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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 is 
Nigihayabi-no- Mikoto, Umashimazi-no-Mikoto and Amaterasu-Oomi-Kami. In Yuge Shrine, respect and 
the worship are warm as an old shrine of Engishiki-Naisha. 
It is in particular famous as God of the prolongation of human life longevity.Furthermore, I accepted you 

in Tukinami, Ainame, Niiname, and Heihaku was performed Kyoushin of by royal. It was put out 
according to the passages of at the time of the change coming ages, but it became the village shrine in 1872, 
and Heihaku was appointed in Kyoushin in 1914. 
Furthermore, enshrining together did Amaterasu-Oomi-Kami of Site in Futamata of Yao-city. Foundation 

became village shrine in 1872 and was appointed in Heihaku Kyoshin Corporation in 1914. In 1952, I do 
religious corporation Yuge Shrine and belong to the Shinto shrine agency.Cold fountain to be called 
macrobiotic water from old days is in the precincts and hands it down when I do longevity when I steal 
this water in a mouth.  
Shrine Pavilions is Kara-Hahu in Kouhai of Kasuga-zukuri. Front shrine (haiden) is Irimoya-Dukuri. 

Torii were Front Torii (maximum of 5.01m) and Inari-Jinja (maximum of 2.33m). Tourou is 13 engines. 
(maximum of 2.28m, an average of 1.93m, at least 1.43m). The erection generation (1683 through 1940).  
Websites is Kaguraden, homotsuden, Shinyo-taiko-ko, syamusyo, komainu, suisha, history monument, 
logotype, waterlife. 
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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。弓削神社の所在地は、〒581-0032 八尾市弓削町１-３６。社域は 400 坪。氏子戸数は 3000 戸、北緯

34 度 35 分 59.4 秒・東経 135 度 36 分 54.2 秒、標高 15m である（写真 1-1）。 

弓削神社の詳細概要は、次のとおりである。①主祭神は饒速日命

（にぎはやびのみこと）、宇麻志麻冶命（うましまじのみこと）、天照大

神（あまてらすおおみ）の 3 の神である。②勧請神は、明治５（1872）

年村社となり、大正３（1914）年幣帛共進社に指定せられ、八尾市二

俣に鎮座の天照大神を合祀した。③神社創建は、不祥であるが８００

年頃で、所在地は弓削氏の一族である高僧道鏡の出身地で、東西

の社殿間に久宝寺川（旧大和川）が流れ、度重なる水害で、流失の

被害に遭った。神社の旧社格は、式内大社・村社。④例祭は、1 月 1

日：祭旦祭、2月 17 日：祈年祭、7 月最終土日が夏祭（神輿渡御式）、

10 月 8・9 日：秋祭（例祭）、11 月 23 日：新穀感謝祭。主な神事は、1

月 14 日：左義長とんど（とんど焼きは成人式前日の日曜日に行う。） 2 月 3 日：節分の日・節分祭、 4 月午の日：

稲荷祭、 11 月 15 日：七五三詣りである。⑤宮司は、河野良二である。 

⑥社殿は、春日造の向拝に唐破風、拝殿は入母屋造である。高さは 4.58m、間口は 9.63m と奥行きは 4.97m で

ある。⑦境内末社は、菅原神社（天満宮）、琴平神社（金刀毘羅神社）、稲荷神社、猿田彦神社 4 社である。⑧鳥

居は、正面鳥居（最高 5.01m）と稲荷神社（最高 3.37m）の２基である。⑨灯籠は、13 基（最高 228ｃm、平均 193ｃ

ｍ、最低 143ｃｍ）、建立年代（1683～１９40 年）。⑩建造物は、神楽殿、宝物殿、神輿太鼓庫、社務所、狛犬、水

舎、由来碑、社標と延命水である。  

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

繰り広げた地である。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ弓削神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデー

タ解析を行った。さらに文献等によって神社及び周辺の歴史、伝承地の由来についても調査研究を行った。本稿

は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての弓削神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

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

を本拠地とし、兵器製造を管掌する軍事氏族あり、仏教導入には強く反対した。一方の蘇我氏は飛鳥時代から頭

角を現した政治家で、仏教を積極的に導入して用明、崇峻、推古らの歴代天皇に取り入って権力を掌握した所で

ある。 

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

象を示す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。住

民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要であ

る。 

調査団は、さらに、大阪府八尾市の 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。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

 

写真 1-1.弓削神社の配置図 
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りあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（日本語・

英語・韓国語）の翻訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

2．弓削神社の資料と由来と現在 

2-1.弓削神社関連の資料 
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 

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。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。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。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（こうけんてんのう、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（しょうと

くてんのう：718-770)、 第 48 代天皇（在位 764-770）。孝謙天皇の重祚(ちようそ)。道鏡を重用し、専制を許した。 

写真 2-1.由義宮址 

表 2-1.白鳳・奈良時代（38～５０代）の孝謙天皇と称徳天皇 
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2-1ｃ.弓削神社 
 旧志紀郡の弓削にある式内社で、社殿は春日造りの向拝に唐破風をもっている｡祭神

は饒連日命、宇麻志麻治命などをまつり、東弓削にも同様一座あり、物部氏の祖神をま

つるもので、当市南部一帯は、すべて物部氏一族の本拠であったので、一族の弓削部の

住地として、弓削りを業としていたものであった。 

 また道鏡の出身地として、俗姓弓削連河内人也と続紀に記されている。弓削道鏡は若

くて葛城山に上り、梵学と如意輪宿直の秘法を修め、看病禅師として名声を得、東大寺

に住し、ついで内道場に入り、近江で孝謙天皇の病気をなおして一躍政界に出た。下と

して最高の太政大臣禅師、ついで法王となり､ 称徳天皇の信任のもとに、由義宮や弓削

寺を営み、天皇三度行幸あって、特に河内職がおかれた。大きな大和川をはさんで曙川、

志紀の両地区にかけて、弓削氏一族の本拠であった。称徳天皇がなくなると、権勢を失

い、下野薬師寺別当におとされて、ついにそこで宝亀 3 年(772) 没した（八尾の史蹟(新

改訂)、2011）。写真 2-2 は弓削神社石碑である。 

 

2-1ｄ.弓削神社の由来碑文 

 式内社で、祭神は物部氏の祖神である饒速日命（にぎはやびのみこと）、宇麻志麻冶命（うましまじのみこと）をまつり、

物部氏に属した弓削一族の本処であった（写真 2-3 と 4）。孝謙天皇の信頼を得た弓削道鏡は、この地の道鏡の出身

地である弓削神社の由来文である（写真 2-5）。由義宮に天皇の行幸を仰ぎ、同宮を｢西宮｣とした。さらに、道鏡は、

弓削一族の栄進をはかったが、天皇の没後は失脚し、下野国薬師寺別当として解き放なされた。 

 

  

 

 

写真 2-3.古代河内国の物部氏地域

の一部。中央の石碑は写真 2-4。 

写真 2-4.物部の格式

おまに除夜神楽石碑 

写真 2-5.弓削神社の

由来 

写真 2-6.弓削神社の祭典

日で、年間行事の案内版 

 

2-1e.弓削神社の御祭神 

◎饒速日命（にぎはやびのみこと）は天神で天璽を奉じて天磐舟に乗りこの国に降り給う。神武天皇御東征前に既に

大和河内地方を治めて御東征に偉勲をたて、御子可美麻冶命と共に朝廷に仕えて功績をたて、その功績により子孫

に物部氏の姓を賜り、この地方一帯に勢力を張り、守屋の頃には富強をきわめた。一族弓削氏はこの地に栄えて祖神

を尊崇して祀ったのが当神社である。弓削の道鏡はこの弓削の一族である。可美麻冶命（うましまじのみこと）は饒速日

命の御子である。天照大御神は、伊勢の聖地、五十鈴川の川上に坐す皇祖神。八百万神を統御せられ、明るい温か

い清い神格を有し、万物育成の源、日の神として象徴される。我が国の始祖と仰がれ給う。 

◎御祭神については大阪府神社史料弓削神社の條河内誌に「比古佐白布都命」大阪府全誌に「一に布都大明神」

とも呼び、大阪府市蹟名所天然記念物の渡会氏神名帳考証に「弥加布都命、比古佐白布都命」特撰神名牒には「高

魂命、天日鷲命」とあり神社要録、大日本史神祗志、地理志科等には「弓削宿祢神か或は弓削祢祖廟也」とあって諸説

があるが、弓削宿祢は物部連の族であるから物部氏の祖神である饒速日命可美麻冶命を御祭神として奉斎し、二俣に

鎮座の天照大神を合祀して三柱を御祭神と奉斎申しあげている（神社資料）。  

写真 2-2.弓削神社石碑 
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◎御祭礼：1 月 1 日：祭旦祭、2 月 17 日：祈年祭、7 月 30・31 日：夏祭(神輿渡御式)、10 月 8・9 日：秋祭（例祭）、11

月 23 日：新穀感謝祭（写真 2-6）。 

◎その他：1 月 14 日：左義長とんど。 2 月 3 日：節分の日・節分祭、4 月午の日：稲荷祭、11 月 15 日：七五三詣り。 

◎遷宮祭（正遷宮）： 25 年目毎に行う。神殿、建築物の修理、境内の設備を行い、神殿のよそほいを新たにして霊

代を遷し奉り、全氏子を挙げて一大行事を行い、神滅を発揚げすると共に、日夜賜る恩頼を感謝して繁栄を寿げ、砂

持神事を始め種々の記念行事を行う。昭和４６年１０月に５０回遷宮祭が盛大に行われた(神社提供)。 

 

2-2.弓削神社の和文由来と現在 

当社は今を去る千余年前に物部氏がこの地に繁栄してその祖神を祀り創建された。さらに、延喜式内の古社として

上下の尊崇あつく、特に延命長寿の神として名高いのである。大阪府神社資料の河内誌、大阪府全誌と大阪府蹟名

所天然記念物によると５６代清和天皇貞観５（963）年正月授従五位上である。また、同上河内誌、大阪府全誌と大阪府

蹟名所天然記念物によると６０代醍醐天皇（生涯 885～930 年）の延喜の制において延喜式内社に列している(表 2-2)。

さらに、並大月並、相嘗、新嘗に予り朝廷から幣帛を共進せられていた。 

その後世の変遷時の流れに従い消長があたが、明治５（1872）年村社となり、大正３（1914）年幣帛共進社に指定せら

れされた。八尾市二俣に鎮座の天照大神を合祀し、昭和 27（1952）年宗教法人弓削神社をして神社庁に属している。 

境内には、昔から延命の水と言う冷泉があり、この水を口にすれが長命すると言い伝えられている(神社提供)。  

 

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

 

 

社殿は、春日造の向拝に唐破風、拝殿は入母屋造である。高さは 4.58m、間口は 9.63m と奥行きは 4.97m である。

境内末社は、菅原神社（天満宮）、琴平神社（金刀毘羅神社）、稲荷神社、猿田彦神社 4 社である。鳥居は、正面鳥居

（最高 5.01m）と稲荷神社（最高 3.37m）の２基である。灯籠は、13 基（最高 228ｃm、平均 193ｃｍ、最低 143ｃｍ）。建立

年代（1683～１９40 年）である。建造物は、神楽殿、宝物殿、神輿太鼓庫、社務所、狛犬、水舎、由来碑、社標、延命水

である。ここでは、大阪府八尾市、弓削神社（西）の日文詳細資料を表 2-3 纏めた。 

 

表 2-3.大阪府八尾市、弓削神社（西）の日文詳細資料 

1 主祭神 
饒速日命（にぎはやびのみこと）、宇麻志麻冶命（うましまじのみこと）、 

天照大神（あまてらすおおみ） 

2 神社創建 創建は８００年頃。 

3 勧請神 
明治５（1872）年村社となり、大正３（1914）年幣帛共進社に指定せられ、八尾市二俣に鎮座の天照大神を合祀し

た。 

4 社格等 神社の旧社格は、式内大社、村社、延喜式内社。 

5 例 祭 
1 月 1 日：祭旦祭、2 月 17 日：祈年祭、7 月 30・31 日：夏祭(神輿渡御式)、10 月 8・9 日：秋祭（例祭）、11 月 23

日：新穀感謝祭。 

6 宮 司 河野 良二（こうの りょうじ） 

7 鎮座地 〒581-0032 八尾市弓削町１-３６。社域は 400 坪 。氏子戸数は 3000 戸。 

8 交通手段 ＪＲ大和路線志紀駅から南西約 300ｍ徒歩 3 分。 

9 位 置 北緯 34 度 35 分 59.4 秒  東経 135 度 36 分 54.2 秒。   
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10 標 高 15m。 

11 電話・FAX TEL：072-949-1623、 FAX：072-９４９-１６２３。 

12 本 殿 春日造、向拝には唐破風。間口 2.42ｍ・奥行 1.93m・高さ 3.71m。鰹木 2 本 

13 拝 殿 入母屋造/流造、間口 9.63m・奥行 4.79m・高さ 4.58m。。 

14 境内末社 菅原神社（天満宮）、琴平神社（金刀毘羅神社）、稲荷神社、猿田彦神社、明治天皇遥拝所。 

15 鳥 居 正面鳥居（最高 5.01m）と稲荷神社（最高 2.33m）。  

16 灯 籠 石燈籠 13 基（最高 228ｃm、平均 193ｃｍ、最低 143ｃｍ）。建立年代（1683～１９４０年） 

17 建造物 神楽殿、宝物殿、神輿太鼓庫、社務所（建替中）、狛犬、水舎、由来碑、社標、延命水。  

18 
その他 

の例祭 
1 月 14 日：左義長とんど、2 月 3 日：節分の日・節分祭、 4 月午の日：稲荷祭、 11 月 15 日：七五三詣り。 

 

2-3.弓削神社の英文由来と現在  

Yuge Shrine was founded in about 800 to enshrine ancestral god (Oyano-kami) where 
Mononobe clan prospered before more than 1,000 year.  Worshipped Gods is 3 God of 
Gihayabi-No-Mikoto, Umashimazi -No-Mikoto and Amaterasu-Oomi. Furthermore, 
Worshipped Gods was respected as "an old Shinto shrine" of Engishiki-nai. It is in particular 
famous as God of the prolongation of human life longevity. 
According to Kawachi-agazine of Osaka-Shrine-document, Osaka all magazine and Osaka 

-historic- spot- famous-place-natural monument, Yuge Shrine became Engishiki-Naisha by Engi 
system of 60s Emperor Daigo (885-930 years). Then, Yuge Shrine is, and will sonsha in 1872, 
1914 was designated as the shrine was Kyoshin the Heihaku. 

The well water of Keidai had cold fountain to be called prolongation of human life water from 
old days. But, It is not used now. Yuge-Dōkyō with trust of 46s Empress Kōken (718-770 years) 
looked up at a cruise of the Emperor in Yuge-no-miya which was hometown and assumed the 
shrine "Nishikyou". In addition, Dokyo was a time that you make the prosperity of Yuge family. 
But, after the death of Emperor ousted, was expelled as Shimono country Yakushiji Betto. 

Main shrine (Honden) of Yuge Shrine is Kasuga-zukuri. kouhai is Karahahu. Front shrine 
(Haiden) of Yuge Shrine is hip-and-gable roof. Keidai Massha of Yuge Shrine is a four companies 
Sugawara shrine (Tenman-gū), Kotohira shrine, Inari shrine, of Sarutahiko shrine. Torii in the 
Shinto shrine is two engines of front Torii (a maximum of 5.01m) and Inari shrine (a maximum 
of 3.37m). Tourou of shrine is 13 engines (a maximum of 2.28m, an average of 1.93m, at least 
1.43m). 
 

表 2-4.大阪府八尾市、弓削神社（西）の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods  
Nigihayabi-no-Mikoto、Umashimazi-no-Mikoto、Amaterasu-Oomi-Kami 

2 
Enshrined 

Gods 
The foundation is about 800. 

3 Foundation 
Foundation became village shrine in 1872 and was appointed in Heihaku Kyoshin 
Corporation in 1914. Furthermore, enshrining together did Amaterasu-Oomi-Kami of 
Site in Futamata of Yao-city. 

4 
Shrine 

Ranking 
The old shrine ranking of the Shinto shrine is a big shrine village shrine in the 
expressions. Company in the Engi-era-type 

5 
Annual 
Festival 

January 1: New Year Festival, February 17: Ceremony of offering prayers for the 
nation's security and good harvest, July 30.31 days: Summer festival, October 8.9 days: 
Autumn festival (annual festival), November 23: New grain Thanksgiving Day. 
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6 Chief Priest Kouno Ryouzi 

7 Site 
〒581-0032 1-36, Yuugecho, Yao-shi. Company area is 400 tsubos. 
The parishioner number of houses is 3,000 houses. 

8 Access 
The access is a 3-minute walk from southwestward line approximately 300m from JR 
Yamato route Shiki Station. 

9 Latitude 34 degrees N 35 minutes 59.4 seconds N, it is 135°36' 54.2 seconds E. 

10 Altitude 15m。 
11 TEL・FAX TEL：072-949-1623、 FAX：072-949-1623。 

12 Honden 
Honden is a Kasuga-zukuri. kouhai is Karahahu. 
The scale of Honden is frontage 2.42m, 1.93m in depth, 3.71m in height. 

13 Haiden Front shrine (haiden) is Irimoya-Dukuri/nagare-zukuri. 
The scale of Haiden is frontage 9.63m, 4.79m in depth, 4.58m in height. 

14 
Keidai 

Massha 
①Tenman-gū、②Kotohira-Jinja、③Inari-Jinja and ④Sarutahiko-Jinja 

15 Torii Front Torii (a maximum of 5.01m) and Inari-Jinja (a maximum of 2.33m) 

16 Tourou 
Tourou is 13 engines. (max. of 2.28m, an average of 1.93m, at least 1.43m).  
The erection generation (1683 through 1940) 

17 
Keidai 
Building 

Kaguraden, homotsuden, Shinyo-taiko-ko, syamusyo, komainu, suisha, 
history monument, logotype, waterlife. 

18 
Other  

Festival 
February 3 is Setsubun feast day. April is inari festival. November 15 is 
Shichi-Go-San-Mairi. 

 

2-4.弓削神社の韓文由来と現在（유개신사의 일본어 유래와 현재） 

유개신사는 지금으로부터 지난 천여년전에 모노베씨가 이땅에 번성해 그 조상신을 모셔 800 년경 

창건되었다. 주된 제신은 니기하야비노 미코토, 우마시마지노 미코토, 아마테라스오미이다. 또한, 

연희식의 오래된 신사로 상하의 숭배가 깊고 특히, 연명장수의 신으로 유명하다. 또한  주제신은 

연희식내의 "오래된 신사"로서 숭배되어 왔다. 특히, 연명장수의 신으로 유명한 것이다. 오사카후 

신사자료의 카와치잡지, 오사카부 전지와 오사카후적 명소 천연기념물에 따르면, 60 대 다이고천황 

(885 ~ 930 년)의 연희의 제에 있어 연희식사에 열거되어 있다. 경내의 우물은 옛날부터 연명수라고 

불리우는 온천이 있고 이 물을 마시면 장수한다고 전해지고 있다. 

 46 대 코우켄 천황: 718 ~ 770 년)의 신뢰를 얻은 유개도경은 이땅 출신으로 유개궁에 천황의 행차를 

받아, 동궁을「서경」이라고 했다. 또한, 도경은 유개 일족의 번영을 실시한 시기였다. 그러나, 

천황의 사후에는 실각하고 시게쯔개국 약사절 별당으로 추방되었다. 

 유개신사의 신전은 가스가 축조술이다. 향배는 가라하풍이다, 배전은 이리야 축조술이다. 높이는 

4.58m, 폭은 9.63m 깊이는 4.97m 이다. 배전의 규모는 높이 4.58m, 폭 9.63m 깊이 4.97m 이다. 경내 

말사는 스가와라신사 (천만궁), 코토히라신사, 이나리신사, 사루타히코신사 4 개신사이다. 도리이 는 

정면도리이 (최고 5.01m)와, 이나리신사 (최고 3.37m)의 2 기이다. 등은 13 개 (최대 2.28m, 평균 

1.93m 최소 1.43m)이다. 

 

表 2-5.大阪府八尾市、弓削神社の詳細資料（韓文） 

1 주된제신 니기하야비노 미코토、우마시마지노 미코토、아마테라스오오미 

2 신사창건 창건은 800 년경。 

3 권청신 
메이지５（1872）년 마을신사가 되어、다이세이３（1914）년 헤이와크공진사로 

지정받아、야오시 후타마타에 진좌된 아마테라스대신을 합사했다。 

4 사격등 신사의 구사격은、시키나이대신사、마을신사、연희시키나이신사。 

5 열  제 1 월 1 일：제단제、2 월 17 일：기원제、7 월 30・31 일：하제(미코시도경식)、10 월 8・
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9 일：추제（열제）、11 월 23 일：신곡감사제。 

6 궁 사 코우노 료지 

7 진좌지 〒581-0032 야오시 유개쵸１-３６。면적은 400 평 。후손호수는 3000 호。 

8 교통수단 ＪＲ야마토 노선 시키역에서 남서로 약 300ｍ 도보 3 분。 

9 위  치 북위 34 도 35 분 59.4 초 동위 135 도 36 분 54.2 초。   

10 표  고 15m。 

11 전화・FAX TEL：072-949-1623、 FAX：072-９４９-１６２３。 

12 본  전 
본전：가스가노 축조술、향배는 가라하풍。폭 2.42ｍ・길이 1.93m・

높이 3.71m。카츠오나무 2 개 

13 배  전 배전:이리야 축조술/나가래 축조술、폭 9.63m・길이 4.79m・높이 4.58m。 

14 경내위치 
스가와라신사（천만궁）、코토히라신사、이나리신사、사푸타히코신사、메이지천황 

참배소 

15 도리이 정면도리이（최고 5.01m）와 이나리신사（최고 2.33m）。  

16 석  등 등 13 기（최고 228ｃm、평균 193ｃｍ、최저 143ｃｍ）。건립연대（1683～1940 년） 

17 건조물 신락전、보물전、미코시타이창고、사무소、고마이누、미즈야、유래비、사전、연명수。  

18 그외열제 
1 월 14 일：사기쵸돈도、2 월 3 일：절분・절분제、4 월 소의 날：추수제、 

11 월 15 일：시치고산제。 

 

2-5.弓削神社の中文由来と現在（弓削神社） 

弓削神社由距今一千多年前兴盛于此地的物部氏为祭祀其祖神于公元八百年左右创建。主祭神为饶速

日命、宇麻志麻治命与天照大神。作为延喜式内的古社，上下尊崇深厚，特别是以延寿长命之神而著称。

而且，主祭神作为延喜式内的“古神社”而获得了深厚的尊崇。据大阪府神社资料河内志、大阪府全志及大阪

府迹名所天然记念物记载，此神社列于第 60 代天皇醍醐天皇（885～930 年）的延喜之制中的延喜式内社。

境内的井水中有从古时起被称为延命水的冷泉，据传喝了此冷泉水可以长命百岁。 
得到第 46 代天皇孝谦天皇（718～770 年）信赖的弓削道镜出生于此地，仰仗天皇驾临由义宫，将该

宫定为“西京”。而且，此时亦是道镜致力于弓削一族兴盛的时期。但是，天皇驾崩之后即垮台，被放逐为下

野国乐师寺別当。 
弓削神社的神殿为春日造，向拜为唐破风格，前殿为入母屋造。前殿的规模为高 4.58 米，横宽 9.63

米，进深 4.97 米。境内末社为菅原神社（天满宫）、琴平神社（金刀毘罗神社）、稻荷神社及猿田彦神社等

4 个神社。鸟居两个：正面鸟居（最高 5.01 米）与稻荷神社（最高 3.37 米）。灯笼有 13 个（最高 2.28 米，

平均 1.93 米，最低 1.43 米）。 
 

表 2-6.大阪府八尾市、弓削神社（西）の詳細資料（中文） 

1 主祭神 饶速日命，宇麻志麻治命，天照大神。 
2 神社创建 创建于公元 800 年左右。 

3 劝请神 明治５年（1872 年）称为村社，大正３年（1914 年）被指定为币帛共进社，供奉之神

天照大神被合祀于八尾市二俣。 
4 神社等级 原神社等级为式内大社、村社及延喜式内社。 

5 定期祭祀 1 月 1 日：元旦祭，2 月 17 日：祈年祭，7 月 30、31 日：夏祭(神舆渡御式)，10 月 8、
9 日：秋祭（定期祭祀），11 月 23 日：新谷感谢祭。 

6 宮 司 河野 良二 
7 供奉地 邮编：581-0032，八尾市弓削町 1-36。神社面积为 400 坪，氏子戸数为 3000 戸。 
8 交 通 JR 大和路线志纪站西南方向约 300 米，步行 3 分钟。 
9 位 置 北纬 34 度 35 分 59.4 秒，东经 135 度 36 分 54.2 秒。   

10 标 高 15m。 
11 电话，传真 电话：072-949-1623，传真：072-949-1623。 
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12 正 殿 春日造，向拜为唐破风格。横宽 2.42 米，进深 1.93 米，高 3.71 米。 
2 根屋脊装饰园木。 

13 前 殿 入母屋造/流造。横宽 9.63 米，进深 4.79 米，高 4.58 米。 

14 境内末社 
菅原神社（天满宫），琴平神社（金刀毘罗神社），稻荷神社，猿田彦神社及明治天皇遥拜

15 鸟 居 正面鸟居（最高 5.01 米）与稻荷神社（最高 2.33 米）。  

16 灯 笼 石灯笼 13 个（最高 228 厘米，平均 193 厘米，最低 143 厘米）。建立年代：1683～1940
年。 

17 建筑物 
神乐殿，宝物殿，神舆太鼓库，社务所（改建中），狛犬、水舍，由来碑、社标、延命

18 其他定 
期祭祀 

1 月 14 日：左议长岁德，2 月 3 日：立春前日・节分祭，4 月午日：稻荷祭，11 月 15
日：七五三诣。 

 

３．弓削神社の社殿 

3-1.弓削神社の社殿の写真 

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

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

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

三間社とは、正面に柱が四本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一間と数える。

普通は、一間社が圧倒的に多い、全体の九割以上を占め、残りは三間社である。神社本殿は、建築構造から身舎

（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。向拝や流造と春日造の庇には、角柱を用いる。円柱は正式の柱、角柱

は略式の柱と規定する。様式が厳重に守られてきた日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）で分類できる。

妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。平入りは、神明造・流造・八幡造・日吉造がある。これらの系統別項

目を探検するために、次のような事項を参考にすれば理解できる。①大社造（たいしゃづくり）、②住吉造（すみよし

づくり）、③神明造（しんめいづくり）、④春日造（かすがづくり）、⑤流れ造（ながれづくり）、⑥八幡造（はちまんづく

り）、⑦ 日吉造 (ひえづくり)、⑧権現造（ごんげんづくり）、⑨妻入様式（つまいりようしき）、⑩平入様式（ひらいりよう

しき）、⑪向拝（ごはい）、⑫鰹木（かつおぎ）、⑬切妻造（きりづまづくり）、⑭寄棟造（よせむねづくり）、⑮入母屋造

（いりもやづくり）、⑯方形造（ほうぎょうづくり）（宝形造）に分類できる。写真 3-1 は弓削神社の本殿様式は春日造の

向拝に唐破風である。神明造り、間口 2.42ｍ、奥行 1.93m で、鰹木は 4 本で女神である。左右には狛犬と石燈籠が

6 基である。 

 

3-2.弓削神社の本殿規模 

 

 

 

写真 3-1.弓削神社の本殿。左右には狛犬と

石燈籠が 6 基 

写真 3-2.本殿右側の側面から撮影。 

鰹木は２本 
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写真 3-1 は弓削神社の本殿で、その左右には狛犬と石燈籠が６基である。写真 3-2 は本殿右側の側面から撮影

し、鰹木は２本である。弓削神社本殿の測量値として、間口 2.42m・奥行 1.93m・高さ 3.71ｍである。弓削神社東の

本殿の測量値として、間口 2.42m・奥行 1.93m・高さ 3.71ｍである。この神社本殿の間口・奥行き・高さは､同じ規模

であることが間ったく確認された。しかしながら、拝殿の規模は異なっている。それは弓削神社東の拝殿は古い建

築構造であるからである。 

 

3-3.弓削神社の拝殿規模 

弓削神社の拝殿規模として、入母屋造/流造、間口 9.63m・奥行 4.79m・高さ 4.58ｍである（写真 3-3）。拝殿の

正面には左右に狛犬と新しい]石燈籠がある。拝殿の所には、河野良二宮司の特別配慮によって撮影の許可を頂

いた。 

 

 

  

写真 3-3.弓削神社の拝殿（手前）と本殿

（奥の建築物） 

写真 3-4.拝殿の正面様子。左右

に狛犬と石燈籠。 

写真 3-5.拝殿の正面にある神

卓。 

 

写真 3-3 は弓削神社の拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）である。写真 3-4 は拝殿の正面様子で左右に狛犬と石燈

籠である。写真 3-5 は拝殿の正面にある神卓である。 

 

表 3-1.八尾市、神社の拝殿規模（ｍ） 図 3-1.八尾市、神社の拝殿規模のグラフ（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 6.11ｍ・最小値 4.23ｍである。弓削神社の高さは、平均値より低い値である。間口として最大値 12.21ｍ・

平均値 9.96ｍ・最小値 6.04ｍである。弓削神社の間口は、平均値より僅かに低い値である。奥行きとして最大値 18.78

ｍ・平均値 12.35ｍ・最小値 4.11ｍ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)。 

高さは、樟本神社北木の本（8.16ｍ)と許麻神社（8.01m）が８ｍ以上である。間口は、渋川神社（12.21ｍ）と許麻神社

（12.01m）が 12ｍ以上である。奥行きは、渋川神社（18.78ｍ）と八尾天満宮（17.47m）が 12ｍ以上である。弓削神社の高

さ（5.84m）は許麻神社（8.01m）と八尾神社（6.35m）より低く、八尾天満宮（4.81m）より高い値である。弓削神社の間口
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（9.63m）は許麻神社（12.01m）より低く、八尾神社（9.95m）と八尾天満宮（8.98m）より狭い値である。弓削神社の奥行き

（4.97m）、奥行きは八尾天満宮（17.47m）と許麻神社（13.01m）とより短く、八尾神社（4.11m）より長い値である。 

 

3-4.弓削神社の末社の写真と考察 

摂末社（せつまつしゃ）とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属する。末社（まっしゃ）とは、主祭神と関係のな

い神社で、主に他の神社から境内に招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。 

 

 

写真 3-6.稲荷神社の正面で本殿の左

側にあり、横には末社が並んでいる。 

写真 3-7.稲荷神社と猿田彦

神社の額束と神額を表示。 

写真 3-8.猿田彦神社の正面で、熱心な

調査風景。 

 

写真 3-6 は稲荷神社の正面で本殿の左側にあり、横には末社が並んでいる。写真 3-7 は稲荷神社と猿田彦神社の

額束と神額を表示。写真 3-8 は猿田彦神社の正面で、熱心な調査団の風景である。格式のランキングは、本社＞摂社

（せっしゃ）＞末社（まっしゃ）の順とされる。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。 

 

 
 

 

写真 3-9.金刀毘羅神社（琴平

神社）の正面。 

写真 3-10.金刀毘羅神社と天満宮

の額束を表示。 

写真 3-11.天満宮（菅原神社）の正面。 

 

写真 3-9 は金刀毘羅神社（琴平神社）の正面、写真 3-10 は金刀毘羅神社と天満宮の額束を表示、写真 3-11 は天満

宮（菅原神社）の正面である。 

 

表 3-2.弓削神社(西)の末社の規模（ｍ） 図 3-2.弓削神社の施設の規模のグラフ（ｍ） 

弓削神社の末社 間口 奥行き 高さ 

稲荷神社 1.41 1.69 3.31

猿田彦神社 1.68 1.41 4.37

金刀毘羅神社 2.14 2.18 4.57

天満宮 3.14 3.06 4.91
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表 3-2 は弓削神社(西)の４末社の規模である。こ４末社の規模を比較すれば、間口の範囲は 1.41～3.14m 間で、

奥行き範囲は 1.41～3.06m 間で、高さの範囲は 3.31～4.91m 間である。規模として、天満宮は大きく、次に、金刀

毘羅神社が大きい建物である。 表 3-2 をグラフかしたのが図 3-2 である。したがって、稲荷神社が小さく、次に小

さい末社は猿田彦神社で、金刀毘羅神社と天満宮の順に大きいことが理解できる。 

 

4.弓削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)に区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。 

弓削神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。稲荷(いなり:台輪(ﾀﾞｲﾜ)形である。稲荷(いなり:台輪は、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.弓削神社の鳥居の写真 

  

写真 4-1.弓削神社正面の明神鳥居 写真 4-2.弓削神社の鳥居額 写真 4-3.弓削神社の稲荷神社 

 

写真 4-1 は弓削神社正面の 1 の鳥居、明神系鳥居。写真 4-2 は弓削神社の写真 4-1 と写真 4-3 の鳥居の神額と

額束。写真 4-3 は弓削神社にある末社である稲荷神社である。現在は２鳥居（正面鳥居と稲荷神社）である。 

 

4-2.弓削神社の鳥居の測量値 

表 4-1 は、弓削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.弓削神社の鳥居測量値（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 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 正面鳥居 1.49 0.48 3.72 4.07 3.98 4.28 4.77 5.01 5.31

弓削東神社 正面鳥居 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 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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弓削神社鳥居の最大値では、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.弓削神社の柱間距離と高さの比較（勾配分析用） 図 4-2.弓削神社の柱間距離と高さの比較（数値分

析用） 

 

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

係が見られる。稲荷神社ト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、弓削神社を含む 6 神社の 15 基鳥居測量値 
弓削神社を含む八尾・穴太・許麻神社と天満宮含む６神社の 15 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。弓削神社を含む八尾・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 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。 

 

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

1～3 鳥居)・許麻神社（許麻 1～3 鳥居)で 12 基と弓削神社の 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 4-4 は弓削神社鳥居の貫高さの比較である。正面にある貫上の高さは図 4-4

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・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) 

 

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。 

 

 

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 

 

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。 
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５.弓削神社西の石灯籠と考察 

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。図 5-1 は、現在の八尾市、弓削神社の石灯籠の配置図で、詳細については次のように

説明できる。 

 

 

 

 

写真 5-1.本殿前の燈

籠高さ 1.50m。 

写真 5-2.本殿前の

燈籠高さ 1.43m。 

写真 5-3.本殿壁の

燈籠高さ 2.05m。 

写真 5-4.本殿壁の

燈籠高さ 2.10m 

写真 5-5. 拝殿前の

左 側 の 燈 籠 高 さ

2.11m 

写真 5-1 は弓削神社、3 段灯籠の高さ 150m である。写真 5-2 は弓削神社、灯籠の高さ 1.43m である。写真 5-3 は

弓削神社、灯籠の高さ 2.05m である。真 5-4 は弓削神社、灯籠の高さ 2.10m である。写真 5-5 は弓削神社、拝殿前の

外側の燈籠（2.11ｍ）と内側の狛犬である。である。 

 

  

写真 5-6.稲荷神社

前の燈籠高さ

2.03m 

写真 5-7.稲荷神社前

の燈籠高さ 2.00m 

写真 5-8.稲荷と猿田

彦間の燈籠高さ

2.23m 

写真 5-9. 猿田彦の

右の燈籠高さ 2.26m 

写真 5-10.鳥居横の燈

籠の高さ 2.05ｍ 

 

写真 5-6 は拝殿前の左側の燈籠高さ 2.03m である。写真 5-7 は、稲荷神社前の燈籠高さ 2.00mm である。写真 5-8

は稲荷と猿田彦間の燈籠高さ 2.23m である。写真 5-9 は猿田彦の右の燈籠高さ 2.26m である。写真 5-10 は鳥居横の

燈籠の高さ 2.05ｍである。 

図 5-1.現在の八尾市、弓削神社の石灯籠の配置図
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表 5-1.弓削神社の石燈籠測量（m） 図 5-1.弓削神社の石燈籠測量値の高さ（ｍ） 

 

 

表 5-1 は.弓削神社の石燈籠測量値である。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。石燈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、

弓削神社の 13 基石燈籠測量値の高さを表示した（図 5-1）。図 5-1 によると、拝殿の石燈籠は、本殿の石燈籠より高い

値であり、全石燈籠の中でも最上級である。石燈籠の最大値は 2.28m と石燈籠の最小値は 1.43m を比較すれば、1.75

倍である。 

 

6.おわりに 

6-1. 弓削神社の拝殿建築 

弓削神社の拝殿建築は、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

（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

神社の奥行き（4.97m）は、10 神社の中で最も狭い長い値である。 

 

6-2.八尾市の八尾駅付近の神社と弓削神社の鳥居 

 

表６-1.八尾市、弓削神社を含む正面鳥居測量値（m） 図 6-1.八尾市、弓削神社を含む正面鳥居測量値 
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弓削神社を含む八尾・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。 

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。式 6-1 の回帰方程式から考察すれば、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、矢表示は弓削神社の正面鳥居のデータである。 

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

確認された。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 6-2 と式 6-3 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。 

 

 

図 6-3 は、弓削神社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) 

図 6-2.八尾神社弓削神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 6-3.弓削神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 
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Y 下= 0.794X3 -8.291X2  +29.337X -31.453 ……(R2 =0.905)  …測量値 …………(6-5) 

 

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

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

0.72m、直径 0.21m、柱間距離 1.66m である。貫の高さは下点 2.34m と上点 2.50m である。笠木の高さは下点 2.75m、

上点 2.86m と頂点 2.94m である（表６-1）。 

 

6-3.弓削神社の石灯籠 

弓削神社の石燈籠は 7 基である。石燈籠の最大値は弓削 7（2.51m）である。石燈籠の最小測量は弓削 5（1.77m）で

ある。平均値は 2.12m である。石燈籠の古い建立年は寛政 10（1798）年からで、最近は平成 8（1996）である。石燈籠の

最大値は弓削 7（2.51m）と石燈籠の最小値は弓削 5（1.77m）を比較すれば、1.42 倍である。八尾神社・弓削神社と八尾

天満宮の石燈籠測量値を比較すれば、2m 以上のが 13 基がる事が確認できた。 

 

表６-2.八尾市、弓削神社を含む燈籠の測量値（m） 図６-4.八尾市、弓削神社拝殿前の燈籠の測量値の図（m） 

 

表６-2 は八尾市、弓削神社を含む燈籠の測量値である。表６-2 から図６-4 のように八尾市、弓削神社を含む燈籠の

測量値のグラフのように図示した。神社拝殿前の燈籠測量値を比較した。 

八尾市、神社の燈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） 

 

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 0.953 であることからも相関性の高

いことが認められる。 

 

6-4.八尾市神社と弓削神社の経緯度の考察 

図 6-5 は、弓削神社と関連があると思われる八尾市内と東大阪市内の 12 神社と経緯度との関係を考察した。北緯

34 度 36 分には 7 神社、34 度 37 分には 3 神社は、それぞれ同一線上に位置していることを棒グラフで表示した。 

表６-3 は、各神社の経緯度を表示した。図 6-6 は、各神社における北緯と東経との関係を表示した。北緯は 34

度 36 分から 34 度 3８分まで鎮座し、東経は１３５度３５分から１３５度３５分までに鎮座ししている。 

すなわち、樟本神社・渋川神社・弓削神社・恩智神社については、同一の北緯線上にあることが確認された。聖域で

ある鎮座地を選択したのは、先人らの偉大なる偉業の賜物と感謝の表する次第である。 
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図６-5.八尾市神社と弓削神社の北緯 表６-3.八尾市神社の経緯

度 

図６-6.八尾市神社の北緯と東経 
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別表 1.物部氏の系譜（History Chart of Mystery Powerful Mononobe Clan）
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別表 2. 豪族・物部守屋大連（弓削連）公の系図
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付写 1.宮司と調査団員 
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別表 3.弓削神社（西）年代順の内容 

和歴 西暦 弓削神社年代順の内容 

文武天皇 04 700 弓削道鏡（700？～72）の出身地。弓削の地は道鏡の出身地である。 

天平宝字 08 764 
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 

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。 

孝謙天皇は、第 46 代天皇（在位 749～758 年）。は、 第 48 代天皇（在位 764-770）。孝謙天皇の重祚(ちよ

うそ)。道鏡を重用し、専制を許した。神護景雲（じんごけいうん）は、日本元号の一つ。期間（767～770 年。

この時代の天皇は称徳天皇。 

宝亀 03 772 
弓削神社付近は、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。 

貞観元 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年秋７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」。 

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。 

天和 03 1683 金刀毘羅と天満宮間燈籠、四角型・竿円柱、高さ 152cm。 

貞亨 0３ 1686 本殿、四角型・竿円柱、高さ 186cm。 

亨保 15 1730 鳥居記念碑、標準型・一対、高さ 215cm。 

享保 18 1733 

河内志（江戸中期）に「（若江郡）弓削神社一座」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。 

元治元 1804  猿田彦と、神前型・一対、高さ 226cm。 

天保 02 1813 矢作神社文書には弓削神社と書かれている。 

明治 05 1872 村社（後世の変遷時の流れに従い消長があたが、明治５年村社）。 

明治 0８ 1875  本殿、四角型・竿円柱、高さ 150cm。 

明治 36 1903 明治以降の史料・大阪府全志・大阪府史蹟名称天然記念物。 

大正 0３ 1914 幣帛共進社に指定せられ、八尾市二俣に鎮座の天照大神を合祀。 

大正 11 1922 
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が、その由緒は不明。 

昭和 15 1940 末社の稲荷神社、神前型・一対、高さ 203cm。 

昭和 27 1952 宗教法人弓削神社をして神社庁に属している。 

昭和 46 1971 5 月、弓削神社の正面鳥居の建立。 
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