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ABSTRACT 
The area of Yuge prospered by Mononobe clan before more than 1,000 year and did it. It is Yuge Shrine that I 

worship the ancestral god and was founded. The foundation is about 800. Old Shakaku of the Shrine is Sonsha of 
Shikinai-Taisha and is Engishiki-Naisha at the same time.  

Worshipped Gods are Igihayahi-No-Mikoto, Umashimazi-No-Mikoto, Amaterasu-Oomi. Other, Mikahutu-No- 
Mikoto,Hikosashihiko-No-Mikoto,Takamusubi-No-Mikoto, Amenohi-Washikakeruya-No-Mikoto, Suga wara-No- 

Mitizane. In Yuge Shrine, respect and the worship are warm as an old shrine of Engishiki-Naisha.The 
Enshrined Gods is about 800. I call alias Kawachi-Taisha. 

Mikahutu, Amenohi-Washi, Homudawake, Hikosashihiko, Sugawara-No-Mitizane. Amaterasu comes out of 
the current enshrined deity, and Homutawake, Sugawara-No-Mitizane increases. 

Shrine Ranking is Shikinaisha, old village shrine of Company in the expression of Kawachi (Wakae village). 
Annual Festival of the Shinto shrine is .31 days for a summer festival on July 30 and is October 20 for an 
autumn festival. The festival of the Yuge father called itself "Yuge Shrine" in the Edo era. 

Site is 〒581-0029 1-166, Higashiyuge, Yao-shi. Latitude is 135°37'E 2.8 seconds for 34°36'N 14.7 seconds. 
Altitude is 13m.The family of Yuge clan which was Mononobe clan was Aza-huru-miya in east approximately 
300m. It moved in the severe flooding of the Yamato River in the field. 

For the progress of the Shinto shrine, the Yamato River flowed before between Yuge Shrine (the west) and our 
Shinto shrines, and a Shinto shrine was enshrined to put a river. 
 I held transportation by water of the Yamato River. It attracts attention of this Shinto shrine to perform 
spreading of the old mirrors such as person criterion mirrors. 

In Shrine Pavilions, the scale of the main shrine is Shinmei-zukuri; the scale of frontage  (2.42m), 
depth(1.52m) and the front shrine is Warihaiden-style and the scale of frontage(5.15m), depth(2.73m). Torii is 
Front Torii (maximum of 3.51m). Tourou is 6 engines. (max．of 1.91m, an average of 1.82m, at least 1.75m).  
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別表 1.弓削神社（東）年代順の内容 

 

1．はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、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、大阪府八尾市、古代

河内国の物部氏地域である弓削神社(東）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。 

弓削神社(東）の詳細概要は、次のとおりである。1.主祭神は、饒速日命（ｲｷﾞﾊﾔﾋ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、宇麻志麻冶命（ｳﾏｼﾏｼﾞ-ﾉ-ﾐｺ

ﾄ）、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ-ｵｵﾐ）の３神である。ほかに、饒彌加布都命（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、比古佐自彦命（ﾋｺｻｼﾋｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、高魂

命（ﾀｶﾑｽﾋﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ））の 5 神である。両方を合わせる

と 5 神である。2.勧請神は、延喜式神名帳：明治以降の史料・大阪府全志（明 36-1903）・大阪府史蹟名称天然記念物（1922

年）には、饒速日（ﾆｷﾞﾊﾔﾋ）・宇麻志麻治（ｳﾏｼﾏｼﾞ）・彌加布都（ﾐｶﾌﾂ）・天日鷲（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼ）・品陀和気（ﾎﾝﾀﾞﾜｹ）・比古佐自

彦（ﾋｺｻｼﾋｺ）・菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）の７座を挙げ、現祭神から天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ）が抜け、誉田別尊（ﾎﾑﾀﾜｹ）・菅原

道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）が加わっている。弓削神社(東）は、二座(並大 月次/相嘗/新嘗) 河内国 若江郡鎮座である。3.神

社創建は、創建 800 年頃。別名は河内大社(かわちたいしゃ)とも呼ぶ。4.社格は、社格等は河内（若江郡）の式内社、旧村

社である。5.例祭は、７月 30 日・31 日と秋 10 月 20 日（東弓削）。氏祖の祭祀は、江戸時代にも「弓削神社(東）」と称した。 

6.鎮座地は、〒581-0029 八尾市東弓削町 1-166（東弓削）。 弓削氏の

氏族は東方約３００ｍに、小字古宮地である。大和川の大氾濫で現地に遷

った。交通手段は、近鉄線「恩智駅」下車。7.位置は、北緯 34 度 36 分 14.7

秒  東経 135 度 37 分 2.8 秒（東弓削） 。標高は 13m である（図 1-1）。8.

社殿様式は、本殿：神明造、間口（2.42ｍ）・奥行（1.92ｍ）・高さ（3.71ｍ）で、

拝殿：間口（9.99ｍ）・奥行（8.21ｍ）・高さ（5.01ｍ）であり、割拝殿様式である。

境内末社は無である。9.鳥居は、1 基（最高 3.51m）。10.灯籠は、石灯籠 6

基（最高 1.91ｍ、平均 1.82ｍ、最低 1.70ｍ）。 

11.神社経過は、物部氏に属した弓削一族の本拠地である。神社は枚岡と

恩智につぐ三指に数えられた大社で、元は現社の東方300mの字古宮（ｱｻﾞ

ﾌﾙﾐﾔ）にあった。以前、大和川が弓削神社(西側)と当神社との間を流れて

おり、川を挟むように神社が鎮座していた。大和川の水運を握っていた。 

12.主な神事は、 彌加布都神（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ｶﾐ）、比古左自布都神（ﾋｺｻｼﾞﾌﾂｰﾉ-ｶﾐ）：物部氏の祖神、高魂命（タカミムスビノミコ

ト）、天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺﾄ）：弓削市氏の祖神、菅原道真を祀っている。その他の『神社要録』・『大日本史神

祇志』には、弓削宿禰（ﾕｹﾞ-ﾉ-ｽｸﾈ）の祖神。 『河内志』・『神名帳考証』には、彌加布都命神（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ﾐｺﾄ-ｶﾐ）・比古佐自

布都命神（ﾋｺｻｼﾋｺ--ﾉ-ﾐｺﾄ-ｶﾐ）。弓削氏の祖神として高御魂命（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺﾄ）

とが考えられる。 

古代、八尾市の弓削神社(東）の周辺は地元・物部氏一族と蘇我・聖徳太子の連合軍が仏教導入を巡って死闘を繰り広げ

た地である。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ弓削神社(東）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弓削神社(東）を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

 仏教戦争は 6 世紀後半、崇仏派の蘇我氏と、排仏派の物部氏との間で行われた。物部氏は八尾市のこの周辺を本拠地とし、

兵器製造を管掌する軍事氏族あり、仏教導入には強く反対した。一方の蘇我氏は飛鳥時代から頭角を現した政治家で、仏教

図 1-1.弓削神社(東)の平面図 
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を積極的に導入して用明、崇峻、推古らの歴代天皇に取り入って権力を掌握した所である。 

既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、調査との規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す事

実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。住民発達史や環境変遷史と

の関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 

調査団は、さらに、大阪府八尾市の野基鉄 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。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。

国際化時代に相応すべく、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．弓削神社(東）の資料と由来と現在 

弓削神社(東）の歴史として次のように要約できる。 弓削氏は河内国若江郡弓削郷を本拠とする豪族で、弓などの武器の製

造した弓削部を支配する伴造であった。この地域は弓削氏の一族である高僧道鏡の出身地である。かつて東西の社殿の間

に久宝寺川（旧大和川）が流れていた。久宝寺川（旧大和川）の大氾濫で、もとの弓削村は押し流され、住民の一部は川の西

へ移動、また川の東側の住民も村を移動させた記録がある。川を挟んで二座の弓削神社(東）が鎮座する形式になり。ＪR 志紀

駅・長瀬川を挟んで 2 ヶ所の弓削神社あった。2 ヶ所の弓削神社とは、すなわち、まず、東側には東弓削一丁目にある弓削神

社(東）、次に、西側には弓削町一丁目にある弓削神社(西）の二社一対で二座になっている。 

ゆえに、本来は一社だったと思われるが、江戸時代以降、旧大和川（現長瀬川）をはさんで東西にある二社について、村地名

変更のためこれに当てていると思われる。ゆえに、鎮座地は、延喜式神名帳には、若江郡のの東と西の両社は、式内大社と記

載されている。 

弓削氏が祀る社に、物部系の祭神を祀るのは、弓削氏が同じ中河内で勢力を広げた物部氏と結んだためで、弓削連の祖・

倭古連の娘・阿佐姫が物部尾輿に嫁して物部守屋を生み（物部弓削守屋大連ともいう）、その子孫が弓削氏を名乗ったことか

ら、父方（物部氏）の祖神を祀ったものと思われる(別表参照)。 

 

2-1.弓削神社(東）関連の資料 

2-1a.由義神社と由義宮址 

 祭神は素蚤嗚命で、古く牛

頭天王といった。由義宮の設

けられた時に勧請されたと

伝える（写真 2-1）。境内に

由義宮旧址の碑がある。弓削

道鏡が、第 46 代天皇（在位

749～758 年）称徳天皇の信

任をえて、その郷里に設けら

れた行宮で、由義宮となし、

神護景雲 3 年(769)天皇再度

行幸にあって、ここを西京とな

し造由義大宮司や造由義寺

司がおかれ、また月内国は河

内職とされた。宮城は大県、君江、高安の 3 郡にわたる広大なものであった。 

 南方には由義寺が設けられ、その名残の金剛蓮華寺は、天文 22 年（1553）に三条西公条が、吉野詣の途中ここに参詣し、

八つ尾の鶯の名所であったと聞いている。今に大門の字名がある。（八尾の史蹟(新改訂)、2011） 
 
2-1ｂ.弓削道鏡 

  

写真 2-1.由義宮址 写真 2-2.弓削道鏡の由来文 
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弓削の地は道鏡の出身地である。道鏡｢俗姓は弓削連河内人也｣と続紀に記され、若くして葛城山に登り、如意輪法、宿曜

秘法を修め、看病禅師として名声を博し、第 46 代孝謙天皇（在位 749～758 年）の病を治して信任を得て、ついには法王とな

った。さらに、称徳天皇がこの地に行宮を造られるにあたり、信任の厚い道鏡は弓削宮の造営の許しを得た（写真2-2）。しかし、

称徳天皇（718-770)の死去後に失脚､下野国薬師寺の別当に起こされ、宝亀３年(７７２)に歿した。孝謙天皇と称徳天皇は同

一人物の女王である（表 2-1）。孝謙天皇（ｺｳｹﾝﾃﾝﾉｳ、718～770 年）は、第 46 代天皇（在位 749～758 年）。父は聖武天皇、

母は藤原氏出身で皇后となった光明皇后（光明子）。史上 6 人目の女帝で、天武系からの最後の天皇である。称徳天皇（ｼｮｳ

ﾄｸﾃﾝﾉｳ：718-770)、 第４８代天皇（在位 764-770）。孝謙天皇の重祚(ちようそ)から道鏡を重用し、専制を許した。 

 

表 2-1.白鳳・奈良時代（38～５０代）の孝謙天皇と称徳天皇 

 

 

2-1ｃ.弓削神社(東)の由来 

 延皆式神名帳には河内国若江郡に弓削神社(東）二座が載る大社。江戸時代になって、この弓削神社(東）二座を比

定するにあたって、「河内志」以来、若江郡の東弓削村の弓削神社(東）、志紀郡の弓削村の弓削神社(東）の二社をこ

の二座に当てて、両者ともに式内社としている。東弓削の弓削神社(東)は、祭神は饒速日命と宇麻志麻治命。弓削と

同じく物部氏の祖神をまつり、物部氏一族弓削氏の本拠であった。 
この神社には方格規矩鏡などの古い鏡を伝世しているのが注目される。弓削道鏡の出身地で、近くに由義宮、由義寺

の跡が伝えられている。（八尾の史蹟(新改訂)、2011） 
 

2-1ｄ.弓削神社(東)の由来 

弓削氏の祖神である天日

鷲翔矢命と物部氏の祖神の

彌加布都神比古佐自布都神

の二座をまつる延喜式内社

で、河内国でも枝岡・恩智社

に次ぐ三指に数えられた大

社であった。 

 弓削氏は河内国若江郡弓

削郷を本貫とする豪族で、弓

矢などの武器の製作にたず

さわる弓削部を率いた伴造

であった。この一族から物部守屋や孝謙女帝に仕え、その信任を得た弓削道鏡を輩出した。 

 「続日本紀」の伝える女帝ゆかりの西の京址や弓削寺址も付近近にあり、歴史的に由緒深い地域である。なお本社殿は、もと

東方３００ｍの小字、古宮にったといわれている。（八尾市教育委員会） 

 

2-1e.弓削神社(東)の由来 

  当社の創建年代ははっきりしないが、当地は弓削氏の本拠地で弓削道鏡（700？--72）の出身地といわれ、道鏡を重用さ

 

写真 2-3.弓削神社(東）の社標 写真 2-4.弓削神社東の由来 
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れた称徳天皇（在位 764--70）の由義宮（ユゲ・弓削宮の佳字、西の京ともいう）が置かれた地で、氏寺・弓削寺（竜華寺）ととも

に当社もまた氏神社として存在したと思われる。 

  由義宮とは、称徳女帝が道鏡の故郷に置いた宮廷で、女帝は神護景雲３年（769）から同４年にかけて何度も行幸している

が（続日本紀）、女帝の崩御とそれに伴う道鏡の失脚により放棄されたという。東弓削社の北約 1.4km にある由義神社（八尾木

北５丁目）がその跡というが、確証はない。 

  東西弓削神社(東）のどちらが元の神社かは不明だが、延喜式に“若江郡”とあることからみると今の東弓削社がそれに当た

り、現在地の東方約 30m にあった小字古宮の辺りではなかったかと推測されている（案内板）。 

 
2-1ｆ.弓削神社(東)の御祭神 

当社は２社とも、当地一帯（若江郡弓削郷）を本拠地としていた古代豪族・弓削氏が、その祖神を祀った社という。 弓削氏と

は、弓などの武器の製造に携わった弓削部を支配するである。 

新撰姓氏禄（815）には、「河内国神別（天神） 弓削宿禰 天高御魂乃命孫天毘和志可気流夜命（＝天日鷲翔矢命）之後

也」とあり、東弓削社が天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋﾜｼ ｶｹﾙﾔ）を祭神の最初に挙げるのはこれによる。 

  天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋﾜｼｶｹﾙﾔ）は、天日鷲命（アメノヒワシ）の別名ともいう。アメノヒワシは阿波の忌部氏（インベ・古代の宮

中祭祀を司った氏族）の祖とされる。とすれば弓削氏は忌部氏系となるが、弓削氏の出自については諸説があってはっきりし

ない（別表参照）。 

  残る祭神のうち、アマテラスを除く４柱は物部氏系の神々で、彌加布都神（ﾐｶﾌﾂ）・比古佐自布都神（ﾋｺ-ｻｼﾞﾌﾂ）は、物部氏

系の香取神宮（千葉県佐原市香取）の祭神・経津主神（フツヌシ・斎主-イワヒヌシ-ともいう）を指し、三代実録（901）に「5６代清

和天皇・貞観二年（860）秋七月、河内国従三位彌加布都神・比古佐自布都命の神階を進めて、従二位を加ふ」と出ている（フ

ツヌシは、藤原氏の氏神として春日大社に祀られている(表 2-2)。これは藤原氏（中臣氏）が勢力を広げるなか、自家の氏神と

して取りこんだものである。 

 

表 2-2.平安時代前期（54～60 代）の５６代清和天皇（在位 858～876） 

 

 

2-2.弓削神社(東）の和文由来と現在 

弓削氏は河内国若江郡弓削郷を本貫とする豪族で、弓矢などの武器の製作していた伴造であった。この一族は物部守屋

や４８代孝謙天皇の女帝に仕え、その信任を得た弓削道鏡を輩出した。弓削神社は、「続日本紀」の伝える女帝ゆかりの西の

京址や弓削寺址も付近の地域である。弓削神社の本殿は、東方 300ｍの小字、古宮になった。 

当神社は、弓削氏の祖神である天日鷲翔矢命と彌加布都神比古佐自布都神の二座の延喜式内社である。ゆえに、弓削神

社は、河内国でも枚岡社・恩智社に次ぐ、三番目に数えられた弓削大社であった。弓削道鏡の出身地で、近くに由義宮、由

義寺の跡が伝えられている。当地は、弓削氏の本拠地で弓削道鏡の出身地で、祖神をまつり、物部氏一族である弓削氏の本

拠であった。 

江戸時代になって、弓削神社の二座を比定するため、若江郡の東弓削村の弓削神社(東）、志紀郡の弓削村の弓削神社

(東)の二社をこの二座に当てた。 

道鏡を重用された４８代称徳天皇の２回目女帝（（在位 764～70）の由義宮（ユゲ・弓削宮の佳字、西の京））が置かれた地で、

氏寺・弓削寺（竜華寺）とともに存在したと思われる。由義宮とは、４８代称徳女帝が道鏡の故郷に置いた宮廷で、女帝の崩御

と同時にそれに伴う道鏡の失脚により放棄されたという。 
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表 2-3.大阪府八尾市、弓削神社（東）の詳細資料 

1 主祭神 

饒速日命（ｲｷﾞﾊﾔﾋ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、宇麻志麻冶命（ｳﾏｼﾏｼﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ-ｵｵﾐ）。ほかに、

①饒彌加布都命（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、②比古佐自彦命（ﾋｺｻｼﾋｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、③高魂命（ﾀｶﾑｽﾋﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、

④天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、⑤菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）。 

2 神社創建 創建 800 年頃。別名は河内大社(かわちたいしゃ)とも呼ぶ。 

3 勧請神 

延喜式神名帳：明治以降の史料・大阪府全志（明 36-1903）・大阪府史蹟名称天然記念物（1922 年）

には、①饒速日（ﾆｷﾞﾊﾔﾋ）・②宇麻志麻治（ｳﾏｼﾏｼﾞ）・③彌加布都（ﾐｶﾌﾂ）・④天日鷲（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼ）・⑤

品陀和気（ﾎﾝﾀﾞﾜｹ）・⑥比古佐自彦（ﾋｺｻｼﾋｺ）・⑦菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）の７座を挙げ、現祭

神から天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ）が抜け、誉田別尊（ﾎﾑﾀﾜｹ）・菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）が加わった。  

4 社格等 河内（若江郡）の式内社、旧村社。   

5 主な祭事 
夏祭：７月 30 日・31 日：と秋祭：10 月 20 日（東弓削）。 

氏祖の祭祀は、江戸時代にも「弓削神社(東）」と称した。  

6 鎮座地 
〒581-0029 八尾市東弓削 1-166（東弓削）。 

弓削氏の氏族は東方約３００ｍに、小字古宮地である。大和川の大氾濫で現地に遷った。 

7 交通手段 ＪＲ大和路線志紀駅下車。 

8 位 置 北緯 34 度 36 分 14.7 秒  東経 135 度 37 分 2.8 秒（東弓削）。標高：13ｍ 

9 本 殿 神明造、間口（2.42ｍ）・奥行（1.52ｍ）、高さ（3.71ｍ）。鰹木 4 本. 

10 拝 殿 割拝殿様式、間口（9.99ｍ）・奥行（8.21ｍ）、高さ（5.01ｍ） 

11 鳥 居 1 基（最高 3.51m）  

12 灯籠 石灯籠 6 基（最高 1.91ｍ、平均 1.82ｍ、最低 1.75ｍ）。 

13 神 木 本殿の両横に銀杏の木、西の鳥居の両側に楠の木がある。 

14 神社経過 

物部氏に属した弓削族の本拠地である。本社は枚岡と恩智につぐ三指に数えられる神社である。 

以前、大和川が弓削神社(西側)と当神社との間を流れており、川を挟むように神社が鎮座していた。

大和川の水運を握っていた。この神社には方格規矩鏡などの古い鏡を伝世しているのが注目。 

15
主な神事 

彌加布都神（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ｶﾐ）、比古左自布都神（ﾋｺｻ-ｼﾞﾌﾂ-ﾉ-ｶﾐ）：物部氏の祖神、高魂命（ﾀｶ-ﾐﾑｽﾋﾞ-ﾉ-ﾐ
ｺﾄ）、天日鷲翔矢命（ｱﾒ-ﾉ-ﾋﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺﾄ）：弓削氏の祖神：菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ）を祀る。 

16
その他 

『神社要録』・『大日本史神祇志』には、弓削宿禰（ﾕｹﾞ-ﾉ-ｽｸﾈ）の祖神。                  

『河内志』・『神名帳考証』には、彌加布都命神（ﾐｶﾌﾂ-ﾉ-ﾐｺﾄ-ｶﾐ）・比古佐自布都命神（ﾋｺｻｼﾋｺ--ﾉ

-ﾐｺﾄ-ｶﾐ）。弓削氏の祖神として高御魂命（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と天日鷲翔矢命（ｱﾒﾉﾋ-ﾜｼｶｹﾙﾔ-ﾉ-ﾐｺ

ﾄ）とが考えられる。 

 

2-3.弓削神社(東）の英文由来と現在  

Main shrine (Honden) is Shinmei-zukuri, frontage (2.42m)、depth (1.93m) and  height(3.71m). Front 
shrine (Haiden) is Warihaiden-style, a frontage (9.99m), depth (8.21m) and height (5.01m). Torii in the 
Shinto shrine is one stone Torii (a maximum of 3.51m). Tourou of shrine is 6-engines (a maximum of 1.91m, 
an average of 1.82m, at least 1.70m). They served as Mononobe-Moriya and the Empress of the 48s 
Enperor Koken, and especially Yuge-Dokyo got the confidence of their. 
Yuge-shrine is a region in the vicinity of the Empress Yukari message of the "Zoku Nippon Era" and 

"Nishi-No-Kyou-Ruins" and "Yuge- temple-ruins".Yuge  shrine is bidentate of Engishiki-naisha, 
Ame-No-Hiwashikakeruya-No-Mikoto which are an ancestral god of Yuge-clains and Mikahutu-No-Kami 
and Hikosazihutu-No-Kami. The honden of Yuge shrine, was in hurumiya in the Owaza Eastern 300m of 
this shrine. Thus, Yuge shrine was shrine which was counted thirdly next to Hiraoka-shrine and 
Ondi-shrine in kawachi country.  

The Yuge shrine, hometown of Yuge-dokyo, traces of Yuge temple and Yuge-No-Miya are conveyed near. 
Yuge shrine is hometown of Yuge-dokyo in a stronghold of Yuge-clans and is the whole families of 
Mononobe-clans dedicated to an ancestral god. In order to become the Edo period, to determine the 
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bidentate of Yuge shrine, was to bidentate Yuge shrine of Yuge-mura in the Shiki-gun and (east) Yuge 
shrine of east-yuge-mura in the Wakae-Gun the (east). It is the area where Yuge-No-Miya of the second 
Super Queen (reign 764-70) where Yuge-dokyo was appointed was put. Furthermore, it is thought that 
there was it to Clains-temple and Yuge-temple (Ryuuge-temple). Yuge-No-Miya is the Imperial Court 
which 48s Empress Shōtoku(super queen) established in the hometown of Yuge-dokyo. But, it is said that it 
was abandoned with demise of super queen by the downfall of Yuge-dokyo. 

Main shrine (Honden) is Shinmei-zukuri, frontage (2.42m)、depth (1.93m) and  height(3.71m). Front 
shrine (Haiden) is Warihaiden-style, a frontage (9.99m), depth (8.21m) and height (5.01m). Torii in the 
Shinto shrine is one stone Torii (a maximum of 3.51m). Tourou of shrine is 6-engines (a maximum of 1.91m, 
an average of 1.82m, at least 1.70m). 
 

表 2-4.大阪府八尾市、弓削神社(東）の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods  
①Igihayahi-No-Mikoto,②Umashimazi-No-Mikoto,③Amaterasu-Oomi. Other, 
①Mikahutu-No-Mikoto,②Hikosashihiko-No-Mikoto,③Takamusubi-No-Mikoto, 
④Amenohi-Washikakeruya-No-Mikoto）,⑤Sugawara-No-Mitizane. 

2 
Enshrined 

Gods 
The foundation is about 800. 
We call alias Kawachi-Taisha. 

3 Foundation 

Engi Shikigami name book (1922) includes 7 seats of ,① Nigihayahi, ② Umashimazi, ③ 
Mikahutu, ④ Amenohi-Washi, ⑤ Homudawake, ⑥ Hikosashihiko, ⑦ 
Sugawara-No-Mitizane. Amaterasu comes out of the current enshrined deity, and 
Homutawake, Sugawara-No-Mitizane are included. 

4 
Shrine 

Ranking 
Company in the expression of Kawachi (Wakae village), old village shrine 

5 
Annual 

Festival 
The summer festival is .31 days on July 30. The autumn festival: It is October 20. 
The festival of the Yuge father called itself "Yuge Shrine" in the Edo era. 

6 Site 
〒581-0029 1-166, Higashiyuge, Yao-shi 
The family of Yuge clan which was Mononobe clan was Aza-huru-miya in east 
approximately 300m. It moved in the severe flooding of the Yamato River in the field. 

7 Access  JR Yamato route Shiki Station getting off 
8 Latitude 34°36'N 14.7 seconds, 135°37'E 2.8 seconds. Altitude：13m 

9 
Main  

Shrine 
Main shrine (Honden) is Shinmei-zukuri, a frontage (2.42m)、depth (1.93m)  and  
height(3.71m). katsuogi 3 

10 
Shrine 

Pavilions 
Front shrine (Haiden) is Warihaiden- style, a frontage (9.99m), depth (8.21m) and height 
(5.01m). 

11 Torii Torii in the Shinto shrine is one stone Torii (a maximum of 3.51m). 
12 Tourou Tourou of shrine is 6-engines (a maximum of 1.91m, an average of 1.82m, at least 1.70m).

13 God tree 
There is the tree of ginkgo on both side side of main shrine (Honden). 
There is a camphor tree on both sides of the torii in the shrine west. 

14 
Shrine 

Progress. 

This Yuge Shrine is a stronghold of the Yuge clan whole families who belonged to 
Mononobe clan. Yuge Shrine is a big shrine counted among making a respectful bow 
with three fingers of each hand on the floor to pour into Hiraoka Shrine and Onji Shrine.
Azahurumiya of east 300m of the existing company had the yuan of Yuge Shrine. 

The Yamato River flowed before between Yuge Shrine (the west) and our Shinto 
shrines. The Shinto shrine was enshrined to sandwich the river. Yuge Shrine held 
transportation by water of the Yamato River. 
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15 
Main  
Ritual  

Main Ritual is Mikahutu-No-Kami, Hikosa-Zihutu-No-Kami: Mononobe-clan,  
Taka- Mimusubi-No-Mikoto, Ame-No-Hiwashikakeruya-No-Mikoto: Yuge-clan, 
Sugawara-No-Mitizane. 

16 Other   

"It is Large Japanese history:" with "Shrine Yoroku" In Jingi Zhi, it is an ancestral god of 
Yuge-no-Sukune. In "Kawachi Zhi" and "God name book investigation," it is Mikahutu- 
no-Mikoto-Kami and Hikosashihiko-No-Mikoto-Kami. Takamimusubi-No-Mikoto and 
Amenohi-Washikakeruya- no-Mikoto are considered as an ancestral god of Yuge-clan. 

 

2-4.弓削神社(東）の韓文由来と現在（유개신사 (동) 의 일본어 유래와 현재） 
유개씨는 가와치국 와카에군 유개마을을 본관으로 하는 호족으로, 활과 화살등의 무기제작을 했다. 이 

일족은 모노노베모리야와 48 대 코우켄천황의 황후를 섬기고 그 신뢰를 얻어 유개도경을 배출했다. 
유개신사는「속일본기」가 전하는 여제 유카리의 서쪽의 경지나 유개사지도 부근의 지역에 있다. 유개신사의 
본전은 현재의 동쪽 300m 에 위치했다고 하며 작은 신사가 돠었다. 
 이 신사는 유개씨의 조상신인 아메노히와시노신과 미카후시신/히코사지후시신의 두좌의 연희식 내사이다. 
또한, 유개신사는 가와치국에서도 목강사·은지사에 이어 세번째로 꼽힌 유개신사였다. 유개도경의 출신지에서 
가까운 유의궁, 유의사의 흔적이 전해져오고 있다. 이곳은 유개씨의 본거지로 유개도경의 출신지에서 조상신을 
섬겼고 모노베 가문인 유개씨의 본거지였다. 
 애도시대가 되어, 유개신사의 두좌를 비정하기위해 와카에군의 동유개마을의 유개신사 (동), 시키군의 
유개마을의 유개신사 (동) 의 두 신사를 이 두좌에 안치했다. 도경으로 중용된 48 대 쇼토쿠천황의 두번째 황후 
(재위 764 ~ 70 ) 의 유의신사(유개·유개신사의 케이지, 니시노쿄) 가 놓여진 땅에서 씨족절·유개절 (류개지) 와 
함께 존재한 것으로 보인다.유의신사는 48 대 쇼토쿠여제가  도경의 고향에 둔 궁중에서 황후의 승하와 동시에 
그에따른 도경의 몰락으로 인해 방치되었다고 전해진다. 
 

表 2-5. 大阪府八尾市、弓削神社(東）の詳細資料（韓文） 

1 주제신 

이기하야히노 미고토、우마시마지노 미코토、마마테라스 오오미。 

또、①마카후츠노미코토、②히토사시히코노미코토、③타카무스비노 

미코토）、④아메노히와시카케루야노 미코토、⑤스가와라노 미치자네。 

2 신시창건 창건 800 년경。별명은 카와치타이샤 라고도 부름。 

3 권청신 

①니기하야히・②우마시마지・③미카후츠・④아메노히와시・⑤혼다와케・ 

⑥히코사시히코・⑦스가와라노 미치자네의 ７좌를 들어、현재의 신으로부터 아마테라스가 

빠지고、호므카와케・스가와라노 미치자네가 더해졌다。 

4 신사격등 카와치（와카에군）의 식내사、옛날마을신사。  

5 주된제사 
여름제사：７월 30 일・31 일과 가을제사：10 월 20 일（동유개）。 

조상제사는、애도시대에도「유개신사(동）」라고 칭했다。  

6 진좌지 
〒581-0029 야오시 히가시유개 1-166（동유개）。유개씨의 씨족은 동쪽의 

약３００ｍ로、작은 고신사이다。야마토강의 대범람으로 현지에 안치。 

7 교통수단 ＪＲ야마토 노선 시키역 하차。 

8 위 치 북위 34 도 36 분 14.7 초  동경 135 도 37 분 2.8 초（히가시유개） 。표고：13m。 

9 본 전 본전：신명조、폭（2.42ｍ）・길이（1.52ｍ）、높이（3.71ｍ）。카츠목 4 개. 

10 배 전 배전：비율배전양식、폭（9.99ｍ）・길이（8.21ｍ）、높이（5.01ｍ） 

11 도 리 1 기（최고 3.51m）  

12 등 석등 6 기（최고 1.91ｍ、평균 1.82ｍ、최저 1.75ｍ）。 

13 신 목 본전의 양옆에 은행나무、서쪽의 도리의 양쪽에 은행나무가 있다。 

14 신사경과 

이전에、야마토강이 유개신사(서쪽)와 이 신사 사이를 흐르고 있어、강을 포개고 

있는것처럼 신사가 진좌되었다。야마토강의 수운을 쥐고 있었다。이 신사에는 방격 규거경 

등의 오래된 거울이 보관되어져 내려오는 것이 주목。 

－ 204 －



 9

15
그 외 

『신사요록』・『대일본사신지지』에는、유개노 스쿠네의 조상신。            

오사카후전지（명 36-1903）・오사카후 사적명칭 천연기념물（1922년） 

 

2-5.弓削神社(東）の中文由来と現在 （弓削神社(东）的日文由来与现在) 
 弓削氏是以河内国若江郡弓削乡为籍贯的豪族，曾是制作弓箭的伴造。这一族服侍物部守屋及女帝——第 48 代

天皇孝谦天皇，并得到其信任而不断涌现出了弓削道镜。弓削神社位于《续日本纪》所传与女帝有因缘的西之京之

址与弓削寺之址附近地区。弓削神社的正殿成为东方 300 米的小字、古宫。 

该神社是弓削氏祖神天日鹫翔矢命与弥加布都神比古佐自布都神的两座神的延喜式内社。故弓削神社即使在河

内国亦曾是继枚岡神社、恩智神社的位居第三的弓削大社。据传是弓削道鏡出生地，附近有由义宫、由义寺的遗址。

当地是弓削道镜的出生地，是祭祀祖神的物部氏一族弓削氏的根据地。 

到了江户时代，为了比定弓削神社的两座神，将若江郡东弓削村の弓削神社(东）与志纪郡弓削村的弓削神社(东)

两个神社的祭神充作此两座神。此地为重用道镜的第 48 代天皇称德女帝（764～770 年在位）的由义宫（弓削・弓削宫

的佳字，西之京）的所在地，被认为与氏寺・弓削寺（龙华寺）一起存在。由义宫为第48代天皇称德女帝建在道镜故乡

的宫廷，据传因道镜在女帝驾崩的同时垮台而被放弃。 

 
表 2-6.大阪府八尾市、弓削神社(東）の詳細資料（八尾市弓削神社（东）的详细资料） 

1 主祭神 饶速日命，宇麻志麻治命，天照大神。 
此外还有：①饶弥加布都命，②比古佐自彦命，③高魂命，④天日鹫翔矢命，⑤菅原道真。

2 神社创建 创建于公元 800 年左右。又称河内大社。 

3 劝请神 树起①饶速日，②宇麻志麻治，③饶弥加布都，④天日鹫，⑤品陀和气，⑥比古佐自彦， 
⑦菅原道真的七座神，现在从祭神去除了天照大神，加上了誉田別尊与菅原道真。  

4 神社等级 河内（若江郡）的式内社，原村社。   

5 主要祭事 夏祭：７月 30、31 日；秋祭：10 月 20 日（东弓削）。 
氏祖祭祀在江户时代亦被称为“弓削神社(东）”。  

6 供奉地 〒581-0029 八尾市東弓削 1-166（東弓削）。                    

7 交 通 JR 大和路线志纪站下车。 
8 位 置 北纬 34 度 36 分 14.7 秒，东经 135 度 37 分 2.8 秒（东弓削） 。 
 标 高 1 米 
9 正 殿 正殿：神明造；横宽 2.42 米，进深 1.52 米，高 3.71 米。4 根屋脊装饰园木。 

10 前 殿 前殿：割拜殿样式；横宽 9.99 米，进深 8.21，高 5.01。 
11 鸟 居 1 个（最高 3.51 米）  
12 灯 笼 石灯笼 6 个（最高 1.91 米，平均 1.82 米，最低 1.75 米）。 
13 神 木 在正殿的两边有银杏树，西鸟居的两侧有楠木。 

14 神社经过 以前大和川流经弓削神社(西侧)与该神社之间，两个神社端坐如同夹住河流，被誉为握住了

大和川的水运。此神社的方格规矩镜等古镜的传世值得注目。 
15

其 他 《神社要录》、《大日本史神祇志》中为弓削宿祢的祖神。 
大阪府全志（明 36-1903）・大阪府史迹名称天然纪念物（1922 年） 

 

3．弓削神社(東）の社殿 

3-1. 弓削神社(東）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
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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 は弓削神社(東）の本殿で、その階段は 4 段。弓削神社(東）の本殿様式は春日造の向拝に唐破風。写真 3-2 は弓

削神社(東）の拝殿の正面で、拝殿は入母屋造である。鰹木は 3 本で男神。写真 3-3 は弓削神社(東）の拝殿の正面で、左右

には狛犬と石灯籠がそれぞれ２基である。 

 

3-2.弓削神社(東）の社殿規模 

表 3-1 は近鉄「八尾駅前」とＪＲ「八尾駅前」と弓削神社(東）にある神社の拝殿を測量したデ－タである。図 3-１は、近鉄「八

尾駅前」とＪＲ「八尾駅前」と弓削神社(東）にある神社の拝殿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。 

 

表 3-1.八尾市、神社の社殿規模（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、神社の拝殿規模である。この 10 神社について統計分析を行った。すなわち、高さとして最大値 8.16ｍ・

平均値 6.00ｍ・最小値 3.92ｍである。弓削神社東の高さは、平均値より低い値である。間口として最大値 12.21ｍ・平均値 9.48

ｍ・最小値 5.15ｍである。弓削神社東の間口は、平均値より僅かに低い値である。奥行きとして最大値 18.78ｍ・平均値 11.80

ｍ・最小値 2.73ｍである。弓削神社の奥行きは、平均値より遥かに狭い値である(図 3-1)。 

 

  

写真 3-1.弓削神社(東）の本殿。

階段は 4 段である 

写真 3-2.弓削神社(東）の拝殿の奥のに

は、鰹木が 3 本 

写真 3-3.弓削神社(東）の拝殿。左右には狛

犬と石灯籠がそれぞれ 2 基 
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4.弓削神社(東）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。 

弓削神社(東）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.弓削神社(東）の鳥居の写真 

 

 

  

写真 4-1.弓削神社(東）正面の明神鳥居 写真 4-2.鳥居の額 写真 4-3.弓削神社(東）の鳥居の上段と額 

 
写真 4-1 は弓削神社(東）正面の 1 の鳥居で、明神系鳥居。写真 4-2 は弓削神社(東）の写真 4-1 鳥居の中央部にある額。

写真 4-3 は弓削神社(東）にある鳥居は稲荷系である神社である。 

 

4-2.弓削神社(東）の鳥居の測量値 

表 4-1 は、弓削神社(東）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.弓削神社(東）の鳥居測量値（m） 

神社名 鳥居名 
柱断面 柱間の幅 貫の高さ 笠木の高さ 反増 

円周 直径 内側間 中心間 下点 上点 下点 上点 （そりまし）

   a 9.1a  9.1a 9.9a 11.2a 11.8a  

弓削神社東 稲荷神社 1.26  0.37  1.76 1.88 1.83 1.98 2.21 2.33 2.41 

弓削神社東 正面鳥居 1.49  0.48  3.72 4.07 3.98 4.28 4.77 5.01 5.31 

弓削神社東 一の鳥居 1.11  0.38  2.50 2.86 2.61 2.81 3.18 3.37 3.51 

正面－稲荷の差 平均 1.9 0.23 0.11 1.96 2.19 2.13 2.30 2.56 2.68 2.90 

弓削神社東 平均値 1.29 0.41 2.66 2.94 2.80 3.02 3.39 3.57 3.74 
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弓削神社東鳥居の柱断面の最大値では、柱の円周 1.49m、直径 0.48m、柱間距離 4.07m である。貫の高さは下点 3.98m と

上点 4.28m である。笠木の高さは下点 4.77m、上点 5.01m と頂点 5.31m である。弓削神社鳥居の平均では、柱の円周 1.29m、

直径 0.41m、柱間距離 2.66m である。貫の高さは下点 2.80m と上点 3.02m である。笠木の高さは下点 3.39m、上点 3.57m と

頂点 3.74m である。弓削神社鳥居の最小値では、柱の円周 1.26m、直径 0.37m、柱間距離 1.88m である。貫の高さは下点

1.83m と上点 1.98m である。笠木の高さは下点 2.21m、上点 2.33m と頂点 2.41m である。 

 

 

図 4-1.弓削神社(東）の柱間距離と高さの比較（勾配分析用） 図 4-2.弓削神社(東）の柱間距離と高さの比較（数値分析用）

 

図 4-1 は弓削神社(東）の柱間距離と高さの比較（勾配分析用）である。弓削神社(東）正面鳥居は稲荷神社と正比例の関係

が見られるが、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 は弓削神社(東）

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、この弓削神社(東）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。 

 

4-3.八尾市、弓削神社(東）を含む 6 神社の 15 基鳥居測量値 

表 4-2 は、弓削神社(東）を含む八尾・穴太・許麻神社と天満宮の鳥居測量値（m）である。笠木の高さと柱間距離との関係

や貫の高さと柱間距離との関係を分析した。 

 

 

表 4-2.弓削神社(東）を含む八尾・穴太・許麻神社と天満宮の鳥居測量値（m） 
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弓削神社(東）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 2.66ｍおよび最小値 1.37ｍである。貫下の高さでは、最大値 4.70m、平均値 2.89ｍおよび最小値

1.83ｍで、貫上の高さでは、最大値 5.15m、平均値 3.14ｍおよび最小値 1.98ｍである。笠木下の高さでは、最大値 4.77m、平

均値 3.34ｍおよび最小値 2.21ｍで、笠木上の高さでは、最大値 6.00m、平均値 3.65ｍおよび最小値 2.33ｍである。八尾市 4

神社とは、近鉄八尾駅付近の八尾神社(八尾 1 と八尾 2)・八尾天満宮(八 1～4)・弓削神社(東）（弓削 1～3)・許麻神社（許麻 1

～3)で 12 基と弓削神社(東）の 3 鳥居である。この 6 神社 15 基の鳥居について棒グラフによって比較を行った。図 4-3 による

と弓削神社(東）鳥居の笠木上の高さは、2.33m～5.01m である。最小値と最大値を比較すれば約 2.15 倍であることが確認でき

た。弓削神社(東）正面にある笠木上の高さ（5.01m）は、他のより高い値で、さらに高い鳥居は許麻神社（6.00ｍ）である。 

 

 

図 4-3.八尾市、6 神社正面鳥居の笠木高さの比較 図 4-4.八尾市、6 神社正面鳥居の貫高さの比較 

 

図 4-4 は弓削神社(東）鳥居の貫高さの比較で、正面にある貫上の高さは図 4-4 と同様な傾向である。貫上の高さは、1.98m

～4.28m である。最小値と最大値を比較すれば約と 2.16 倍であることが確認できる。 

 

4-４.八尾市、6 神社の 15 基鳥居に関する回帰方程式 

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・弓削神社(東）・許麻神社である。ここでは、各神社の

15 鳥居の測量値である。図 4-5 は八尾市神社鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図で、右と左側の矢表示は弓削神社(東）

の稲荷神社と正面鳥居のデータである。図4-6 は八尾市神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図で、右と左側の矢表示は弓

削神社(東）の稲荷神社と正面鳥居のデータである。式 4-1 と式 4-2 は八尾市における弓削神社(東）と 4 神社の 15 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) = 1.146(柱間距離) +0.607  ……決定係数(R2 =0.916) …測量値……(4-1) 

Y(笠木下の高さ▲) = 0.832(柱間距離) +1.125  ……決定係数(R2 =0.801) …測量値……(4-2) 

 

 

図 4-5.八尾市、神社鳥居の柱間距離と笠木高さ 図 4-6. 八尾市神社鳥居の柱間距離と貫高さ 
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笠木上と笠木下の勾配は、1.146 と 0.832 で、その差は 0.314 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(0.916)は笠木下(0.801)より大で、その差は 0.115 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。 

 

Y(貫上の高さ■) = 0.965(柱間距離) +0.575  ……決定係数(R2 =0.895) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.864(柱間距離) +0.595  ……決定係数(R2 =0.887) …測量値……(4-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、0.965 と 0.864 で、その差は 0.101 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. 895)

は貫下（0.887）で、その差は 0.008 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木と同様に、貫上の値は貫下より大きいことが判

明した。 

 

５.弓削神社(東）の石灯籠と考察 

石灯籠の部分名称は、上からの部分名称として説明を行う。笠は火袋の屋根になる部分である。六角形や四角形が主流で

あるが雪見型の円形などもある。 

多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端にわらび手とい

う装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。 

装飾目的の場合は火をともすことは無いが、実用性が求められる場合には火や電気等

により明りがともされる。 

円筒状が一般的であるが、四角形、六角形、八角形のものも見られる。 基礎 最下部

の足となる部分である。 

六角形や円形が主流である。雪見型灯籠などでは 3 本や 4 本の足で構成される。灯籠

の代表的な種類は、春日型…神社仏閣で多く見られるもので実用性も高い。竿が長く火

袋が高い位置にあるのが特徴である。笠の丸い丸雪見と六角形の六角雪見がある。 

岬型…雪見型から基礎部分（足）を取り除いたもの。織部式灯籠…つくばいの鉢明りと

して使用する、四角形の火袋を持つ活込み型の灯籠奇抜な形から江戸時代の茶人・古

田織部好みの灯籠ということで「織部」の名が着せられるが、古田織部が考案したという証

拠は無い。石竿に十字模様や聖人のようにも見える石像が刻まれており、これをもってキ

リシタン灯籠と呼ばれることもある。図 5-1 は、現在の八尾市、弓削神社(東）の石灯籠の配置図で、次のように説明できる。 

 

 

写真 5-1.本殿前の灯籠高さ 1.91m。四角型・竿円

柱、手前 1.86 と奥は 1.76ｍ 

写真 5-2.本殿右前の灯籠 写真 5-3.本殿左前の灯籠 

 

写真 5-1 は弓削神社(東）、3 段灯籠 1 の高さ 2.35m。。写真 5-2 は弓削神社(東）、灯籠 2 の高さ 2.35m。。写真 5-3 は、弓

削神社(東）、灯籠 3 の高さ 2.51m。写真 5-4 は弓削神社(東）、灯籠 4 の高さ 1.80m である。 

 

地図 5-1.石灯籠の配置図 
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写真５-4.弓削神社(東）の拝殿の灯籠。拝殿前の灯籠高さ

1.91m。神前型一対 

写真 5-5.鳥居横の灯籠高

さ 1.76m。標準型一対 

写真 5-6.鳥居横の灯籠高さ

1.75m。標準型一対 

 

写真 5-5 は弓削神社(東）、灯籠 5 の高さ 1.77m。写真 5-6 は穴弓削神社(東）の半九郎稲荷社、灯籠 6 の高さ 2.30m。表

5-7 は弓削神社(東）の半九郎稲荷社、灯籠 7 の高さ 2.30m である。写真 5-8 は稲荷神社前の灯籠高さ 2.00m である。 

 

表 5-1.弓削神社(東）の石灯籠測量（m） 図 5-1.弓削神社(東）の石灯籠測量図 

 

表 5-1 は.弓削神社(東）の石灯籠測量値である。高さは 1.43～2.28ｍで、平均値は 1.93ｍ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。石灯籠の建立年代としては、天和３（1683）～昭和 15［１９４０］年間

である。古くは 1683 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、.弓削神社(東）の 13 基石

灯籠測量値の高さを表示した（図 5-1）。図 5-1 によると、拝殿の石灯籠は、本殿の石灯籠より高い値であり、全石灯籠の中で

も最上級である。石灯籠の最大値は 2.28m と石灯籠の最小値は 1.43m を比較すれば、1.75 倍である。 

 

6.おわりに 

6-1.弓削神社(東）の社殿建築 

弓削神社(東）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。弓削神社(東）

（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。弓削神社(東）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。弓削神社(東）の奥行

き（4.97m）は、10 神社の中で最も狭い長い値である。 
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6-2.八尾市の八尾駅付近の神社と弓削神社(東）の鳥居 

 

表６-1.八尾市、弓削神社(東）を含む正面鳥居測量値（m） 表 6-1.八尾市、弓削神社(東）を含む正面鳥居測量値

のグラフ 

 

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・弓削神社(東）・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・弓削神社

(東）・許麻神社である。さらに、弓削神社(東）と弓削東神社を合わせると 10 神社である。 

弓削神社(東）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。 

図 6-1 は、各神社の 10 鳥居の測量値である。図 6-1 は八尾市神社正面鳥居の高さを表示した棒グラフである。棒グラフか

ら高さを Y 値とし、X を神社めいとすれば、 

 

Y=0.285X+2.91……決定係数(R2 =0.916) …………………………………………(6-1) 

 

の様になる。この測定値から考察すれば、一定の傾向が推察できる。決定係数が 0.916 であることからも相関性の高いこと

が認められる。 

柱間距離と笠木高さとの関係図（図 6-2）で、矢表示は弓削神社(東）の正面鳥居のデータである。図 6-3 は八尾市神社鳥

居の柱間距離と貫高さとの関係図で、矢表示は弓削神社(東）の正面鳥居のデータである。 

図 6-2 は弓削神社(東）における笠木の高さと柱間距離との関係である。本実験は、外山計算より大きいあ値であることが確

認された。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、八尾市における弓削神社(東）を含む10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 3 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 上= 0.867X3 -8.976X2  +31.712 X -33.495 ……(R2 =0.911)   …測量値 ……(6-2) 

Y 下= 0.938X3 -9.722X2  +34.189X -36.316  ……(R2 =0.890)  …測量値 ……(6-3) 

 

式 6-1 と式 6-2 の決定係数は、それぞれ 0.911 と 0.890 である。式 6-1 の決定係数は、式 6-2 より僅かに大きい値である。 
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図 6-3 は、弓削神社(東）における貫の高さと柱間距離との関係である。計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用し

て表示した。ゆえに、 

図 6-4 の決定係数は、貫上と下はそれぞれ 0.923 と 0.905 である。その差は 0.18 である。本実験は、外山計算より大きいあ

値であることが確認された。式 6-4 の決定係数は、式 4-5 より僅かに大きい値である。貫上高さの勾配は、貫下高さよりわずか

な大きい値である。測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の 3 次回帰方程式を与えられる。

ここで、X は柱の直径で、Y は貫の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y 上= 0.847X3 -8.823X2  +31.224X -33.442 ……(R2 =0.923)  …測量値 ……(6-4) 

Y 下= 0.794X3 -8.291X2  +29.337X -31.453 ……(R2 =0.905)  …測量値 ……(6-5) 

 

弓削神社(東）鳥居の最大値では、柱の円周 1.18m、直径 0.33m、柱間距離 2.92m である。貫の高さは下点 3.12m と上点

3.42m である。笠木の高さは下点 3.78m、上点 3.96m と頂点 4.16m である。弓削神社(東）鳥居の最小値では、柱の円周 0.72m、

直径 0.21m、柱間距離 1.66m である。貫の高さは下点 2.34m と上点 2.50m である。笠木の高さは下点 2.75m、上点 2.86m と

頂点 2.94m である（表６-1 と表 6-1）。 

 

6-3.弓削神社(東）の石灯籠 

弓削神社(東）の石灯籠は 7 基である。石灯籠の最大値は弓削 7（2.51m）である。石灯籠の最小測量は弓削 5（1.77m）であ

る。平均値は 2.12m である。石灯籠の古い建立年は寛政 10（1798）年で、最近は平成 8（1996）である。石灯籠の最大値は弓

削 7（2.51m）と石灯籠の最小値は弓削 5（1.77m）を比較すれば、1.42 倍である。八尾神社・弓削神社(東）と八尾天満宮の石灯

籠測量値を比較すれば、2m 以上のが 13 基がる事が確認できた。 

 

表６-2.八尾市、弓削神社(東）(東)を含む灯籠の測量

値（m） 

図６-4.八尾市、弓削神社(東）(東)を含む灯籠の測量値のグラフ

（m）。神社拝殿前の灯籠測量値を比較 

 

図 6-2.八尾神社弓削神社(東）(東)鳥居の柱間距離と笠

木の高さ 

図 6-3.弓削神社(東）(東)鳥居の柱間距離と貫の高さ 
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表６-2 は八尾市、弓削神社(東）を含む灯籠の測量値である。表６-2 から図６-4 のように八尾市、弓削神社(東）を含む灯籠

の測量値のグラフのように図示した。神社拝殿前の灯籠測量値を比較した。 

八尾市、神社の灯籠の高さとの関係式を次のように表示できる。すなわち、図 6-4 は、各神社の 10 鳥居の測量値である。図

6-1 は八尾市神社正面鳥居の高さを表示した棒グラフである。棒グラフから高さを Y 値とし、X を神社めいとすれば、 

 

Y=0.101X+1.834・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・決定係数（0.953）・・・・・・・・・・・・・（6-6） 

 

に様になる。この測定値から考察すれば、一定の傾向が推察できる。決定係数が 0.953 であることからも相関性の高いこと

が認められる。 
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別表 1.弓削神社(東）の年表（年代順）の内容 

和歴 西暦 内     容 

用明天皇

02 
587 

物部 守屋は、飛鳥時代の大連（有力豪族）。物部尾輿の子。母は弓削倭古の娘、阿佐姫であ

る。 

推古天皇

30 
622 

聖徳太子は 574～622 年、飛鳥時代の皇族、政治家。厩戸皇子または厩戸王の後世の呼称。３

１代用明天皇の第二皇子、母は 29 代欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。33 代推古天皇のも

と、蘇我馬子と協調して政治を行い、国際的緊張のなかで遣隋使を派遣するなど大陸の進んだ

文化や制度をとりいれた。冠位十二階や十七条憲法を定めるなど天皇を中心とした中央集権国

家体制の確立。仏教を厚く信仰し興隆につとめた。 

武徳 09  626 

蘇我 馬子は、551～626 年、飛鳥時代の政治家であり貴族でもある。３０代敏達天皇のとき大臣

に就き、３１代用明天皇、３２代崇峻天皇、33 代推古天皇の 4 代に仕え、54 年に亘り権勢を振る

い、蘇我氏の全盛時代を築く。626 年に死没。親は 蘇我稲目。子は 蘇我蝦夷。 

天平宝字

08 
764 

48 代称徳天皇（在位 764～70）の由義宮（ユゲ・弓削宮の佳字、西の京ともいう）が置かれた地

で、氏寺・弓削寺（竜華寺）とともに当社もまた氏神社として存在したと思われる。 

神護景雲

0３ 
769 

46 代孝謙天皇は、在位 749～758 年である。 第 48 代称徳天皇（在位 764-770）と同一人物の

女帝天皇である。その間は 47 代淳仁天皇である。46 代孝謙天皇の重祚(ちようそ)のため道鏡を

重用し、専制を許した。48 代称徳天皇の女帝は（769）から同４年にかけて何度も行幸している

（続日本紀）。弓削道鏡が、称徳天皇の信任をえて、その郷里に設けられた行宮で由義宮とな

し、西京となし造由義大宮司や造由義寺司がおかれ、また月内国は河内職とされた。 

文武天皇

04 
700 弓削道鏡（700？～72）の出身地 

宝亀 03 772 
弓削神社(東）付近は、弓削氏一族の本拠で、称徳天皇の死亡により権勢を失い、下野薬師寺

別当に落とされ没した。 

延暦 19 800 神社創建。創建 800 年頃。別名は河内大社(かわちたいしゃ)とも呼ぶ。 

弘仁 0６ 815 

新撰姓氏禄（815）には、「河内国神別（天神） 弓削宿禰 天高御魂乃命孫天毘和志可気流夜

命（＝天日鷲翔矢命）之後也」とあり、東弓削社が天日鷲翔矢命（アメノヒワシ カケルヤ）を祭神

の最初である。 

貞観 01 859 従五位上中世の事情は明らかでない。 

貞観 02 860 

三代実録に「清和天皇・貞観２年（860）秋七月、河内国従三位彌加布都神・比古佐自布都命の

神階を進めて、従二位を加ふ」。と出ている（フツヌシは、藤原氏の氏神として春日大社に祀られ

ている。 

延喜 0１ 901 
彌加布都神（ミカフツ）・比古佐自布都神（ヒコ サジフツ）は、物部氏系の香取神宮（千葉県佐原

市香取）の祭神・経津主神（フツヌシ・斎主-イワヒヌシ-ともいう）を指し、三代実録（901）。 

天文 22 1553 
南方には由義寺が設けた金剛蓮華寺は、三条西公条が、吉野詣の途中ここに参詣し、八つ尾

の鶯の名所であったと聞き、大門の字名がある。 

貞亨 0３ 1686 本殿、四角型・竿円柱、高さ 186cm 

－ 215 －
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享保 18 1733 

河内志（江戸中期）に「（若江郡）弓削神社(東）一座」とあることからみて、江戸期以前の何時の

頃かに、旧大和川（現長瀬川）の氾濫により村が崩壊し、その一部が川向こう（西側・志紀郡）へ

移動したのに伴って、神社も２社に分けられたのではないかという。 

 古史料・河内志（1733）は、東弓削社東（ミカフツ命）・西弓削社西（サジフツ命）として、天日鷲

翔矢命を欠き、特選神名牒（1925）には、高御魂命・天日鷲翔矢命とある。 

天保 02 1813 

 古史料・神名帳考証（1813）矢作神社文書には弓削神社(東）と書かれている。弓削社東（ミカ

フツ命）・西弓削社西（サジフツ命）として、天日鷲翔矢命を欠き、特選神名牒（1925）には、高御

魂命・天日鷲翔矢命とある。 

明治 05 1872 村社 

明治 36 1903 

明治以降の史料・大阪府全志（1903）には、饒速日・宇麻志麻治・彌加布都・天日鷲・品陀和気・

比古佐自彦・菅原道真の７座を挙げ、現祭神からアマテラスが抜け、ホムタワケ・菅原道真が加わ

っている。 

大正 11 1922 

明治以降の史料・大阪府史蹟名称天然記念物（1922）には、饒速日・宇麻志麻治・彌加布都・

天日鷲・品陀和気・比古佐自彦・菅原道真の７座を挙げ、現祭神からアマテラスが抜け、ホムタワ

ケ・菅原道真が加わっている。 

昭和元 1925 特選神名牒（1925）には、高御魂命・天日鷲翔矢命とある。 

 

 

 

 

右側から中尾達夫、呉紅敏博士、沢勲博士、森栄 徹、小山 博、松井幸一 調査団の測量風景 
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