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ABSTRACT 

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in the Onji-Jinja Shrine and 
its Human Power, The Ancient Sanctuary of Kawachi Country Ninomiya, 5-10, Onjinakamachi, Yao-shi, 
Osaka．Furthermore, the origin of Hiraoka Shrine translated Multilingual translation (Japanese, 
English, Korea and Chinese) of history that supported the globalization era.  

Worshipped Gods is Oo-Miketu-Hiko-No-Ookami and Oo-Miketu-Hime-No-Ookami. Main Shinzi is 
Kayuura-Shinzi, Okiage-Shinzi, Gokusho-Shinzi and Tatematu-Shinzi. The foundation of Onji Shrine 
is conveyed in the times of Emperor Yūryaku (about 470). Onji Shrine is a Shinto shrine, which was 
built as Guardian deity of "Kawachi country Ninomiya", it is in old shrine one of the largest in the 
country. 
An enshrined deity of Onji Shrine guided a sea route and a land route safely with Sumiyoshi 

Ookami and, in the case of "Three Han conquest of Empress Jingu," helped Empress Jingu. 
Revered from the court, coming toJiMitsuru emperor (689), Onji Shrine is devoted to Kamifu 37 
units from Zingo-Keiun (768). Onji Shrine was made Juii by the achievement in Shou-sanmi, 56th 
Emperor Seiwa (859 years) in 55th Emperor Montoku (850 years).  
It becomes the shrine of the prefectural status in 1912. Takemikumari-Shrine popular name 

Suibun-Shrine is Ue-No-Suibun-No-Yashiro, and Migukurumi-tama-Shrine is called 
Nakano-Suibun no Yashiro, and this is the shrine which the Kusunoki whole families admired 
with 3-Yashiro. Takemi- kumari-Shrine is called Ue-No-Suibun-No-Yashiro in a shrine in Suibun, 
Chihaya-akasaka-mura, Minami-kawachi-gun, pref.osaka. Migukurumi-tama- Shrine is called 
Naka-No-Suibun-No-Yashiro in a shrine in Tondabayashi-shi, Osaka (former Kishi-mura). 
The architecture of Ōji-Zukuri in Main Shrine is a kind of the nagare-zukuri.The scale of the 

main shrine is frontage 1.82m and 1.82m in depth. Initially, the main shrine had been erected 
Tennou-mori (now Tonguu). But, it erected it as disrespect in the current ground to be located 
above a main shrine at Onji Kizuki Castle in Kenmu-nenkan. Front Shrine is the structure of 
syncretism of kami and buddhas was rebuilt in Ryoube-Shuugou-zukuri in Front Shrine in last 
years of Edo era. The scale of the front shrine is frontage 10.91m, 5.45m in depth.  
 
キーワード：神社由来の四ヶ国語(日英韓)用語、神社の社殿、鳥居、灯籠、神社の方位 
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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恩智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。恩智神社の所在地は、〒581－0833 大阪府八尾市恩智中町５丁目１０番地。北緯 34 度 36 分 23.5 秒

と東経 135 度 38 分 19 秒である。標高は 96m である。恩智神社の詳細概要は、次のように要約できる。 

1.主祭神は、大御食津彦神：おおみけつひこ（天児屋根命の五世の孫）と大御食津姫神:おおみけつひめ（伊

勢神宮外宮の御祭神豊受姫大神異名同神）の２の神である。 

大御食津彦命は天児屋根命の五世代の孫、大御食津姫命は伊勢神宮外宮に祀られる豊受姫大神の別名。第

一殿は大御食津彦命・大御食津姫命、第二殿は春日辺大明神、第三殿は天児屋根命が祀られている。 

大和時代の神功皇后が三韓征伐時に、当社の神が住吉大神ト現れ、この神を崇められ七郷（高安、南高安）の神領に

賜った。古墳時代や大和時代には、奥宮（天川山）・中宮（青谷原）・里宮(天王の森)と恩智神社の前身である氏人が祀る

祠があり、現在でも社有地として残っている。物部氏が守り神として、当神社を「天王の森」に創建されたと思われる。 

2.勧請神は、雄略天皇（470 年頃）、藤原氏により祖神の天児屋根命を香取神宮から勧請して創建。天児屋根命

はその後、枚岡神社を経て春日大社に祀られ、「元春日」と呼ばれる。710 年に周防国の玉祖神社から高安の玉祖

神社へ天明玉命の分霊を勧請した際、分霊を一旦恩智神社に祀ったとされている。当初は天児屋根命：あめのこや

ねのみことを祀った。後に枚岡神社に遷座した。現在の祭神を祀る。 

3.神社創建は、雄略天皇（470 年頃）、藤原氏により祖神の天児屋根命を香取神宮から勧請して創建。天児屋根
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命はその後、枚岡神社を経て春日大社に祀られ、「元春日」と呼ばれる。710 年に周防国の玉祖神社から高安の玉

祖神社へ天明玉命の分霊を勧請した際、分霊を一旦恩智神社に祀ったとされている。当初は天児屋根命（あめのこ

やねのみこと）を祀った。後に枚岡神社に遷座した。現在の祭神を祀る 

4.例祭は、春の行事は、4 月 3 日:春季例祭・祈年祭 五穀豊穣を祈る祭典。夏の行事は、8 月 1 日:夏季例祭、夏

越しの神事（大祓）の祭典。秋の行事は、11 月 26 日:秋季例祭/本宮祭、卯辰祭の五穀豊穣を報恩感謝の誠を感謝

する祭典。11 月 24 日:御供所神事/八尾市指定無形民俗文化財第 1 号、11 月 25 日:秋季例祭/宵宮。 

5.宮司は、新海英宣（にいみ ひでのり）。新海三智摩宮司の長男。平成二年、京都･八幡宮の神官から恩智神社

の権禰宜として赴任。四年前から先代宮司の後に継ぎ宮司に着任。 

6.社殿は、第一殿は大御食津彦命・大御食津姫命、第二殿は春日辺大明神（天川神社）、第三殿は天児屋根命（春

日大明神）が祀られている。社殿は、当初天王森（現頓宮）に建立されていたが建武年間に恩地左近公恩智城築城

の折、社殿より上方にあるのは不敬として現在の地恩智山上に奉遷され、現在に至っている。 

本殿は、王子造り（流れ造りの一種）で極めて珍しい貴重な建築様式で、切妻形式・木造銅板葺である。本殿は

左右側にある。その規模は、右側では間口（3.50ｍ）・奥行（3.17ｍ）で、左側では間口（3.20ｍ）・奥行（3.60ｍ）であ

る。宮普請記から宝暦６年（1756）頃と推測。両部集合造で神仏混淆の造りとして、江戸時代末期に地元の辻野大

工大長によって建替えられた。拝殿は、木造銅板葺で、規模は間口（14.10ｍ）・奥行三間（9.57ｍ）・高さ（9.61ｍ）で

ある。 

7.境内摂末社は、摂末社は、例祭順に①舟戸社､②安閑社、③稲荷社、④春日社、⑤三輪社、⑥熊野社、⑦住吉

社、⑧玉祖社、⑨愛宕神、⑩天照大神社、⑪八坂社、⑫天川社、⑬蛭子社の１３社である。 

8.鳥居は、正面鳥居（最高 6.03m）と稲荷神社（最高 2.48m）を含む 6 基である。 

9.灯籠は、境内・天の森・正面大鳥居前の３ヶ所を含むと 27 基（規模として、最高 3.20m、平均 2.18ｍ、最低 1.58

ｍ）、建立年代 1683～１９40 年間である。正面第鳥居の創建時期は、大正元(1912)年に建設された。 

10.建造物は、社務所、参集所、御供所、手水舎、閼伽井戸(清明水)である。  

我々は、そうした歴史背景を抑えつつ恩智神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細な測量と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恩智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少ないのでである。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 JR「八尾駅」の 4 神社と近鉄「八尾駅」の 4 神社を合わせた８神社の鳥居測量

値との比較検討を行った。今回は、大阪府八尾市、河内国にある「一之宮」・「二之宮」・の「三之宮」聖域について

の比較し、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。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。国際化時代に神社の存在感を公表し相応すべ基と痛感する。国際的に紹介するために神社の由来に

ついては多国語（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ることができた。 

 

2．恩智神社の資料と由来と現在 

 恩智神社は、『大阪府全誌』より引用すれば、恩智神社は東方恩智山の半腹字青谷原に鎮座せり。延喜式内の御

社にして、式に「恩智神社二座 並名神大月次相嘗新嘗」と見ゆるもの即ち是なり。社傅に依れば、創建の年代は遠

く白鳳の昔にありて、最初は天児屋根を祀りしが、景雲年中に至り て之を枚岡に移し、後大御食津彦命・大御食津

姫命の二座を祀るに至りしものなり。奈良春日に移り給ひしなりと。 以前に於ける當社の故例に、當社が舊 6 月 27
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日に大祓を行ふに當りて、神輿の泉州堺に出御せらるゝや、其の間は枚岡より来りて當社を守り、また、明治維新前

までは奈良春日社の猿楽は當社の猿楽出張せざれば行はれず、故に當社の猿楽座は彼の社より７石５斗と金若干

との扶持を受け来りしが、其関係は両社とも當社より遷座ありしに基と然れども古記の徴すペきものなければ何れと

も断じ難し。社は持統天皇の元年冬十月高安城へ行幸の砌、當社に行幸あらせられ、称徳天皇は天平神護二年河

内・丹後・播磨・若狭の三十七戸を寄せ させられ、降て醍醐・村上両天皇の御字（延喜應和の年）天下大に旱せし

かば、勅使参向して雨を祈りしに、共に其の験ありて民庶為めに蘇生し、叡感の餘神殿・末社を造営あらせられ、か

つ弊帛を捧げ給へり。是れより先、仁明天皇の嘉祥三年冬十月正三位を授かり給ひしを初めとして、遂に極位に昇

叙あらせられ、中世は神宮寺ありしが、明治維新後全く分離せり。(一部修正と省略)  

 

2-1.恩智神社関連の資料、天王の森（頓宮：お旅所） 

近鉄（大阪線）恩智駅の南東 500ｍの所に「天王森」という広場が、恩智神社の旧鎮座地とされる。恩智神社の御

旅所で毎年 08 月の夏祭りの際、渡御があり、神輿･太鼓台が休憩し、夜の宮入りの舁きだしは壮観である。ここは、

縄文期の土器などが出土することから，古い祭祀場跡とも考えられる。頓宮の規模は、間口 2.68m・奥行き 2.24m・高

さか 3.22ｍである。これは、昭和３１（1956）年に改築された。恩智神社の頓宮（お旅所）は、現在，長く牛頭天王を祭

る祇園社で、明治以後は，素盞鳴命を祭神とする八坂神社に改められた。「天王の森」には、樹齢何百年の大木が

あり、頓宮（八坂社）祀られている。神社名の八坂神社の祭神は素盞鳴命である。 

 南北朝時代の建武年間（1334-1338）

に，恩智左近満一（恩智神社の神職で足

利幕府と戦った武将）が東方の高台（現

在の恩智城趾公園）に城を造営し，城か

ら神社を見下ろすのをはばかって神社を

現在地に遷したという。祇園社があるの

で、「天王」は牛頭天王である。このあた

りが恩智遺跡の中心地でもあります。１

９４３年に立てられた石碑があります。縄

文前期～弥生時代の遺物が出土している。写真 2-1 は 恩智城趾(公園)の碑。写真 2-2 は、祇園社・八坂神社正

面である。 

 
2-2.恩智（おんじ）神社の和文由来と現在 

御祭神は大御食津彦大神（ｵｵﾐｹﾂﾋｺ-ﾉ-ｵｵｶﾐ）、大御食津姫大神（ｵｵ-ﾐｹﾂ-ﾋﾒ-ﾉｵｵｶﾐ）である。特殊神事とし

てお粥占神事、おき上げ神事、御供所神事と立松神事が伝わる。恩智神社の創建は雄略年間（470 年頃）と伝えら

れている。恩智神社は、河内国二の宮の守護神として創祀された神社で国内でも有数の古社である。また、名神大

社に列する神社です。 

神功皇后の三韓征伐の際、恩智神社の御祭神が住吉大神と共に海路と陸路を安全に道案内し、先鋒あるいは

後衛となり神功皇后に加勢した。その功により帰国時に朝廷から七郷を賜ったと伝わる。朝廷からの崇敬厚く、持統

天皇の元年（689）に行幸されて以来、神護景雲2年（768）には３７戸を神封に充てられた。その功績によって恩智神

社は、文徳天皇（第 55 代）嘉祥 3 年（850）に正三位、清和天皇（第 56 代）貞観元年（859）に従二位に叙せられ、恩

智大明神の称号を賜り、名神大社として延喜式神名帳に登載された。さらに、恩智大明神の称号を賜り、明神大社

として延喜式神名帳に登載された。 

 また、恩智神社は一條天皇正暦 5 年（994）中臣氏を宣命使として幣帛を奉り、疫病等の災難除けを祈願された。

これが当社の大祓神事（夏祭）の始まりである。恩智山上に奉遷され、現在に至っている。大正元年府社となる。三

代実録によれば、下水分社といわれている。これは、建水分神社（千早赤阪村：通称水分神社）が上水分社、美具

久留御魂神社を中水分社といわれ、三社とも、楠一族が崇拝した神社である。建水分神社は大阪府南河内郡千早

赤阪村水分（すいぶん）にある神社で、上水分社とも言う。美具久留御魂神社は、大阪府富田林市（旧 喜志村）に

写真 2-1. 恩智城趾(公園)の碑 写真 2-2.祇園社・八坂神社正面
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ある神社で、上水分社とも言う。 

明治維新の前迄は、奈良の春日社の猿楽は当社が受けもった。この猿楽座に対して春日社より米７石５斗と金若

干が奉納されていた。本殿の建築様式は、王子造り（流れ造りの一種）で極めて珍しい貴重な建築様式であ

ります。社殿は、当初天王森（現頓宮）に建立されていた。が、建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より

上方にあるのは不敬として現在の地に建立した。拝殿は、両部集合造りで神仏混淆の造りとして、それぞれ江戸時

代末期に地元の大工長によって建て替えられたものである。拝殿の規模は、間口六間（10.91ｍ）・奥行三間（5.45ｍ）

である。多くの人たちの熱い願い（浄財）で平成 12（2000）年は、流造千鳥破風の社殿が建てられました。 

 

表 2-1.大阪府八尾市、恩智神社の日文詳細資料 

 項  目 項目の内容 

１ 主祭神 
大御食津彦神：ｵｵﾐｹﾂﾋｺ（天児屋根命の五世の孫） 

大御食津姫神:ｵｵﾐｹﾂﾋﾒ（伊勢神宮外宮の御祭神豊受姫大神異名同神）。 

２ 神社創建 第 21 代雄略天皇（ﾕｳﾘｬ-ｸﾃﾝﾉｳの時代。創建４７０年、１５００年を超える歴史。 

３ 勧請神 

雄略天皇（470 年頃）、藤原氏により祖神の天児屋根命を香取神宮から勧請して創建。天児屋

根命はその後、枚岡神社を経て春日大社に祀られ、「元春日」と呼ばれる。710 年に周防国の玉

祖神社から高安の玉祖神社へ天明玉命の分霊を勧請した際、分霊を一旦恩智神社に祀ったと

されている。当初は天児屋根命を祀った。後に枚岡神社に遷座した。現在の祭神を祀る。 

４ 祭 神 

天児屋根命。大御食津彦命は天児屋根命の五世代の孫、大御食津姫命は伊勢神宮外宮に祀

られる豊受姫大神の別名。第一殿は大御食津彦命・大御食津姫命、第二殿は春日辺大明神、

第三殿は天児屋根命が祀られている。 

5 

例 祭・  

行 事 

 

祭典(例祭)は、春祭・夏祭・秋祭．摂末社の御祭神は、天児屋根命・春日辺大明神・天照皇大

神・櫛明玉命・事代主命・熊野豫日命・安閑天皇・住吉大明神・伊弉冊尊・大物主大神・倉稲彦

大神・舟戸大神・素盞鳴命である。その他、春祭神楽祭・天王祭・天王森(頓宮)・八大龍王命で

ある。主な神事では、お粥占神事/おき上げ神事・御供所神事・立松神事等である。 

6 社格等 式内社（名神大）・河内国二宮・府社 

7 鎮座地  〒５８１－０８８３大阪府八尾市恩智中町５丁目１０番地。e-mail info@onji.or.jp 

8 交通手段 電車は恩智駅から徒歩３０分  車は外環状線からすぐ 

9 位 置 北緯 34 度 36 分 23.5 秒   東経 135 度 38 分 19 秒 。標高：96ｍ。 

10 
電話・ 

FAX 
TＥＬ ０７２－９４３－７０５９ ＦＡＸ ０７２－９４３－６６３５  

11 本殿様式 

本殿の建築様式は、王子造り（流れ造りの一種）で貴重である。本殿は、間口一間（1.818ｍ）・奥

行一間（1.818ｍ）、宮普請記などから宝暦６年（1756）頃と推測。第一殿は大御食津彦命・大御

食津姫命、第二殿は春日辺大明神（天川神社）、第三殿は天児屋根命（春日大明神）である。

社殿は、当初天王森（現頓宮）に建立され、建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より

上方にあるのは不敬として現在の地恩智山上に奉遷され現在に至る。 

12 拝 殿 
両部集合造で神仏混淆の造りは、江戸時代末期に、地元辻野大工大長によって建て替えられ

た。拝殿は、木造銅板葺・間口六間（10.91ｍ）・奥行三間（5.45ｍ） 

13 
境内 

摂末社 

摂末社は、例祭順に①舟戸社､②安閑社、③稲荷社、④春日社、⑤三輪社、⑥熊野社、⑦住

吉社、⑧玉祖社、⑨愛宕神、⑩天照大神社、⑪八幡社、⑫天川社、⑬蛭子社の１３社である。 

14 鳥 居 正面鳥居１基、本殿右２基、本殿左 1 基､合計４基。 

15 灯 籠 
境内２１基、正面鳥居２基、公園２基、石段２６基、合計 51 基。規模として最大 3.75ｍ、平均 2.28

ｍ。最小 1.55ｍである。境内摂末社にある燈籠の建立時期は、1686～1923 年間である。 

16 その他 859（貞観元年）年従二位、更に正一位に叙せられ、恩智大明神の称号を賜った。延喜式神名
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帳では河内国で四社のみの名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に預ると記載。拝殿・本

殿の配置などは、江戸時代刊（享和元年・1801）の河内名所図会・恩智社の図とほぼ同様。 

 

 

2-3.恩智神社の英文由来と現在  

Worshipped Gods is Oo-Miketu-Hiko-No-Ookami and Oo-Miketu-Hime-No-Ookami. Main Shinzi is 
Kayuura-Shinzi, Okiage-Shinzi, Gokusho-Shinzi and Tatematu-Shinzi. The foundation of Onji Shrine 
is conveyed in the times of Emperor Yūryaku (about 470). Onji Shrine is a Shinto shrine, which was 
built as Guardian deity of "Kawachi country Ninomiya", it is in old shrine one of the largest in the 
country. In addition, it is the shrine, along Shikinai-sha in (Myouzin-taisha). 
An enshrined deity of Onji Shrine guided a sea route and a land route safely with Sumiyoshi 

Ookami and, in the case of "Three Han conquest of Empress Jingu," helped Empress Jingu. When 
the Imperial Court gave seven volost at the time of return home by the achievement, Onji Shrine 
comes. Revered from the court, coming to Empress Jitō (689), Onji Shrine is devoted to Kamifu 37 
units from Zingo-Keiun (768). Onji Shrine was made Juii by the achievement in Shou-sanmi, 56th 
Emperor Seiwa (859 years) in 55th Emperor Montoku (850 years). In addition, it got the title of 
Daimyozin and was registered in the Engishiki-zinmyocho as Myozin-taisya. 
In addition, Onji Shrine presented Heihaku as Senmyoushi in Nakatomi clan of Emperor Ichijō 

(994), and averting misfortune such as epidemic was prayed for. This is a beginning of 
Ooharai-Shinzi (summer festival) of Onji Shrine. It is dedicated to Onji Yamagami and reaches it 
at the present. It becomes the shrine of the prefectural status in 1912. According to Sandai 
Jitsuroku, it is called the Shimo-no-suibun-no-Yashiro. 
Takemikumari-Shrine popular name Suibun-Shrine is Ue-no-Suibun-no-Yashiro, and 

Migukurumi-tama -Shrine is called Naka-no-Suibun-no-Yashiro, and this is the Shinto shrine which 
the Kusunoki whole families admired with 3-Yashiro. Takemi-kumari-Shrine is called 
Ue-no-Suibun-no-Yashiro in a shrine in Suibun, Chihaya-akasaka-mura, Minami-kawachi-gun, Osaka 
Pref. Migukurumi-tama-Shrine is called Naka-no-Suibun-no-Yashiro in a shrine in Tonda-bayashi-shi, 
Osaka (former Kishi-mura). 
Sarugaku-Za, "some U.S. 7 stone 5 to and gold" were dedicated from Kasugasha. The architecture of 
Ōji-Zukuri in Main Shrine is a kind of the nagare-zukuri. The scale of the main shrine is frontage 
1.82m and 1.82m in depth. Initially, the main shrine had been erected Tennou-mori (now Tonguu). 
But, it erected it as disrespect in the current ground to be located above a main shrine at Onji Kizuki 
Castle in Kenmu-nenkan. Front Shrine is the structure of syncretism of kami and buddhas was rebuilt 
in Ryoube-Shuugou-zukuri in Front Shrine in last years of Edo era. The scale of the front shrine is 
frontage 10.91m, 5.45m in depth. A main shrine of Nagare-zukuri-Tidori-Hahu was built in hot wish 
(donation) of many people in 2000. 
 

表 2-2.大阪府八尾市、恩智神社の英文詳細資料 

１ 
Worshipp
ed Gods 

Oomiketu-Hiko is a grandchild of the fifth of Amenokoyane-No-Mikoto. 
Oomiketu-Hime is an enshrined deity of Ise-jingu Grand Shrine Geku: It is 
nickname God of Princess Toyoke Oga. 

 
Shrine 

Foundation 

The times of 21st Yuurya-Kutennou.  
The foundation is the history more than 1500 in 470 years. 

３ Emotions  Emperor Yūryaku in (circa 470)、Was founded by emotions from the Katori Shrine 
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Godｓ Amenokoyane-No-Mikoto is an ancestor of the Fujiwara clan. Amenokoyane-No-
Mikoto is enshrined in Kasuga-taisha via Hiraoka-Shirine and is called "Moto-
Kasuga".  In 710 years, it was the emotions Bunrei of Ame-no-
akarutama-no-mikoto to Tama-no-oya-Shirine of Takayasu of osaka from 
Tama-no-oya-Shirine of Suō-no-kuni. It is said that I enshrined a divided divine 
spirit in Onji-Shirine once then. Was moved to the Hiraoka-Shirine after enshrined 
Amenokoyane-No-Mikoto initially. I worship the deity of the current. 

４ 
Annual 
Festival 

Amenokoyane-No-Mikoto。Oomiketu-Hime and Oomiketu-Hiko is enshrined the 
first- Den. Kasuga-Hen-Dai-Myouzin is enshrined the second-Den. Third -Den is 
enshrined is Amenokoyane-No-Mikot. 

5 

Annual 

Festival  

Event 

A festival (annual festival) is a spring festival, a summer festival and an autumn 
festival. The enshrined deity of Setsu-massha is, ①Amenokoyane-No-Mikoto,      
② Kasuga-Hen-Dai-Myouzin, ③Amaterasu-ōmikami, 
④Kushi-akaru-tama-No-Mikoto, ⑤Kotoshiro -nushi, ⑥Kuma-no-kusuhi-no-mikoto, 
⑦Emperor Ankan, ⑧Sumiyoshi Dai-myojin, ⑨Izanagi-No-Mokoto,                
⑩ Ookuninushi-No-Kami, ⑪ Uga-No-Mitamahiko-No-Kami, ⑫ Funado -No-Kami, 
⑬Susa-no-O- Mikoto. Others, ① Spring Festival Kagura Festival, ② Tennou-sai, 
③Tennou-mori (Tonguu), ④Hatidai-Ryuuou-No-Mikoto. Main Shinzi is 
①Kayuura-Shinzi,②Okiage-Shinzi、③Gokusho Shinzi、④Tatematu Shinzi. 

6 
Shrine 

Ranking 
Shikinai-sha (Myouzin-taisha), Kawachi country Ninomiya, Fu-sha 

7 
Enshrining 

Place 

〒581-0883 5-10, Onjinakamachi, Yao-shi, Osaka 
 e-mail info@onji.or.jp 

8 Access 
As for the train, the car is immediate from an outside belt line from Onji Station in a 
30-minute walk 

9 
Latitude 
Altitude North latitude: A 34°36' 23.5 seconds east longitude: 135°38'19". Altitude: 96m. 

10 TEL/FAX TEL:0729-43-7059 FAX: 0729９-43-6635  

11 
Main 

Shrine 

The architecture of Ōji-Zukuri in Main Shrine is a kind of the nagare-zukuri. 
The scale of the main shrine is frontage 1.82m and 1.82m in depth. God of the first 
hall is Oomiketu-Hime and Oomiketu-Hiko. God of second hall is Kasuga-Hen-Dai
-Myouzin (Amagawa Shrine). God of third hall is Amenokoyane-no-Mikoto(Kasuga
-dai-myouzin). 

12 
Front  
Shrine 

The structure of syncretism of kami and buddhas was rebuilt in Ryoube-Shuugou 

-zukuri in Front Shrine in last years of Edo era. The scale of the front shrine is 
frontage 10.91m, 5.45m in depth. Kaisha 

13 
Setsu- 

Massha 

It is 13 companies of ,①Funado-sha ,②Ankan -sha ,③Inari-sha ,④Kasuga-sha,   
⑤Miwa-sha, ⑥Kuma-no-sha, ⑦Sumiyoshi-sha, ⑧Tama-no-oya-sha,               
⑨Atago-Kami, ⑩Amaterasu-Shrine, ⑪hatiman-sha, ⑫Amagawa-sha, 
⑬hiruko -Kaisha if I perform annual festival of Setsu-Massha sequentially. 

14 Torii 
The number of the toriis is four engines. In other words, it is front torii: One 

engine, the main shrine right: Two engines, the main shrine left: It is one engine. 

15 Tourou Tourou number is 51 if the group total of 21 precincts group, 2 groups Torii front, 
park 2 groups, 26groups stone steps. As a scale of Tourou up to 3.75m, an average of 
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2.28m. It is 1.55m at the minimum. Erection time of the garden lantern is 
1686-1923 years. 

16 Others 

For 859 years, onji -Shrine had a title of Onji-Dai-myouzin. The placement of a front 
shrine and the main shrine is approximately similar to Kawachi pictorial 
description of noted places of the Edo era (Kyowa era first year.1801) and a figure of 
Onji Corporation. 

 

 

2-4.恩智神社の韓文由来と現在（오사카후 야오시、온지신사의 일본어유래） 
 모시는 신은 오미케츠히코노신、오미케츠히메노신 이다。트구한 행사로서 카유라신지、오키아게신지、

고쿠쇼신지와 타테마츠신지가 전해지고 있다。온지신사의 창건은 류략천황（470 년경）대로 전해지고 있다。

온지신사는 、 가와치국 니노미야의 보호신으로 창제된 신사로 국내에서도 유명한 고신사이다 。 또한 、

묘진대신사에 열거되는 신사이다。 

진구황후의 삼한정벌때、온지신사의 오카미가 스미요시 신사와 함께 해로와 육로를 안전하게 안내하고、선봉 

또는 후위가 되어 진구황후에 가세했다。그 공에 의해 귀국할때는 조정에서 7 개의 지역을 하사 받았다고 

전해진다。조정에서의 숭배가 두터웠고、지토우 천황의 원년（689）에 행차한 이래、진고케이운 2 年（768）

에는 37 가구를 카미후에 충당했다。그 공적에 의해 온지신사는、몬토크천황（제 55 대）카쇼 3 년（850）에 정 3 품、

세이와천황（제 56 대）테이칸천황（859）떄 종 3 품에 서품되어、온지대명신의 칭호를 하사받았고、명신대신사로서 

연희식 신명부에 등재되었다。 

  더욱이、온지대심명신의 칭호를 받아、명신대신사로서 연희식 명부에 등재되었다。또한、온지신사는 

이치죠천황 정력 5 년（994）나까토미우지씨를 선명사로서 헤이하크를 받들어、역병등의 재난이 들지 않도록 

기원했다。이것이 당사의 대기신사（하제）의 시작이다。온지산상에 옮겨서 현재에 이르고 있다。다이세이원년 

후사가 되었다 。 사대실록에 의하면 、 시모노수이분노 야시로로 불리워졌다 。 아것은 、 타케미쿠마리신사

（치하야아카사카 마을：통칭 수이분 신사）가 죠수이분사、미구쿠루미 타마 신사를 마카수이분 분사라고 불려、

3 사가 다、쿠스노키 일족이 숭배하는 신사이다。타케미쿠마리신사 오사카후 미나미와카치군 치하야아카사카 

마을 수이분에 있는 신사로、죠수이 분사라고도 불리움。 

  미구쿠루미 타마 신사는、오사카후 톤다바야시시（구 키시마을）에 있는 신사로、죠수이 분사라고도 부름。

메이지유신의 전까지는 、 나라의 카스가샤의 사루가쿠는 당사가 가지고 있었다 。 이 사루가쿠좌에 대해 

카스가샤로부터 쌀７석５두와 약간의 금이 봉헌되었다。본전의 건축양식은、오지건축술（나가래 건축술의 일종）

로 아주 희귀하고 귀중한 건축양식이다。사전은、당초 텐노우모리（현 통구）에 건립되었다。  그러나、켄무재위시 

온지좌편 공온지성 건축을 기도할때、사전보다 위에 있는 것이 불경하다 하여 현재의 위치에 건립했다。  

배전은、료우부집합 건축술로 신불혼합의 양식으로서、각자 에도시대 말기에 지역의 목수장에 의해 다시 

세워진 것이다。많은 사람들의 뜨거운 염원으로 평성 12 년（2000 년）에는、나가래건축 치도리하풍의 사전이 

건축되었다。 

 

表 2-3.大阪府八尾市、恩智神社の韓文詳細資料 

 항 목 항목의 내용 

１ 주된제신 
오미케츠히코（아메노코야네노 미코토 5 세손） 

오미케츠히메（이세진구 외궁의 고제신코요우케히메 대신과 이름은 다르나 같은 신） 

２ 신사창건 제 21 대 규라크천황 시대。창건４７０년、１５００년을 넘은 역사。 

３ 권청신 

류라크천황（470 년경）、후지와라씨에 의해 조상신의 아메노코야네노 미코토를 카토리 

신궁으로부터 권청해서 창건。 아메노코야네노 미코토는 그 후、히라오카 신사를 경유하여 

카스가 대신사에 축사되어、「모토 카스가」로 불리었다。710 년에는 주변국의 타마노오야 

신사에서 고안에 있는 타마노오야 신사에 타마노오야노 미코토의 분령을 권청할때、분령을 
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일단 온지신사에 축사했다。당초는 타마노오야노 미코토를 축사했다。후에 히라노신사에 

옮겨서 안치했다。현재의 제신을 기원함。 

４ 예  제 

테라노오야。오미테크히코는 아메노코야네노 미코토의 5 세손、오미케크히메는 에세신궁 

외궁에 축사되어 토요우케노대신의 별칭。제 1 전은 오미케츠히코・오미케츠히메、제 2 전은 

카스가헨 대명신、제 3 전은 아메노코야네노 미코토가 축사되어 있다。 

5 
열제행사 

 

제전(예제)은、춘제・하제・추제・세츠말사의 제신은、아메노코야네・카스가헨 대명신・

아마테라스 오미카미・쿠시아카루카마노 미코토・코토시로누시・쿠마노쿠수히노 미코토・

안칸천황・수미요시 대명신・이자나기노 미코토・오쿠니누시노 신・우가노미타마히코노 신・

후나도노 신・수사노오 미코토다。그외에、춘제춘락제・천왕제・텐노모리(통구)・하치다이류노 

미코토。주된 제신은、카유라신지/오키아게신지・고쿠쇼신지・타테마츠신지 등이 있다。 

6 신사격 등 식내사（명신대）・카와치국 니노미야・후사 

7 진자지  〒５８１－０８８３ 오사카후 야오시 온지나카마치 ５쵸메 １０번지。 

8 교통수단 전철은 온지역에서 도보로 ３０분  자동차는 외칸죠센 바로 옆 

9 위 치 북위 34 도 36 분 23.5 초  동위 135 도 38 분 19 초。표고：96ｍ。 

10 전화・FAX TＥＬ ０７２－９４３－７０５９ ＦＡＸ ０７２－９４３－６６３５  

11 본전양식 

본전의 건축양식은、오지건축술（나가래 건축술의 일종）로 

본전은、폭（1.818ｍ）・길이（1.818ｍ）귀중하다。궁보청기 등으로 보아 

호우래키６년（1756）경으로 추측。제 1 전은 오미케츠히코・오미케츠히메、제 2 전은 

카스가헨다이 명신（아마가와신사）、제 3 전은 아메노코야네노 미코토（카스가다이 

명신）이다。사전은、당초 텐노모리（현 톤구）에 건립되어、켄무재위시 온지좌편 

공온지성 건축을 기도할때、사전보다 위에 있는 것이 불경하다 하여 현재의 온지산상에 

봉헌되어 현재에 이르고 있다。 

12 배  전 
료우부집합 건축술로 신불혼합의 양식으로서、각자 에도시대 말기에 지역의 목수장에 의해 

다시 세워진 것이다。배전은、목조동판・폭（10.91ｍ）・길이（5.45ｍ） 

13 
경  내 

세츠말사 

세츠말사는、예제순으로①후나도사､②안칸사、③이나리사、④카스가사、⑤미와사、⑥쿠마

노사、⑦스미요시사、⑧카마노오야사、⑨아타고신、⑩아마테라스신사、⑪하치만사、⑫아

마가와사、⑬히루코사의 １３신사이다。 

14 도리이 정면 도리이１기、본전 우２기、본전 좌 1 기､합계４기。 

15 석 등 

경내２１기、정면 도리이２기、공원２기、석단２６기、합계 51 기。규모로 

최대 3.75ｍ、평균 2.28ｍ。최소 1.55ｍ。경내 세츠 말사에 있는 등의 건립시기는、 

1686～1923 년。 

16 기  타 

859（테이칸 원년）년 종 2 품、후에, 정 1 품에 올라、온지대명신의 칭호를 받음。연희식 

신명부에는 카와치국에서 4 신사만의 명신신사로、월차・아이나메・신나메의 헤이와크에 

칭해졌다고 기재。배전・본전의 배치등은、에도시대간（쿄와원년・1801）의 카오치 

명소도감・온지사의 도감과 거의 같다。 

 

2-5.恩智神社の中文由来と現在（大阪府八尾市恩智神社的日文由来） 

所祭之神为大御食津彦大神与大御食津姫大神。作为特殊祭神仪式，传承有粥占祭神仪式、置上祭神仪式、

御供所祭神仪式与立松祭神仪式。据传，恩智神社创建于雄略年间（470 年左右）。恩智神社为作为河内国二

之宮的守护神而创祀的神社，是国内为数不多的古神社，而且是列于名神大社的神社。 

在神功皇后征伐三韩之际，恩智神社所祭之神与住吉大神一起安全地指引了海路与陆路，成为先锋或后卫而

援助了神功皇后。此后，在神护景云 2 年（768 年），37 户被封为神社之领地。据传由于此功绩，在文德天皇

（第 55 代天皇）归国时由朝廷赐予了恩智神社七乡。朝廷的崇敬非常深厚，自持统天皇于元年（689 年）行

幸之后，嘉祥 3 年（850 年）被授予正三位，清和天皇（第 56 代）贞观元年（859 年）被授予从二位的品阶，
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并被赐予恩智大明神的称号，作为名神大社而被记载于延喜式神名帐。 

此外，一条天皇于正历 5 年（994 年）以中臣氏为宣命使来到恩智神社，献上了币帛，并祈祷了祛除疫病

等灾难。这就是此神社的大祓祭神仪式（夏祭）的开端。而后被奉迁至恩智山上直至今日。大正元年成为府社。

据三代实录，此神社被称为下水分社。这是因为建水分神社（在千早赤阪村，俗称水分神社）被称为上水分社，

美具久留御魂神社被称为中水分社，三个神社均为楠氏族所崇拝之神社。建水分神社为位于大阪府南河内郡千

早赤阪村水分的神社，亦被称为上水分社。美具久留御魂神社为位于大阪府富田林市（原喜志村）的神社，亦

被称为中水分社。 

明治维新之前，由此神社曾负责奈良春日神社的猿乐。对于此猿乐座，春日神社献纳了大米 7 石 5 斗与若

干金条。正殿的建筑风格为王子造（流造的一种），是非常珍贵的建筑风格。神殿当初曾建在天王森（现为顿

宫）。但是，在建武年间筑起恩地左近公恩智城时，位于神殿上方被认为是不敬而建于现在之地。前殿为两部

集合造，作为神佛混淆之造分别于江户时代末期由当地的木工首领重建。前殿的规模为横宽六间（10.91 米），

进深三间（5.45 米）。依据很多人的深情厚意（捐款），于平成 12 年（2000 年）建起了流造千鸟破风格的神殿。 

 

表 2-4.大阪府八尾市、恩智神社の詳細資料（大阪府八尾市恩智神社的日文详细资料） 

 项 目 项目内容 

１ 主祭神 
大御食津彦神（天儿屋根命第五代孙） 

大御食津姫神（伊势神宫外宫所祭之神丰受姫大神之异名同神） 

２ 神社创建 第 21 代雄略天皇的时代。创建于 470 年，具有 1500 多年的历史。 

３ 劝请神 

雄略天皇（470 年左右）时期，由藤原氏从香取神宫劝请祖神天儿屋根命而创建。此后，

天儿屋根命经枚冈神社被祭祀于春日大社，被称为“元春日”。据传，710 年从周防国的

玉祖神社将天明玉命的分灵劝请至高安的玉祖神社时，曾先将分灵祭祀于恩智神社。当

初祭祀的是天儿屋根命。此后被迁至枚冈神社，并开始祭祀现在所祭之神。 

４ 祭 神 

天儿屋根命。大御食津彦命为天儿屋根命的第五代孙，大御食津姫命为祭祀于伊势神宫

外宫的丰受姫大神的別名。第一殿祭祀大御食津彦命与大御食津姫命，第二殿祭祀春日

边大明神，第三殿祭祀天儿屋根命。 

5 
定期祭祀

与仪式 

祭礼(定期祭祀)为春祭、夏祭及秋祭。摄末社所祭之神为天儿屋根命、春日边大明神、

天照皇神、櫛明玉命、事代主命、熊野豫日命、安闲天皇、住吉大明神、伊弉冊尊、大

物主大神、仓稻彦大神、舟户大神及素盏鸣命。其他为春祭神乐祭、天王祭、天王森(顿

宫)、八大龙王命。主要祭神仪式有粥占祭神仪式、置上祭神仪式、御供所祭神仪式及立

松祭神仪式等。 

6 神社等级 式内社（名神大）、河内国二宫、府社 

7 供奉地  〒581－083 大阪府八尾市恩智中町 5 丁目 10 番地。e-mail：info@onji.or.jp 

8 交  通 乘电车在恩智站下车步行 30 分钟。乘汽车从外环状线即到。 

9 位 置 北纬 34 度 36 分 23.5 秒，东经 135 度 38 分 19 秒。标高 96 米。 

10 电话、传真 电话：072-943-059，传真：072-943-6635. 

11 本殿様式 

正殿的建筑风格为王子造（流造的一种），非常珍贵。正殿规模为横宽一间（1.818 米），

进深一间（1.818 米），从宫普请记等推测建于宝历 6 年（1756 年）左右。第一殿祭祀大

御食津彦命与大御食津姫命，第二殿祭祀春日边大明神（天川神社），第三殿祭祀天儿屋

根命（春日大明神）。神殿当初曾建在天王森（现为顿宫）。建武年间筑起恩地左近公恩

智城时，位于神殿上方被认为是不敬而迁至现在之地恩智山上而至现在。 

12 前 殿 
两部集合造，神佛混淆之造于江户时代末期由当地的木工首领辻野重建。前殿为木造铜

板葺，横宽六间（10.91 米），进深三间（5.45 米）。 

13 
境内 

摄末社 

按照定期祭祀的顺序，摄末社为①舟户社､②安闲社、③稻荷社、④春日社、⑤三轮社、

⑥熊野社、⑦住吉社、⑧玉祖社、⑨爱宕神、⑩天照大神社、⑪八幡社、⑫天川社、⑬
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蛭子社等 13 个神社。 

14 鸟 居 正面鸟居 1座，正殿右 2 座，正殿左 1 座，共 4 座。 

15 灯 笼 
境内 21 座，正面鸟居 2座，公园 2座，石台阶 26 座，共 51 基。规模最大为 3.75 米，

平均为 2.28 米，最小为 1.55 米。境内摄末社的灯笼建立期间为 1686～1923 年。 

16 其他 

859 年（贞观元年）被授予从二位、正一位品阶，被赐予恩智大明神称号。在延喜式神

名帐，被列于在河内国只有四个的名神大社，并记载收存了月次、相尝、新尝的币帛。

前殿、正殿的布置等与江户时代（享和元年・1801 年）刊行的河内名所图会・恩智社的

图几乎相同。 

 

3．恩智神社の社殿 

3-1.恩智神社の本殿 

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。本殿の主な形式は、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（ﾀｲｼｬ-ﾂﾞｸﾘ）、②住吉造（ｽﾐﾖｼ-ﾂﾞｸﾘ）、③神明造（ｼﾝﾒｲ-ﾂﾞｸﾘ）、④春日造（ｶｽｶﾞ-ﾂﾞｸﾘ）、

⑤流れ造（ﾅｶﾞﾚ-ﾂﾞｸﾘ）、⑥八幡造（ﾊﾁﾏﾝ-ﾂﾞｸﾘ）、⑦ 日吉造 (ﾋｴ-ﾂﾞｸﾘ)、⑧権現造（ｺﾞﾝｹﾞﾝ-ﾂﾞｸﾘ）、⑨妻入様式（ﾂ

ﾏｲﾘ-ﾖｳｼｷ）、⑩平入様式（ﾋﾗｲﾘ-ﾖｳｼｷ）、⑪向拝（ｺﾞﾊｲ）、⑫鰹木（ｶﾂｵｷﾞ）、⑬切妻造（ｷﾘﾂﾞﾏ-ﾂﾞｸﾘ）、⑭寄棟造（ﾖ

ｾﾑﾈ-ﾂﾞｸﾘ）、⑮入母屋造（ｲﾘﾓﾔ-ﾂﾞｸﾘ）、⑯方形造（ﾎｳｷﾞｮｳ-ﾂﾞｸﾘ）（宝形造）に分類できる。 

 

 

写真 3-1.恩智神社本殿を外からの撮

影   鰹木は 5 本 

写真 3-2.恩智神社本殿の左側、 

鰹木は 5 本 

写真 3-3.恩智神社本殿の右側、 

鰹木は 5 本 

 

本殿の建築様式は、王子造り（流れ造りの一種）で貴重である。本殿は、間口一間（1.818ｍ）・奥行一間（1.818ｍ）

と記記録であるが、今回の測量では下記の通りである。宮普請記などから宝暦６年（1756）頃と推測。第一殿は大御

食津彦命・大御食津姫命、第二殿は春日辺大明神（天川神社）、第三殿は天児屋根命（春日大明神）である。社殿

は、当初天王森（現頓宮）に建立され、建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より上方にあるのは不敬とし

て現在の地恩智山上に奉遷され現在に至る。恩智神社の本殿様式は春日造の向拝に唐破風である。拝殿は入母

屋造である。 
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写真 3-1 は恩智神社本殿を外から撮影で、5 本の鰹木である。写真 3-2 は恩智神社本殿の左側。写真 3-3 は恩

智神社本殿の右側。恩智神社本殿は、『延喜式』神名帳の河内国高安郡に、名神大社「恩智神社二座」 が見える。

祭神は、大御食津彦命、大御食津姫命で、鳥越憲三郎（元大阪経済法科大学教養部教授）氏は、弥生時代に物部

氏が饒速日命を氏神として祀るようになる以前に奉斎していた、原初的な生産の神ではないかと推測されている。本

殿は、右側が大御食津彦命を祀り、中臣氏の祖神・天児屋根命の、五世孫という神と言われる。一方、左側が大御

食津姫命を祀り、豊受姫命と同一神と解釈される。本殿の右側と左側の間に天川神社を祀っている。本殿は、右側

の規模で、間口 3.51 メ－トル、奥行き 3.17 メ－トルおよび高さは 6.49 メ－トルである。本殿は、左側の規模で、間口

3.21 メ－トル、奥行き 3.61 メ－トルおよび高さは 6.49 メ－トルである。 

 

3-2.恩智神社の拝殿 

  

写真 3-4.恩智神社拝殿の正面で、規模は 間口 14.10m、奥行き 9.57m、高さ 9.61ｍ。 写真 3-5.神額 

 

写真 3-4 は恩智神社拝殿の正面の全景で入母屋造の建築物である。今回の測量では、間口 14.11m、奥

行き 9.57m、高さ 9.61ｍである。写真 3-5 は恩智神社拝殿の神額と額束である。 

 

表 3-1.八尾市、神社の拝殿規模（ｍ） 図 3-1.八尾市、神社の社殿規模のグラフ（ｍ） 

 

表 3-1 は八尾市、神社の拝殿規模（ｍ）である。図 3-1 は.八尾市、神社の拝殿規模のグラフである。拝殿規模は

次のように要約できる。恩智神社の高さ 9.61m と間口 14.11ｍであり、11 神社の中では最高の値であることが確認さ

れた。 

高さでは、樟本神社北（8.16ｍ）、許麻神社（8.01m）は 8ｍ以上で大きく、次に渋川神社（7.08ｍ）と樟本神社南
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（7.02ｍ）は 7ｍ以上である。八尾神社（6.35m）、そして、5ｍ以上では穴太神社 5.84ｍと弓削東神社 5.01ｍである。

最も低い神社は八尾天満宮 4.81ｍ、弓削神社 4.58ｍと樟本（木の本）4.23ｍである。その範囲は、4.23～9.61ｍであ

る。 

間口では、樟本（木の本）6.04m は狭い、8ｍ代では、樟本（北木の本）8.91ｍと八尾天満宮 8.98ｍである。9ｍ代で

は、弓削神社 9.63ｍ、八尾神社 9.95ｍと弓削東神社 9.99ｍである。１０と 11m 代では穴太神社 10.51ｍと樟本（南木

の本）11.41ｍである。最後に 129ｍ代では、許麻神社 12.01ｍと渋川神社 12.21ｍである。その範囲は、6.04～11.41

ｍである。 

奥行きでは、最も広い神社は、渋川神社 18.78ｍ、八尾天満宮 17.47ｍ、樟本（北木の本）16.51ｍと樟本（木の本）

14.25ｍが 14ｍ以上である。樟本（南木の本）13.44ｍ、許麻神社 13.01ｍ、穴太神社 12.73ｍの順に狭くなっている。

恩智神社は 10ｍ以下で 9.57ｍである。さらに、狭い神社は、弓削東神社 8.21ｍ、弓削神社 4.97ｍ、八尾神社 4.11

ｍである。その範囲は、4.11～18.78ｍである。 

 

3-3.恩智神社の摂社と末社 

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。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。写真 3-9 は摂社：春日神社の正面。写真 3-10 は摂社：春日神社の屋根部分で､鰹木は３

本である。 

 

 

写真 3-11.拝殿の横で中央にある天川神

社の正面で、間口１.５０・奥行 1.50ｍ 

写真 3-12.拝殿中央の天川神社の

金灯籠（高さ 0.27ｍ、火袋 0.15ｍ）

写真 3-13.摂社と末社の６社合

祀殿の石碑 

 

写真 3-11 は拝殿の横で中央にある天川神社の正面で、間口 1.50ｍ・奥行 1.50ｍである。写真 3-12 は拝殿中央

の天川神社の金灯籠（高さ 0.27ｍ、火袋 0.15ｍ）である。写真 3-13 は摂社と末社の６社合祀殿の石碑である。６社

合祀殿とは、社殿左の末社群の一番奥にある社殿で、天照大神社（天照皇大神）・玉祖神社（櫛明玉命）・蛭子神社

  

写真 3-9.摂社：春日神社の正面 写真 3-10.摂社：春日神社の屋根 
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（事代主命）・熊野神社（熊野櫲日命）・安閑神社（安閑天皇）・住吉神社（住吉大明神）を合祀する覆屋のなかに、

小祠６棟が並んでいる。合祀殿の左、春日神社との間に・愛宕神社（伊奘冉尊）・三輪神社（大物主大神）がある。 

 

     

写真 3-14. 

天照大神社 

写真 3-15. 

玉祖神社 

写真 3-16. 

蛭子神社 

写真 3-17. 

熊野神社 

写真 3-18. 

安閑神社 

写真 3-19. 

住吉神社 

 

摂社と末社の６社合祀殿は写真 3-14～写真 3-19 間である。規模はすべて同じく間口 0.71m、奥行き 0.87m、高

さ 1.57ｍである。写真 3-20 は、天照大神社・玉祖神社・蛭子神社・熊野神社・安閑神社・住吉神社前で. 調査団ら

が写真をとる瞬間。写真 3-21 は皇太神宮遥拝所。 

 
 

写真 3-20.天照大神社・玉祖神社・蛭子神社・熊野神社・安閑神社・住吉神社の前 写真 3-21.皇太神宮遥

拝所 

 

 

 

 

写真 3-22.愛宕社 写真 3-23.三輪社 写真 3-24.稲荷神社の碑石 写真 3-25.船戸社の石塔 

 

写真 3-22 は愛宕社、 写真 3-23 は三輪社、間口 0.34m、高さ 0.82ｍである。写真 3-24 は稲荷神社の碑石

⑪、間口 1.36m、奥行き 1.27ｍ、である。写真 3-25 は船戸社の石塔⑫で、高さ 2.25ｍである。 
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写真 3-26.船戸神社の碑石 写真 3-27.八坂神社 写真 3-28.祖霊社の全景 写真 3-29.新しい稲荷神社

 

写真 3-26 は船戸神社の碑石、写真 3-27 は八坂神社の全景、間口 2.68m、奥行き 2.24ｍ、高さ 3.22ｍである。

写真 3-28 は祖霊社の全景⑭、写真 3-29 は新しい稲荷神社である。表 3-2 は、恩智神社の摂社と末社の詳

細である。その詳細は摂末社名・神社名・御祭神・例祭日・場所・御神徳の順である。 

 

表 3-2.恩智神社の摂社と末社の詳細 

 摂末社名 神社名 御祭神 例祭日 場所 御神徳 

1 摂  社 春日神社 天児屋根命 03 月 13 日 社務所の右側 家内安全 

2 末  社 天川神社 春日辺大明神 10 月 18 日 本殿の聖域 雨乞い 

3 末  社 天照大神社 天照皇大神 10 月 17 日 拝殿左の六社 家内安全 

4 末  社 玉祖神社 櫛明玉命 09 月 25 日 拝殿左の六社 商売繁盛 

5 末  社 蛭子神社 事代主命 10 月 28 日 拝殿左の六社 蛭子・水子守護 

6 末  社 熊野神社 熊野豫日命 04 月 15 日 拝殿左の六社 縁結び 

7 末  社 安閑神社 安閑天皇 01 月 27 日 拝殿左の六社 学業成就 

8 末  社 住吉神社 住吉大明神 07 月 31 日 拝殿左の六社 海上・交通安全 

9 末  社 愛宕神神 伊弉冊尊 09 月 28 日 六社と春日神社の間 防火・鎮火 

10 末  社 三輪神社 大物主大神 04 月 09 日 六社と春日神社の間 厄除・方除 

11 末  社 稲荷神社 倉稲彦大神 02 月初午 本殿聖域の右 商売繁盛 

12 末  社 舟戸神社 舟戸大神 01 月 16 日 本殿聖域の右 漁師の安全・守護頓宮 

13 頓宮(天王森) 八坂神社 素盞鳴命 10 月 17 日 本神社の旧地 縁結び・家内安全 

14 祖霊社  本殿聖域の右 祖先の冥福祈願 

◎舟戸神社、現在、末社では石造の記念碑になっている。(神社資料) 

  

表 3-3 は恩智神社の摂社・末社の規模である。図 3-2 は恩智神社の摂社・末社の規模のグラフである。恩智神社

の摂社・末社の間口について考察すれば、最も小さい間口 0.54m は三輪神社と愛宕神社である。次に最も小さい間

口 0.71m は、天照大神社・玉祖神社・蛭子神社・熊野神社・安閑神社・住吉神社の６神社である。少し大きい間口

1.51m は、天川神社と橿神宮遥拝である。八坂神社は 2.68m である。最大の間口は春日神社 4.25m である。間口の

範囲は 0.54～4.25ｍである。 

 

恩智神社の摂社・末社の奥行きについて考察すれば、最も小さい奥行き 0.54m は、三輪神社と愛宕神社である。

少し大きい奥行き 0.71m は、天照大神社・玉祖神社・蛭子神社・熊野神社・安閑神社・住吉神社の６神社である。 

中間にある奥行き 1m 代は、祖霊社 1.31ｍ・稲荷社 1.36ｍ・天川神社 1.51m・橿神宮遥拝 1.58m の４神社である。

奥行き 2 と 4m 代は八坂神社 2.68m と春日神社 4.25m である。奥行きの範囲は 1.71～5.84ｍである。 
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表 3-3.恩智神社の摂社・末社の規模（ｍ） 図 3-2.恩智神社の摂社・末社の規模（ｍ） 

 

 

恩智神社の摂社・末社の高さについて考察すれば、最も小さい高さは、熊野神社 1.24m と天照大神社 1.28m、安

閑神社 1.31m、愛宕神社 1.31m、玉祖神社 1.33m、住吉神社 1.33m、三輪神社 1.33m および蛭子神社 1.42m であ

る。2.00ｍ代の高さは、稲荷社 2.01m、皇神遥拝所、2.04m および祖霊社 2.53m である。最後に、大きいのは八坂神

社 3.22m、春日神社 4.53m および天川神社 6.49m である。高さの範囲は 1.24～6.49ｍである。 

 

3-4.恩智神社の建造物 

写真 3-26 は社務所。写真 3-26 は参集所。写真 3-27 は閼伽井戸(清明水)である。写真 3-28 は恩智城趾の手

水舎である。弘仁の昔 空海（弘法大師）（810 年頃）が当社に参詣の折、供饌粢炊（ごくしすい）の水の乏しさに歎き、

峡谷に水を求め一度岩底に錫杖（しゃくじょう）を突き立てれば霊水滾々（こんこん）と湧き出したと伝わります。この

一掬（ひときく）の霊水は、難病を治すと伝えられています。現在もこの霊水は境内に湧き出ている(神社資料)。 

 

 

  

写真 3-26.社務所 写真 3-26.参集所 写真 3-27.閼伽井戸 写真 3-28.恩智城趾の手水舎

 

4.恩智神社の鳥居測量と写真と数値解析 

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。 
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恩智神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。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とし、台輪鳥居と

呼ぶ。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・島木は斜め切断されている。 

 

4-1.恩智神社の鳥居の写真  

 

写真 4-1.恩智神社正面の明神鳥居と神額と額束  写真 4-2.本殿右、稲荷神社は前後に２基

 

恩智神社の大鳥居建立は、文化 14（1817）年である。写真 4-1 は恩智神社正面の明神鳥居と神額と額束である。

写真 4-2 は恩智神社にある末社である稲荷神社である。現在は 2 鳥居である。本殿右、稲荷神社の鳥居は前後あり、

現在は改造されている。 

 

 

写真 4-3.拝殿の右側、

神明鳥居、坂上鳥居 

写真 4-4.橿原神宮遥拝所。

神明鳥居 

写真 4-5 伏見桃山御陵

遥拝所鳥居 

写真 4-6 を大龍王に新設 

 

写真 4-3 は拝殿の右側で、神明鳥居、坂上にある鳥居。写真 4-4 は橿原神宮遥拝所。神明鳥居、八大龍王への

道である。写真 4-5 は伏見桃山御陵遥拝所鳥居である。写真 4-6 は大龍王に新設。 

 

4-2.恩智神社の鳥居の測量値 

表 4-1 は、恩智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。 
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表 4-1.恩智神社の鳥居測量値（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恩智神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.66m、直径 0.49m、柱間距離 4.02m である。貫の高さは下点 4.32m と

上点 4.69m である。笠木の高さは下点 5.14m、上点 5.66m と頂点 6.03m である。恩智神社鳥居の最小値では、柱の

円周 0.38m、直径 0.21m、柱間距離 1.33m である。貫の高さは下点 2.06m と上点 2.16m である。笠木の高さは下点

2.35m、上点 2.42m と頂点 2.48m である。 

 

図 4-1 は恩智神社の柱間距離と高さの比較（勾配分析用）である。恩智神社正面鳥居は稲荷神社と正比例の関

係が見られると、そのようには見られない。稲荷神社と弓削東の鳥居はほぼ正比例の関係になっている。図 4-2 は

恩智神社の柱間距離と高さの比較するため計数化を行った。その結果、この恩智神社の正面鳥居と稲荷神社の鳥

居との差は、柱の円周 0.23m、直径 0.11m、柱間距離 1.96m である。貫の高さは下点 2.13m と上点 2.30m である。

笠木の高さは下点 2.56m、上点 2.68m と頂点 2.90m である。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。したがって、平均すれば 1.9ｍである。 

 

図 4-1.恩智神社の柱間距離と高さの比較（勾配） 図 4-2.恩智神社の柱間距離と高さの比較（数値）

 

図 4-1 と図 4-2 は、河内国の恩智神社の柱間距離と高さの比較（勾配分析用）を行うため、次のような 2 変数（X

と Y）の直線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。その結果、

正面鳥居の勾配は 0.410 で、鳥居の高さ（稲荷）0.247 と鳥居の高さ（遥拝）0.186 より大きい値である。一方、正面鳥

居の決定係数は 0.989 で、鳥居の高さ（稲荷）0.989 と同様で、鳥居の高さ（遥拝）0.949 より大きい値である。 

 

鳥居の高さ（正面）＝0.410X  +3.536 ・・・・・・・・・・・・・・・（決定係数＝0.989）・・・・・・・・・・ （4-1）  

鳥居の高さ（稲荷）＝0.247X  +1.323 ・・・・・・・・・・・・・・・（決定係数＝0.989）・・・・・・・・・・・（4-2）   
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鳥居の高さ（遥拝）＝0.186X  +0.998 ・・・・・・・・・・・・・・・（決定係数＝0.949）・・・・・・・・・・・（4-3）  

 

その結果、正面鳥居の勾配は 0.410 で、鳥居の高さ（稲荷）0.247 と鳥居の高さ（遥拝）0.186 より大きい値である。

一方、正面鳥居の決定係数は 0.989 で、鳥居の高さ（稲荷）0.989 と同様で、鳥居の高さ（遥拝）0.949 より大きい。 

 

4-3.河内国、枚岡神社・恩智神社弓削神社の鳥居測量値 

 

表 4-2.枚岡神社・恩智神社弓削神社の鳥居測量値（m）

 

 

表 4-2 は、枚岡神社・恩智神社弓削神社の鳥居測量値比較を行った。柱間距離の最大値は枚岡神社 2（5.90ｍ）、

平均値は 3.39ｍ、最小値は恩智神社橿原神宮遥拝所（1.10ｍ）である。 

貫下の最大値は枚岡神社 2（5.82ｍ）、平均値は 3.60ｍ、最小値は恩智神社橿原神宮遥拝所（1.47ｍ） 

貫上の最大値は枚岡神社石（6.45ｍ）、平均値は 3.96ｍ、最小値は恩智神社橿原神宮遥拝所（1.58ｍ） 

笠木下の最大値は枚岡神石（7.30ｍ）、平均値は 4.42ｍ、最小値は恩智神社橿原神宮遥拝所（1.73ｍ） 

笠木上の最大値は枚岡神石 2（7.72ｍ）、平均値は 4.71ｍ、最小値は恩智神社橿原神宮遥拝所（1.90ｍ） 

 

4-４.河内国の枚岡神社・恩智神社・弓削神社、鳥居の回帰方程式 

河内国における枚岡神社・恩智神社弓削神社、鳥居に関する回帰方程式を解析した。図4-3は八尾市神社鳥居

の柱間距離と笠木高さとの関係図で、▲表示は笠木下点、X 表示は笠木上点である。式 4-4 と式 4-5 は 4 神社の９

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 2 変数（X と Y）の直線回帰方程

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(笠木上の高さＸ) =-0.052X2 +1.511X + 0.345  ……決定係数(R2 =0.959) …測量値……(4-4) 

Y(笠木下の高さ▲) =-0.059X2 +1.463X +0.304  ……決定係数(R2 =0.941) …測量値……(4-5) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.511 と 1.463 で、その差は 0.048 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(0.959 は笠木下(0.941)より大で、その差は 0.018 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木上の値は笠木下よ

り大きいことが判明した。 
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図 4-3.河内国の 4 神社の柱間距離と笠木の比較 図 4-4. 河内国の 4 神社の柱間距離と貫の比較 

 

図 4-4 は八尾市神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図で、■表示は貫下点、◆表示は貫上点である。式 4-6

と式 4-7 は 4 神社の９基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、次のような 2 変数（X と

Y）の直線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(貫上の高さＸ) =-0.054X2 +1.310X + 0.318  ……決定係数(R2 =0.942) …測量値……(4-6) 

Y(貫下の高さ▲) =-0.058X2 +1.204X +0.365  ……決定係数(R2 =0.948) …測量値……(4-7) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.310 と 1.204 で、その差は 0.106 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(0.942 は笠木下(0.948)より小で、その差は 0.006 である。ゆえに、勾配では、貫上の値は貫下より大きいこと

が判明した。一方、決定係数は勾配の逆である。 

 

５.恩智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。 

 

  

写真 5-1.本殿右の灯籠 写真 5-2.天川神社前の灯籠 写真 5-3.６社の横にある灯籠 

   

写真 5-1 は恩智神社、灯籠の高さ 2.23m。写真 5-10 は穴恩智神社、灯籠の高さ 2.26m。写真 5-11 は恩智神社、

灯籠の高さ 1.52m である。 
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写真 5-4.鳥居町の大鳥居

前の灯籠 

写真 5-5.大鳥居前の 

灯籠と石碑 

写真 5-6.愛宕神社前の

灯籠 

写真 5-7.八坂神社、 

牛頭大王の灯篭 

 

写真 5-4 は鳥居前の灯籠。写真 5-5 は大鳥居前の灯籠と石碑。写真 5-6 は愛宕神社前の灯籠。写真 5-7 は八坂

神社、牛頭大王の灯篭である。 

 

 

写真 5-7 は祖霊社前の燈籠。写真 5-8 は旧稲荷神社前や大龍王に新設した参道の左右ある 10 以上の灯籠で

ある。写真 5-9.坂の石階段の最下端左側の灯籠。写真 5-10.坂の石階段の最下端右側の灯籠.祖霊社前の燈籠で

ある。 

 

表５-1.恩智神社の石燈籠測量（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-7.祖霊社前の

燈籠 

写真 5-8.大龍王に新設

した参道の灯籠 
写真 5-9.坂の石階段の最下

端左側の灯籠 
写真 5-10.坂の石階段の最下端

右側の灯籠 
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表 5-1 は.恩智神社の石燈籠測量値である。灯籠型式としては、四角型・竿円柱・神前型・一対・標準型・一対の３

タイプである。石燈籠の建立年代としては、貞亨 3（1686）～大正 12（1923）年間である。古くは 1686 年であることは、

歴史の重みを感じられる。場所としては、本殿・拝殿・社殿の外壁・末社の稲荷神社の前にある。一方、末社の神社

間にもある。さらに、正面鳥居の横にもある。これらを比較・検討するため、恩智神社の石燈籠測量値の高さを表示

した。石燈籠の最高値は 3.20m（1923 年建立）、石燈籠の最低値は 1.58m（1686 年建立）である。平均値の高さは

2.14ｍである。 

図 5-1 は恩智神社の建立年度（既知）の 16 基石燈籠の高さとの関係図である。式 5-1 は.既知建立年度のみの

石燈籠の高さと灯籠数 16 基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）の直線回帰方程式

を与えられる。ここで、X は灯籠数で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(灯籠の高さ) = 0.06X + 1.734  ……決定係数(R2 =0.384) …測量値……(5-1)27 

 

図 5-1.恩智神社の建立年度の 16 基石燈籠の高さ 図 5-2.恩智神社の全 27 基石燈籠の高さ 

 

図 5-2 は恩智神社の建立年度（全）の 27 基石燈籠の高さとの関係図である。式 5-2 は既知建立年度のみの石燈

籠の高さと灯籠数 27 基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）の曲線回帰方程式を与

えられる。ここで、X は灯籠数で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(灯籠の高さ) =0.003X2  -0.0204X +1.762  ……決定係数(R2 =0.928) …測量値……(5-2) 

 

灯籠数 27 基について、高さは 1.51ｍが低く、それから漸次に増大して、高さ 2.1ｍの灯籠が多く見られるそれから

次第に増加の傾向が見られた。これは人間の身長との関係があるかもしれない。それは電気のない時代に明りを付

けるのに苦労するからであると考えられる。 
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6.おわりに 

6-1.恩智神社に関連する東経と北緯 

 

 

表 6-1.恩智神社の摂社・末社の緯度 図 6-1.恩智神社の摂社・末社の東経と北緯 

 

表 6-1 は恩智神社の摂社・末社の緯度である。図 6-1 は恩智神社の摂社・末社の東経と北緯で、最北緯 34 度

40 分の線には、蛭子神社・枚岡神社・春日大社の３神社である。最南緯 36 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。恩智

神社の北北東方向には玉祖神社・枚岡神社があり、南西方向には弓削神社が鎮座している。 

 

表 6-2.恩智神社と付近神社の緯度 図 6-2.恩智神社と付近神社の東経ト北緯関係 

 

表 6-2 は恩智神社と付近神社の緯度である。図 6-2 は、恩智神社と付近神社の東経ト北緯関係で、恩智神社の

直東側の神社は、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 6 神社は北

緯 34 度 36 分に一致している。一方、恩智神社の東北側にある神社は、枚岡神社と玉祖神社であることが判明でき

た。弓削神社は南西方向にある。 

 

恩

智
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表 6-3.八尾付近神社の 

緯度 

図 6-3.八尾付近神社の緯度 図 6-3.八尾付近神社の北緯と東経と

の関係 

 

表 6-3 は八尾付近神社の緯度である。図 6-3 は八尾付近神社の緯度で、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。穴太神社 34 度 38 分

と枚岡神社 34 度 40 分の大きい値である。図 6-3 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。 

 

6-2.恩智神社の社殿建築 

恩智神社の社殿建築は、八尾市、10 神社の社殿建築を比較した。その結果、次のように要約できる。恩智神社

（4.58m）の高さは、許麻神社（8.01m）と八尾神社（6.35m）と八尾天満宮（4.81m）等の８神社より低く、楠本神社木の

本（4.23m）より高い値である。恩智神社の間口（9.61m）は許麻神社（12.01m）・渋川神社（12.01m）・穴太神社

（10.51m）等の８神社より低く、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）より広い

値である。恩智神社の奥行き（4.97m）は、10 神社の中で最も狭い長い値である。 

 

6-3.河内国､枚岡神社・恩智神社・弓削神社の鳥居 

八尾市にある４神社とは、近鉄八尾駅付近の八尾神社・八尾天満宮・恩智神社・許麻神社である。八尾市にある

４神社とは、JR 八尾駅付近の渋川神社・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。八尾天

満宮・恩智神社・許麻神社である。さらに、恩智神社と弓削東神社を合わせると 10 神社である。 

恩智神社を含む八尾・穴太・許麻神社と天満宮の鳥居測量値の統計処理を行うと次のように要約できる。柱間距

離では、最大値 4.36m、平均値 3.30ｍおよび最小値 2.51ｍである。貫下の高さでは、最大値 4.70m、平均値 3.52ｍ

および最小値 2.48ｍで、貫上の高さでは、最大値 5.15m、平均値 3.84ｍおよび最小値 2.72ｍである。笠木下の高さ

では、最大値 5.70m、平均値 4.26ｍおよび最小値 3.05ｍで、笠木上の高さでは、最大値 6.00m、平均値 4.48ｍおよ

び最小値 3.22ｍである。 

6-4.恩智神社の石灯籠 

恩智神社の石燈籠測量値の高さを表示したデータから、石燈籠の最高値は 3.20m（1923 年建立）、石燈籠の最

低値は 1.58m（1686 年建立）である。平均値の高さは 2.14ｍであることが確認された。図 6-4 は恩智神社において

建立年度と既知の 10 基石燈籠の高さとの関係図である。式 6-1 は既知建立年度のみの石燈籠の高さと灯籠数 10

基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）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は

灯籠の高さで、Y は灯籠のの建立年、決定係数は R2 である。 
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Y(灯籠の建立年) =37.546X2  +279.78X +1405.5  ……決定係数(R2 =0.3133) …測量値……(6-1) 

 

 

図 6-4.恩智神社の 10 灯籠の建立年度と高さとの関係 図 6-5.恩智神社の 10 灯籠の高さと建立年度の関係 

 

図 6-5 は恩智神社において建立年度と既知の 10 基石燈籠の高さとの関係図である。式 6-2 は既知建立年度の

みの石燈籠の高さと灯籠数 10 基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）の直線回帰方

程式を与えられる。ここで、X は建立年度で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(灯籠の高さ) ==4E-05X2 -0.129X +115.38  ……決定係数(R2 =0.469) …測量値……(6-2) 

 

灯籠数 10 基について、高さは 1.55ｍが低く、それから漸次に増大して、高さ 2.1ｍの灯籠が多く見られるそれから

次第に増加の傾向が見られた。これは人間の身長との関係があるかもしれない。それは電気のない時代に明りを付

けるのに苦労するからであると考えられる。一方、1700 年～1850 年間は、平均 2.00m 程度であることが理解できる。 

 

6-5.本殿後方左にある洞窟 

  

 

写真 3-3. 本殿の後方左側、横穴式石室の人工洞窟が開口している。 写真 3-3.横穴式石室の開口

部 

 

写真 6-3 は本殿の後方左側に、横穴式石室の人工洞窟が開口している。洞窟の奥行きは 7.267m、洞口の上部に

おける天井部の長さは 1.40ｍ・高さは 1.11ｍである。洞口の下部における高さは 0.90ｍ・底辺の長さは 0.58ｍであ

る。 
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別表 1.恩智神社年代順の内容 

和歴 西暦 内     容 

雄略天皇 03 459 日本葱国風土記によると、当社に、土地８３反･３宇田(奥宮・中宮・里宮)を与えた。 

雄略天皇 14 470 

創建は大和時代の 21 代雄略年間（470 年）頃である。 

河内の国を御守護のためにお祀りされた神社で国内では有数の古社。 

後に延喜式内名神大社［全国式内名神大社（全国２８５社中、２座）に列する神社になる。 

藤原氏により祖神の天児屋根命（アメノコヤネ）を香取神宮から勧請して創建。 

天児屋根命はその後、枚岡神社を経て春日大社に祀られ、「元春日」と呼ばれる。 

用明天皇 02 587 
恩智大御食津の神の大豪族(物部氏)が蘇我氏により壌滅。しかし、当時の農耕の神として

崇敬は厚く、かろうじで存続していた。そのため、名を隠し、息をひそめていた。 

大化元 645 
斎明天皇(女帝)時に、氏族誌を｢姓氏録｣された。恩智神社と神主家は「大化改新」で実権を

握った中臣氏（後の藤原氏）の庇護のもとに復興された。 

天武天皇元 672 

大阪府誌（明 36）に、「社伝によれば、創建の年代は遠く白鳳（672-82）の昔である。最初は

天児屋命を祀りしが、枚岡に移し（奈良春日と言う）した。後大御食津彦大神と天児屋根命

の五世の孫(大御食津姫大神）の二座を祀るに至った。 

朱雀元 686 持統天皇（女帝）が高安城行幸のさいに恩智神社に参拝の社殿記録。 

持統天皇 03 689 朝廷からの崇敬厚く、４１代持統天皇 689 年 10 月の行幸以来数回の行幸があり。 

和銅 03 710 

元明天皇時代、玉祖神社が「周防の国」（山口県）から移った時に、落ち着きがないため住

吉の大神に要請。神領地域がないため断り、恩智神社に押し付けられ引き受けた。神封七

郷のうち六郷まで「玉祖の神」へ与えた。結局、残った一郷は、南高安村の南端、恩智郷に

みである。以来、玉祖の神は感謝して、恩智の祭礼時に留守役で奉仕している。玉祖神の

祭日には朝一番に神饌（神に供える酒食）を恩智神に献上している。 

恩智神社は物部本宗に代わるバックがなく、受難の時期が継続したと推察。 

当初は天児屋根命を祀った。後に枚岡神社に遷座した。現在の祭神を祀る。 

天平宝字元 757 

奈良時代（天平宝宇・757-65）に藤原氏により再興される。藤原氏の祖神である天児屋命(ア

メノコヤネ)、春日明神が常陸国（茨城県、現香取神宮）より河内国（恩智）に遷座した。その

時に、恩智にきた大東家の先祖が神職を務めたと記録。 

神護景雲 0２ 768 

藤原氏により奈良・春日大社が創建され、春日明神が大和国［奈良県］へ移られたと記録。

一節には、春日大社の元宮となっている「河内一の宮」・枚岡神社から遷座されたとなってい

るが、「枚岡」の前に「恩智」に遷座されている。 

この時、天児屋命(アメノコヤネ）の代わりに大御食津彦大神(オオミケツヒコ・ヒメ）を祀るよう

になった」（大意）との伝承を伝えている（式内社調査報告）。アメノコヤネを当社から奈良・春

日に遷した（枚岡を経由して奈良に遷した）というが、天児屋命(アメノコヤネ）は鹿島神の春

日遷座にあわせて枚岡から遷したとするのが定説である。 

48 代称徳天皇は、河内、丹後、播磨、美作、若狭の地 37 戸を神封に充てられた。 

宝亀元 770 
その後、宝亀年中（770--80）に枚岡（枚岡神社）を経て奈良（春日大社）に祀った。従って、

当社は元春日と呼ばれる所以である」とある。 

大同 05、   

弘仁元 
810 

弘仁の昔 空海（弘法大師）（810 年頃）が当社に参詣の折、供饌粢炊（ごくしすい）の水

の乏しさに歎き、峡谷に水を求め一度岩底に錫杖（しゃくじょう）を突き立てれば霊水

滾々（こんこん）と湧き出したと伝説。 

－ 193 －



 28

嘉祥 03 850 

54 代仁明天皇の正三位。55 代文徳天皇の正三位。 

遂に極位に昇叙あらせられ、中世は神宮寺ありしが、明治維新後全く分離。 

文徳実録（876）、「河内国恩智大御食津彦神・恩智大御食津姫神等正三位勲六等」を授け

られる与。 

貞観元 859 

清和天皇の時、従二位、更に正一位に叙せられ、恩智大明神の称号を賜った。 

延喜式神名帳では河内国で四社のみの名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に預かる

と記載。奈良時代初期から大倭・住吉・大神といった著名な名神大社とともに相嘗祭の幣帛

をうけ、大社（官社）として知られる。平安時代になると、祭神二座に従二位が昇叙され、山

城国月読神以下の４５社とともに風雨祈願があった 

三代実録（901）「奉授河内国正三位勲六等恩智大御食津比古神・恩智大御食津比咩神並

従二位」とあるから、古くから、この両神が祭神とされいた。 

貞観元 859 
56 代清和天皇、正月に従二位から正一位に叙せられ、恩智大明神の称号を賜った。 

延喜式神名帳では河内国で四社のみの名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に記載。

延喜、    

応和 03 
860 

60 代醍醐天皇、62 代村上天皇の大旱ばつに勅使参向して祈雨をされ、その霊験があり、そ

れぞれ蘇生したと伝わる。 

延長 05 927 
60 代醍醐天皇の刺命を受け、「延喜の制定」時に、恩智神社は明神大社に列せられ、秋に

は「供え物」を賜っている。 

天慶 02 939 
朱雀天皇(本朝世紀による)より、「祈雨」・「祈疫病」・「厄除け祈願」などに幣吊を奉り祈願さ

れている。 

天暦 02 946 村上天皇の発願により「翁（おきな）の舞楽」が奉納された。 

応和 05 963 
村上天皇の時[日本記略、捨芥妙] により「祈雨」・「祈疫病」・「厄除け祈願」などに幣吊を奉

り祈願されている。 

正暦 00５ 994 

66 代一條天皇、４月中臣氏を宣命使として幣帛を奉り疫病・災等の災難除けを祈り、それ以

来厄難除けの神社として夏祭りの御祓祭を始め年間数回の祓いの神事が行われたすなわ

ち、当神社の大祓神事（夏祭・御破い祭）の始まりである。三代実録によれば当神社は下水

分社といわれ、建水分神社（千早赤阪）上水分社、美具久留御魂神社を中水分社といわ

れ、三社とも、楠一族が崇拝した神社である。 

66 代一條天皇(本朝世紀による)より、「祈雨」・「祈疫病」・「厄除け祈願」などに幣吊を奉り祈

願されている。 

寛仁元 1017 
66 代後一條天皇[左徑記]により「祈雨」・「祈疫病」・「厄除け祈願」などに幣吊を奉り祈願さ

れている。 

永萬０2 1166 
66 一條天皇（永萬文書）により「祈雨」・「祈疫病」・「厄除け祈願」などに幣吊を奉り祈願され

ている。 

元弘元 1331 

南北朝時代（1330-92）、当地の豪族で恩智神社の社家でもあった恩智左近満一が当地・城

山に城を築いたとき、恩智左近公が恩智河原での合戦を予測し、現在の青谷原へ奉遷した

という。神社を城より上方の現在地に遷したのである。恩智城趾（現恩智城趾公園）が残るこ

とから、伝承には信憑性がある。神社は急な坂坂で「1 に橋』呼ばれ、131 段の長い石段が上

ると社殿にまで通じる。高齢者は、注意すべきである。 

元中 09/ 

明徳 03、 
1392 「猿能楽」が大流行で、現在では「まぼろしいの「猿楽」と言われている。 

延元 0２ 1337 

南北朝時代、恩智左近満一は、「四条縄の戦い」にのぞむため、南朝方の武将である楠木

正成やその子・正行に従って各地に転戦した。その時、延元２年熱病により死亡したという

（恩智左近の墓・説明板）。恩智中町 ５丁目の旧東高野街道近くに墓所があり、“贈四位 
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恩智左近満一之墓”との石碑が立っている。 

天正 03 1575 

室町・戦国時代。織田信長が河内高屋城（古市）の三好笑岩を攻め河内を平定した。信長

は内国すべての城塞を破壊した。この時、恩智神社も放火され全焼した。この放火は遊佐

河内守で家老･伴庄左衛門とされている。 

天正 05 1577 

「織田信長と松永弾正とが争ったとき（1577 頃）、恩智の社葬が松永に味方したため、神社

が焼かれた。村人が代官に訴えると、恩智社は牛頭天王：ゴズテンノウを祀っていないため

に焼いた、といわれた。後、牛頭天王（仏教の陰陽道の神）を祀ったとの伝承がある（式内

社調査報告）。 

延宝 03 1675 

恩智における牛頭天王祭祀は信長の命により天王の森に始まったとなるが、恩智社代々云

伝書（1675）には、一之御殿御本地 牛頭天王・婆利采女・文殊・普賢とあり、大御食津彦神

の本地として牛頭天王とその后・頗梨采女：ハリサイジョを挙げている。 

延宝 04 1676 
中臣氏との関係を重視は、恩智大明神縁起（1676）にうおると「河内国高安郡恩智社二座 

其一則アメノコヤネ尊、其一則ミケツオミ尊」とするのが、本来の姿である。 

延宝 07 1679 江戸時代。神社再建準備．本多兵部少輔、恩智神社の社地を検知する。 

正徳 05 1715 恩智神社瓦葺きの建築許可を奉公宛に提出。 

宝暦 0６ 1756 

恩智神社屋根替えを始め，修築工事が行われる。本殿の右側は、間口（3.50ｍ）・奥行（3.17

ｍ）である。本殿の左側は、間口（3.20ｍ）・奥行（3.60ｍ）である。宮普請記などから宝暦６

（1756）年頃と推測。 

享和元 1801 拝殿・本殿の配置は、江戸時代刊（享和元年）の河内名所図会・恩智社の図とほぼ同じ。 

文化 14 1817 恩智神社の大鳥居建立年である。 

天保 14 1843 
春日明神が神職と共に常陸国から恩智に還されたため、恩智神社は再興されたと江戸幕

府に提出された大東家の記録。 

嘉永 03 1850 本殿の石燈籠を建設 

明治元 1868 
天川山に鎮座の奥宮（天川大明神）、春日辺大明神を本社の玉垣の内へ奉選し、末社とし

て祭期祀することになる。 

大正元 1912 鳥居前の石燈籠を建設。 

大正 12 1923 鳥居右の石燈籠を建設。 

昭和１8 1943 
祇園社がある「天王」は牛頭天王である。このあたりが恩智遺跡の中心地である。この地

に立てられた石碑がある。縄文前期～弥生時代の遺物が出土している記念である。 

昭和３１ 1956 

恩智神社の頓宮（お旅所）は、規模（間口 2.68m・奥行き 2.24m・高さか 3.22ｍ）に改築され

た。現在，長く牛頭天王を祭る祇園社で、明治以後は，素盞鳴命を祭神とする八坂神社に

改められた。「天王の森」には、樹齢何百年の大木があり、頓宮（八坂社）祀られている。神

社名の八坂神社の祭神は素盞鳴命である。 

昭和 54 1979 
明治 25 年に改築された本殿 2 基と春日社の御屋根を、銅板葺替工事を行い引き続き斉垣

の新築工事を施工し、見事に完成しました。茲に、その記念として碑を建設した。 

平成 12 2000 浄財で流造千鳥破風の拝殿が改築されて新しく建立した。 

参照：渡瀬嘉一：『恩智神社大造営までのあゆみ』、恩智神社大造営建設委員会、2000 年。 
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別表 2.恩智神社の本殿・拝殿・摂社・末社・鳥居・石燈籠の配置図 

 

 

  

測量時に協力した地元の有力者 神社からの下り坂 恩智駅前にあるマップ 
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