。①神饌所（御釜殿）、②特殊神事の節分、③特殊神事の平国祭、④特殊神事の大

祓、⑤特殊神事の灯明祭、⑥特殊神事の秋郷祭、⑦特殊神事の注連縄掛神事（お笑い神事）、⑧ 特殊神事の神事

宗源、⑨特殊神事の天孫輔弼である。 
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4.枚岡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。 

 

4-1.枚岡神社の鳥居の写真 

一之鳥居は、二之鳥居より約８00ｍ西にある鳥居で、昔の東高野街道に面して建てられており、ここからが枚岡神社へ

の参詣道となっている。東側正面に聖地神津嶽を仰ぎ望むことができる。建立は古く、この鳥居に掛かる注連縄は、古

くより地元鳥居町氏子の手により作られ、毎年 1 月３日に掛け替えが行われている。 

 

 
写真 4-1.枚岡神社、一之宮鳥居 写真 4-2.枚岡神社、石鳥居(1 次)

 

亨和 0２（1802）年、一の鳥居は、旧高野街道沿に灯籠群内。一の鳥居から枚岡神社にいたる参道に松並木が続い

ていたといわれ、今は一本の松の木も見られない。享和（1801～4）年間、枚岡神社の西方 800m に東高野街道が南北

に通じている街道に面して石鳥居が建っている。石鳥居は造立（枚岡市第二巻）で左側の脚注下方に「石工善根寺村

彦兵衛」と刻まれている。高さ約 8m、脚柱間約 7m である。束下に燈籠横にキリシタン燈籠の残骸ある。平成 07（1995）、

一の鳥居は、阪神淡路大震災の影響で損傷がみられる。平成 10（1998）、一の鳥居は、鳥居町をはじめ氏子の奉加に

より改修されました（写真 4-1 と写真 4-2）。 

 

 
写真 4-3.枚岡神社、二之宮鳥居と額束 写真 4-4.枚岡神社、石鳥居（2 次調査）

 

明治 19（1886）年、二ノ鳥居は建立した。大正 0４（1515）年、二ノ鳥居は 額面を奉納されたもので、この年には伏見

宮女王殿下御参拝、さらに、大嘗祭奉告祭に勅使がつかわされ祭礼が行われた（写真 4-３）。昭和 0９（1934）年、二ノ

鳥居は、改築を経て現在に至っております。現在の二ノ鳥居は昭和 54（1979）年に竣工した。石鳥居は昭和 1５（1940）
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年に皇紀２６00 年を記念して新築された（写真 4-4）。 

 

4-2.枚岡神社の鳥居の計測値 

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. 枚岡神社の鳥居の測量値（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1.枚岡神社の鳥居の柱間距離と高さ 図 4-2.枚岡神社の鳥居の柱間距離と高さ（3Ｄ）

 

枚岡神社にある鳥居の最大値では、柱の円周 2.46m、直径 0.85m、柱間距離 5.90m である、貫の高さは下点 5.82m

と上点 6.456m で、笠木の高さは下点 7.30m、上点 7.72m と頂点 8.35m である。 

枚岡神社鳥居の平均値では、柱の円周 2.27m、直径 0.77m、柱間距離 5.50m で、貫の高さは下点 5.31m と上点

6.35m である。 

笠木の高さは下点 6.75m、上点 7.19m と頂点 7.88m である。枚岡神社鳥居の最小値では。、柱の円周 2.08m、直径

0.71m、柱間距離 5.19m である。貫の高さは下点 4.88m と上点 5.38m で、笠木の高さは下点 6.01m、上点 6.65m と頂

点 7.19m である。 

図 4-1 は枚岡神社鳥居名と高さ（2-D 縦棒）で、並行状態の高さである。図 4-2 は枚岡神社鳥居名と高さ（3-D 円

柱）で、測量値を表示した。 

 

4-3.枚岡神社・恩智神社・弓削神社の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、二の鳥居より大きい値であることが理解できる。石鳥居は、最大値である。ここで、河内国二の鳥

居である恩智神社と河内国三の鳥居である弓削神社との比較を行った。 

鳥居の最大値では、枚岡神社の柱間距離 5.90m である、枚岡神社における貫の高さは下点 5.82m と上点 6.456m

で、枚岡神社における笠木の高さは下点 7.30m、上点 7.72m と枚岡神社における頂点 8.35m である。 
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図 4-2.河内国にある神社鳥居の柱間距離と笠木・貫高さ（ｍ） 

 

 

鳥居の最小値では。、弓削神社の柱間距離 2.51m である。弓削神社における貫の高さは下点 2.61m と上点 2.81m

で、弓削神社における笠木の高さは下点 3.18m、上点 3.37m である。したがって、これらの鳥居に関する平均値は、柱

間距離 4.46m である、貫の高さは下点 447m と上点 4.96m で、笠木の高さは下点 3.18m、上点 3.37m である。 

したがって、これらの鳥居に関する平均値は、柱間距離 4.46m である、貫の高さは下点 447m と上点 4.96m で、笠

木の高さは下点 3.18m、上点 3.37m である。 

 

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、高さをＹ，柱間距離をＸとし、２変数３次方程

式とすれば、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = -0.29Ｘ2 + 3.63Ｘ-4.09  ……決定係数(R2 =0.918) ………(4-1) 

Y(笠木下の高さ▲) = -0.34Ｘ2 + 3.93Ｘ-4.76   ……決定係数(R2 =0.885) ………(4-2) 

 

笠木上の決定係数（0.918）は、笠木下（0.885）より僅かに大である。その差は 0.033 である。 

 

鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を究明するため考察方法として、高さをＹ，柱間距離をＸとし、２変数３次方程式と

すれば、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

Y(貫上の高さ◆) = -0.29Ｘ2 + 3.41Ｘ-4.09  ……決定係数(R2 =0.895) ………(4-3) 

Y(貫下の高さ■) = -0.25Ｘ2 + 2.95Ｘ-3.30   ……決定係数(R2 =0.909) ………(4-4) 

 

貫上の決定係数（0.895）は、貫下（0.909）より僅かに小である。その差は 0.014 である。 

 

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

弓削神社 
恩智神社 

枚岡神社

弓削神社

恩智神社 

枚岡神社
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５.枚岡神社の灯籠と考察 

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。石燈籠は、①基本型、②変化型、③山燈型等に

に分類できる。枚岡神社における燈籠は、基本型に含まれている。枚岡神社の石燈籠形式の系譜は、境内には様々

の形式の石燈籠がある。巽参道と本殿・拝殿・鳥居・広場･斎館等に分布している。「わかくすう２４号誌の荻田昭明によ

ると、年代も江戸初期から昭和にいたるまで、高さは 7～8m から 1.5m ぐらいの低いものまである。明治以降古式になら

って造建するものがあって、形式変遷を考えることは困難である。従って、江戸期に限って考察することにした。まず、

中世に普及した六角型燈籠、ついで、枚岡神社では初期に造建されたらしい四角型であるが、竿石の側面形がバチ

型に変化する神前型Ａ、その竿石の側面形が、下方に広がる神前型Ｂと考えた。神前型Ｂは伊勢参りの街道筋、村の

辻に見られる石燈籠である。 

 

5-1. 枚岡神社の境内にある灯籠 
枚岡神社の石燈籠の歴史は、年代別に要約できる。慶長 10（1605）年、豊臣秀頼による本殿建立、釣燈籠奉納（桑

山重正奉行）。慶安 02（1649）年、灯籠群内燈籠。境内最古の燈篭(若宮壮前 1 対、末社天神地祇壮北西 1 基）建立。

寛文 0９（1669）年、鳥鳴殿前燈籠。拝殿の北西、吉辰客坊村｣等と竿部に刻んだ 1 基の灯籠。貞享 0２(1685) 年、一

の鳥居の前に、燈籠が立っている。寛延 04 (1751) 年、階段を上がると、燈籠が対関係で立っている。宝歴 0９（1759）

年、本殿脇燈籠。本殿 4 社の両脇には竿部に｢平岡社忠利、鳥居氏｣と彫刻。亨和 0２（1802）年、灯籠群内燈籠「枚岡

神壮一の鳥居」（旧高野街道沿）。束下に燈籠横にキリシタン燈籠の残骸がある。元治元（1864）年、灯籠は南端の天

神地祇社へ向かう階段石に再建。昭和初期にかけ境内に 40 数基の燈篭が奉納。若宮社に燈龍がある。鳥居の計測

値は、別表のように枚岡神社の灯籠の建立年代と高さとの関係を表示している。灯籠の建立年代において、判明３５基

と不明５基である。ここでは、判明した３５基について解析を行った。 

建立年 258（1649～1907）年間の３５基の鳥居数と高さは次の通りである。建立年度が不明な鳥居は５基である。最

高の高さは 9.11ｍで最低の高さは 1.49ｍである。 

1６00 年代（1649～1688）年間の鳥居数は 0７対で高さは最低 1.61～最高 2.11m である。1700 年代（1721～1799）

年間の鳥居数は 12 対で高さは最低 1.49～最高 4.32m である。1800 年代（1801～1880）年間の鳥居数は 11 対で高さ

は最低 2.01～最高 7.71m である。1900 年代（1902～1907）年間の鳥居数は 05 対で高さは最低 5.21～最高 9.11m で

ある。 

高さ別に分類することができる。高さ（1.00～199）m 間の灯籠数は 1５基である。高さ（2.00～299）m 間の灯籠数は

08 基である。高さ（4.00～499）m 間の灯籠数は 03 基である。高さ（5.00～599）m 間の灯籠数は 07 基である。高さ

（7.00～799）m 間の灯籠数は 01 基である。高さ（9.00～999）m 間の灯籠数は 01 基である。 

 

 

   

写真 5-1.石鳥居南、1830

年、高さ 4.57m 

写真 5-2.鳥居西、1821

年、高さ 5.21m 

写真 5-3.鳥居南、1724

年、高さ 4.11m 

写真 5-4.石鳥居南、1723

年、高さ 4.32m 
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写真 5-1 は石鳥居南にあり、1830 年に建立した高さ 4.57m。写真 5-2 は鳥居西にあり、1821 年に建立した高さ 5.21m。

写真 5-3 は鳥居南にあり、1724 年に建立した、高さ 4.11m。写真 5-4 は鳥居南にあり、1723 年に建立した高さ 4.32m

である。 

 

 

写真 5-5.参道中南、1850

年、高さ 5.11m 

写真 5-6.広場南西、1868

年、高さ 7.71m 

写真 5-7.広場北西、1907

年、高さ 9.11m 

写真 5-8. 斎間北、1878

年、高さ 5.41m 

 

写真 5-5 は参道中南にあり 1850 年に建立した高さ 5.11m。写真 5-6 は広場南西に、あり 1868 年に建立した高さ

7.71m。写真 5-7 は広場北西にあり 1907 年に建立した、高さ 9.11m。写真 5-8 は斎間北にあり 1878 年に建立した、

高さ 5.41m である。 

 

 

写真 5-9.手水西、1880

年、高さ 5.11m 

写 真 5-10. 鶏 鳴 殿 前 、

1669 年、高さ 1.99m 

写真 5-11.拝殿北東、1735

年、高さ 1.55m 

写 真 5-12. 本 殿 西 北 、

1759 年、高さ 1.63m 

 

写真 5-9 の石灯籠は、手水社の西側、1880 年に荷建立した高さ 5.11m。写真 5-10 の石灯籠は、鶏鳴殿前にあり、

1669 年に荷建立した高さ 1.99m。写真 5-11 の石灯籠は、.拝殿北東にあり、1735 年に荷建立した高さ 1.55m。写

真 5-12 の石灯籠は、.本殿西北にあり、1759 年に荷建立した高さ 1.63m である。 
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5-2.枚岡神社、本殿南側、若宮社の灯籠群内の石燈籠(巽参道) 

 

 
図 5-1.枚岡神社、本殿南側、若宮社にある灯籠群内の石灯籠(巽参道) 

 

 

   

写真 5-16.巽参道、1801

年、高さ 2.32m 

写真 5-17.巽参道、1650

年、高さ 2.57m 

写真 5-18.巽参道、1799

年、高さ 1.95m 

写真 5-19.巽参道、1799

年、高さ 2.11m 

 

  

写真 5-19.巽参道、1721

年、高さ 1.91m 

写 真 5-20. 巽 参 道 、 不

明、高さ 2.11m 

写真 5-21.巽参道若宮、

1649 年、高さ 1.67m 

写真 5-22.巽参道、1735

年、高さ 1.71m 
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写真 5-23.巽参道、1688

年、高さ 1.91m 

写 真 5-24. 巽 参 道 、 不

明、高さ 1.61m 

写真 5-25.巽参道、1847

年、高さ 2.21m 

写真 5-26.巽参道、1761

年、高さ 1.91m 

 

   

写真 5-27.巽参道、1776

年 1.92m 

写真 5-28.巽参道、1802

年 2.01m 

写真 5-29.巽参道、1751

年 1.49m 

写真 5-30.巽参道天神、

天神、1939 年 2.15m 

 
図 5-2 と図 5-3 は、枚岡神社の灯籠の建立年代と高さとの関係である。建立年 258（1649～1907）年間の 37 の鳥居

数と高さは次の通りである。建立年度が不明な鳥居は５基である。最高の高さは 9.11ｍで最低の高さは 1.49ｍである。

図 5-3 は、枚岡神社の灯籠の高さと数との関係である。 

 

図 5-2.枚岡神社の灯籠の建立年代と高さ 図 5-3. 枚岡神社の灯籠の高さと数 
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建立年と灯籠の高さとの関係を解析すれば、３段階のグル－プに分類できる。第 1 段階は、 灯籠の高さ（1～3）m で、

2m 中心に 23 基が建立されている。第 2 段階は、灯籠の高さ（4～6）m で、5m 中心に 10 基が建立されている。第 3 段

階は、灯籠の高さ（7～9）m で、8m 中心に 02 基が建立されている。 

 

 

写真 5-31.本殿北、左側から 5 基の高さ 1735 年の 1.63ｍ、1852 年

2.20m、不明 2.20m、1916 年 2.55m、1916 年 2.60m の順である。 

写真 5-32.新鮮な空気と新鮮な発想が

生まれる河の環境歴史は 2700 年 

 

６.おわりに 

6-1.枚岡神社の社殿建築  

高さは、拝殿（10.51m）が高く、次に若宮社（8.21m）、天神地祗社（8.06m）そして本殿（6.42m）の順に低くなっている。

間口は、拝殿（12.75m）が大きく、次に本殿（3.98m）、若宮社（3.95m）および天神地祗社（2.71）の順に小さく。ここで、

四神社の中で枚岡神社の統計分析は、最小値・平均値・最大値を表示した値である。末社の天神地祇社で、天津神・

国津神が祀られている。「国津神」系霊統とは、天津神が降臨する以前から存在していた日本古来の神々である。すな

わちスサノオ＆ニギハヤヒの親子（物部氏の祖）、大国主（ｵｵｸﾆﾇｼ、蘇我氏・源氏の祖）、ヒルコ・ナガスネヒコ（阿曇族）

と考えられる。枚岡神社の社殿の規模は、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）そして枚岡神社（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）、そして枚岡神社（8.98m）の順に狭くなっている。奥行きは枚岡神社（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、枚岡神社の

高さと間口と奥行きは、四神社の中で最小値である。 

 

6-2. 枚岡神社と八尾の 11 鳥居の考察 
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表 6-1 は河内国、枚岡神社・恩智神社・弓削神社の正面における鳥居の勾配と決定係数を比較した。鳥居の高さとして、

枚岡神社が高く、恩智神社は枚岡神社と弓削神社の中間にある。最後に弓削神社は、枚岡神社と恩智神社より遥かに低い

高さであることが判明できた。 

 

表 6-1.河内国、枚岡神社・恩智神社・弓削神社の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

枚岡・恩智・弓削の東と西 笠木上 3.63 0.918 貫上 3.41 0.895 

枚岡・恩智・弓削の東と西 笠木下 3.93 0.885 貫下 2.95 0.909 

平均 笠木 3.78 0.902 貫 3.18 0.902 

 

笠木上の決定係数（0.918）は、笠木下（0.885）より僅かに大である。その差は 0.033 である。笠木の勾配（3.78）は貫

の勾配（3.18）より大きい。貫上の（0.895）は、貫下（0.909）より僅かに小である。その差は 0.014 である。 

笠木の決定係数（0.902）は貫の決定係数（0.902）と同様な値である。 

 

6-３.枚岡神社の石灯籠 

枚岡神社中庭石灯籠 32 高さ 2.23m である。建立年と灯籠の高さとの関係を解析すれば、３段階のグル－プに分類

できる。第 1 段階は、 灯籠の高さ（1～3）m で、2m 中心に 23 基が建立されている。第 2 段階は、灯籠の高さ（4～6）m

で、5m 中心に 10 基が建立されている。第 3 段階は、灯籠の高さ（7～9）m で、8m 中心に 02 基が建立されている。 

 

6-4.枚岡神社に関連する東経と北緯 

図 6-1 は八尾付近神社ト枚岡神社の緯度で、樟本南神社・樟本南神社・樟本神社・渋川神社・弓削神社東・弓削神

社・恩智神社の７神社は北緯 34 度 36 分に一致していることが確認できた。次に、八尾神社・八尾天満宮・許麻神社の

３神社は北緯 34 度 37 分に一致していることが確認できた。 

 

図 6-1.八尾の主な神社と枚岡神社の緯度図（左は棒グラフ、右は緯度相関） 

 

穴太神社 34 度 38 分と枚岡神社 34 度 40 分の大きい値で、さらに、大きい北緯は枚岡神社である。図 6-2 は八尾

付近神社の北緯と東経との関係では、樟本南神社・樟本南神社・樟本神社・渋川神社の 3 神社は 135 度 35 分である。

枚岡神社を除くと北緯は 34 度 36 分で、L 字タイプの値であることが確認できた。枚岡神社から見ると、八尾の神社は

西南方向の鎮座している。 
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図 6-2.枚岡神社と住吉大社・八尾にある神社の緯度図 

 

図６-２において、枚岡神社の北緯は八尾の北緯に鎮座している。一方、住吉大社は南西方向に鎮座している。北緯

34 度 36 分の線には、住吉大社・樟本神社・樟本神社北・樟本神社南・弓削神社東・恩智神社の６神社が鎮座している。

この間には玉祖神社がある。 
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別表 1.枚岡神社、2700 年間の略年譜 

和 歴 西 暦 内     容 

神武天皇

天智元 

紀元前 

前 663 

初代天皇の神武天皇が大和の地で即位。枚岡神社の創建は、神武天皇時代？。 

初代神式天皇が大和橿原の地で即位。 

神式天皇が御東征の爾、勅命を奉じて天種子命が国土平定を祈願し、天児屋根命・比売

御神の二神を本殿背後の霊地神津嶽に祀られたのが始まりである。 

神武天皇 

紀元前 3 
前 660 

天種子命（ｱﾒﾉﾀﾈｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ）が、祖神の天児屋根神〔あめのこやねのみこと〕を神津岳（ｶﾐﾂ

ﾀﾞｹ）の頂に一大磐境（磐坂）を設け祀る。 

日本の皇紀は、初代天皇西暦よりも 660 年前に皇紀がはじまったとされる。 

白雉元 650 孝徳天皇、平岡連らにより山麓の現地へ奉遷されたと伝えられている。神津嶽より遷座 

白雉 02 651 
中臣氏の支流の『平岡連（ﾋﾗｵｶﾉﾑﾗｼﾞ）』により現在地に奉遷。 

孝徳天皇、中臣氏である平岡進等により、現在の場所に奉遷された。 

神護景雲

2 
768 

称徳天皇時代、奈良の春日大社が創建した。 

その時、徳天児屋根命・比売御神の二神が春日大社に分杞され、「元春日」と呼ばれた。 

宝亀 09 778 春日大社から武甕槌命と斎主命の二神の分霊を奉斎、四殿となる。 

中世時代 800 ～1300 年頃。『一の宮制度』の成立と共に、「河内国一宮」と呼ばれる。 

大同元 806 
60 戸の封戸を充てられ、悠久限りなき上代に勅旨にて創祀。 

古来朝廷の尊崇最も厚く、貞観年中に神階「正一位」を授けられ、永例と定めた。 

貞観元 859 「正一位」に叙せられ、『延喜式』の『名神大社』となった。 

天喜 04 1056 『御神徳記』に火災より焼失し、その都度、近郡の氏子などにより造営（再建） 

寛治 05 1091 
堀川天皇、8 月 12 日、行幸 御馬・御幣・御太刀 奉納。 

堀河天皇が参拝、勅旨により創始により朝廷から特別な尊崇を受けた。 

永萬元 1165 平清盛、神馬・御幣奉納。 

承安元 1171 源義経、太刀二振奉納。 

建久元 1190 源頼朝、御剣・砂金奉納。 

宝治元 1247 社殿は、『御神徳記』に火災で焼亡し、その都度、近郡の氏子などにより造営。 

建治元 1275 
蒙古襲来の情報を得た上人は、枚岡神社に参拝した。 

敵国降伏の祈願のために大般若経の転読を行った。 
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弘安 02 1279 
枚岡神社に、聖朝安穏を祈願したと伝えられている。 

その際の経巻が、京都府宇治市の地蔵院に所蔵されている。 

暦応元 1338 足利尊氏、宝物奉納 

正平 04 1349 楠正行、1 月 2 日、太刀・物具献納 

文明 09 1477 社殿は、足利末頃に衰微していたのを、氏子らが再建 

天正 07 1579 9 月、織田信長の兵火により類焼をうけ、本殿以下諸建物が焼失した。 

天正 11 1583 関白近衛前久、薩摩下向の途次に参拝された。 

慶長 07 1602 
豊臣秀頼公、社殿の造営し立派に修復して、行合橋改修・擬宝珠奉納した。 

その後、徳川時代に、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされました。 

慶長 10 1605 豊臣秀頼による本殿建立、釣燈籠奉納（桑山重正奉行） 

慶安 02 1649 
灯籠群内燈籠。境内最古の燈篭(若宮壮前 1 対、末社天神地祇壮北西 1 基）建立。 

昭和初期にかけ境内に 40 数基の燈篭が奉納。若宮社に燈龍がある。 

寛文 09 1669 鳥鳴殿前燈籠。拝殿の北西、吉辰客坊村｣等と竿部に刻んだ 1 基の灯籠。 

宝永 08 1711 
上社務所の東側に寄進された手水鉢。横から枚岡梅林に向かう道がある。 

東側には｢出雲井｣と二つの末社があり、道沿いに多くの石造物が見られる。 

宝暦 05 1755 道の北と南には高さ 55cm の百度石が一対。 

宝歴 09 1759 本殿脇燈籠。本殿 4 社の両脇には竿部に｢平岡社忠利、鳥居氏｣と彫刻。 

亨和 02 1802 
灯籠群内燈籠「枚岡神壮一の鳥居」（旧高野街道沿）。 

束下に燈籠横にキリシタン燈籠の残骸ある。 

文政 09 1826 
本殿は近郡の氏子の寄進により再建により造営。その後、屋根の葺き替えや塗替えた。 

現在に至る。市指定文化財の『枚岡造（王子造）』と呼ばれた。 

嘉永 06 1853 
枚岡駅から枚岡神社に向かう石階段下北に自然石の基礎に 43cm×34.5cm 角、高さ

3.23m の「道しるべ」がある。   

元治元 1864 灯籠は南端の天神地祇社へ向かう階段石に再建。 

明治 04 1871 
「河内の国一の宮」として、河内一円の氏子や武家・公家・庶民に至るまで信仰を集めた。

その時、神社制度が確立され、神宮寺等が廃され『官幣大社』に列せられた。 

明治 04 1872 
延喜式神名帳では名神大社に列した。 

「一の宮制度」の成立で「河内国一の宮」となり、官幣大社に列せらた。 

明治 12 1879 中門・透き塀は中門・透き塀は：改築。 

明治 19 1886 二の鳥居は改築竣工。 

明治 22 1889 
句碑「野も山も 皆我物そ けふの月」建立。平瀬露香詠。 

枚岡梅林には、平瀬露香(あし能家貞英)の句碑が造立。 

明治 38 1905 中門・透き塀は：現在の場所に移設。 

明治 40 1907 
中庭北燈籠。枚岡神社社標は参道前の大鳥居の南横に（第二鳥居南側）建立。 

官幣大社枚岡神社と刻印。三條実美公書。 

明治 45 1912 句碑「また梅の 寒きに 蟹の裏表」建立。松瀬青々詠。倦鳥文庫。 

明治 04 1969 
官幣大社列格以来、先輩諸氏が後世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文書の記載の中より、物部弓削守屋大連公の祭祀を記述。 

大正 04 1915 
二の鳥居は奉納、伏見宮女王殿下御参拝、大嘗祭奉告祭に勅使がつかわされ祭礼。 

枚岡村名が変更。石鳥居は皇紀 2600 年を記念して新築。 

大正 05 1916 枚岡南村が誕生。 

昭和 03 1928 
神饌所（御釜殿）は神饌を調理する所。 

毎年 1 月 11 日、特殊神事「粥占神事」（かゆうら）をこで執行した。現在の建物は改築後。
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昭和 04 1929 縄手村。 

昭和 09 1934 二の鳥居は改築され現在に至る。鳥居の額面設置。 

昭和 10 1935 斎館は竣工の建物で、それまでも建物は存在していた。 

昭和 12 1937 斎館は貞明皇太后行啓をお迎えにため、建替した。 

昭和 14 1939 枚岡町変更。 

昭和 15 1940 石鳥居：皇紀 2600 年を記念して、新築された。 

昭和 22 1947 縄手町を経て。 

昭和 26 1951 中門・透き塀は再々修復。 

昭和 30 1955 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 50 万人弱。 

昭和 54 1979 二の鳥居は竣工。 

平成 01 1989 ～1991 年、平成の大修造（現社殿）。 

平成 03 1991 氏子の奉納により造営された四殿並列、極彩色の神社建築に大修造。 

平成 07 1995 一の鳥居阪神淡路大震災の影響で損傷がみられた。 

平成 10 1998 一の鳥居に鳥居町は、氏子の奉加により改修。 

平成 13 2001 句碑「梅林の なかでたた 一枝描く」建立。森田峠詠。 

 

 

 

神社の関係者と調査団との記念写真 2013 年 
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別表 2.枚岡神社、灯籠の高さと建立年(和歴と西暦) 
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