
 

巻 頭 言 
                      古谷昭雄（Akio FURUTANI） 
             （医学博士・中京学院大学・洞窟環境 NET 学会副会長） 

洞窟環境 NET 学会は、特定非営利活動法人として認可されて以来、2010 年から毎年紀要を発刊している。

この紀要は、会員たちの熱い思いと、その年の研究成果を綴った第５回目の報告書である。 

 洞窟環境 NET 学会より今回発刊される論文には、人文・社会・自然と人生との心の通いを表

現したものであり、それは誰かれの別なく全ての人の心の深奥に潜む思慮深いものを最も端的に

あらわされている。人間の誰もが抱いている理性的な考えは、それを表現するところにその人の

価値があり、尊さがあり、豊かな人間性がある。その表現のないところにはその人の心の姿を垣

間見ることは出来ない。 
 人は「考える葦」であると言われているが、どのような状況に置かれていても絶えず冷静に物

事を考え、その時々の感動、感心、感謝を表現することは手段方法こそいろいろであるが、弛ま

ない努力によって初めてその輝きを増すものである。 
 今回投稿いただいた著者の皆様の豊かな生活の経験を通して体得された人生や社会また自然

の種々相がそれぞれの論文の中に自らの人柄が発露となって、この素晴らしい結実となったもの

である。常に人生に意義をもち、目的意識を見つけ出して毎日を「張り」のある生活を送ること

は大変重要なことである。世の中を真剣に凝視し、意欲的にいろいろな社会現象に対して取り組

むことが大切である。著者の皆様には常に新たな気持ちで精一杯努力されておられる姿勢が目の

あたりに見る事ができる。そしてその枯淡な中にも軽妙な人生の縮図とでも言うべきものがにじ

み出ているのを感じ取ることができる。この素晴らしい珠玉の一編一編を繙く著者の皆様には、

全てそこに各自の人生の歩みの中に一つの指針を感得させられる思いである。 
 本紀要では、人間と洞窟に関する研究のほか、歴史や環境問題、信仰、災害、金融、メディア

など様々なテーマの個人研究の論文が掲載されている。 
１.由良 薫氏の「万葉集と洞窟そのⅢ―越中万葉と大境洞窟」 
２.由良 薫氏の「現代社会とメディアーオピニオンとしての新聞の使命と社説検証」 
３.梶川 伸氏の「四国遍路の瀬戸内海への広がりと現代的意義」 
４.藤浦 淳氏の「災害時におけるメディア」ーこの時代にどう向き合うかー 
５.八頭司彰久氏の「我が国における環境保険普及のための戦略」 
６.沢 勲氏の「自然体の人間、心の想念転換モデルと信頼性管理」 
７.沢 勲氏の「伊勢神宮ツアー参加の記録」 
 
 学会紀要の共同研究の要点は、①洞窟と神社、②河内国一・二・三之宮の神社歴史、③淡路島

にあるイザナギ神社と石屋神社の由来、④島根県、イザナギとイザナミの黄泉の穴、⑤健康と笑

い等である。こうした広範囲にわたる研究対象のうち共同研究の主な内容は以下の通りである。 
1）枚岡神社のお笑い神事と健康との関係について調査、分析した。枚岡神社では毎年恒例の儀
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式として「注連縄掛神事」通称「お笑い神事」が行われている。新しく掛け替えられた注連縄の

前で宮司の先導により「アッハッハ」と発声され、一同に３回笑う予祝の神事である。その後太

鼓の合図で一斉に２０分間笑い続ける行事である。笑いと免疫力に関しては、「笑い」の定義、

「笑い」の細胞および笑いの免疫力について調査し、さらに東洋医学の五行説から笑い（火性）

と五臓色体モデル、笑いと人体および笑いと食物との関係を纏めた。 
2）般若心経のモデル化、人間の精神と健康管理について調査、分析した。仏教の偉大な般若波

羅蜜多心経の文化宗教遺産学として、地域社会に貢献する資料を後世に残す参考文献として作成

した。人間が実行すべき般若心経は、①合掌 ②発心 ③修行 ④菩薩 ⑤涅槃 ⑥究竟の６項

目について詳細に解説を行う。さらにより理解するために日本語と韓国語の対比や図示によって

編集した。 
 このたび、洞窟環境 NET 学会５周年記念に第 5 回目の報告書として刊行されますことを衷心

よりお喜びとお祝いを申し上げるとともに、今回調査に同行していただいた方々や資料提供者の

方々の絶大なるご支援とご協力をいただいた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げ巻頭言の

結びとしたい。 
 

 
 

表 1.「洞窟環境 NET 学会」紀要に発刊した活動報告件数(件) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

項　　目 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 TOTAL

4+36 8+73 6+65 4+17 1+8

40 81 71 21 9 222
２.　新聞等記事 26 24 57 22 16 145

３.　展示会 11 10 13 3 1 38
４.　講　演 26 11 17 31 18 103

５.  論文と資料 34 48 52 33 16 183
６.  フィールドワーク 16 8 27 21 23 95

５年間の実績 153 182 237 131 83 786

１.　テレビ・ラジオ出演
（再放送が数１０回）
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写真１.洞窟環境 NET 学会紀要の出版内祝い会（2013 年 06 月 16 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２.CENS の理事兼相談役の記念（2013 年 06 月 29 日） 
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表２.構成員の一覧 

趣旨 この法人は、一般市民に対して、ネットを通して洞窟の危機を伝い洞窟の観光化に関する事業を行い、

地球の汚染などが縮図になって現れている洞窟環境と地球環境に寄与することを目的とする。 

2013 年 洞窟環境 NET 学会（CENS）学会役員と相談役 

会長 工学博士 沢   勲 さわ いさお    

副会長 客員教授 由良   薫 ゆら かおる 医学博士 古谷 昭雄 ふるたに あきお 

 客員教授 梶川  伸 かじかわ しん 経済学博士 八頭司 彰久 やとうじ あきひさ 

 環境園芸師 沖本 裕司 おきもと ひろし    

監事 写真家 中岡 愛彦 なかおか なるひこ 会社社長 高田 俊夫 たかだ としお 

理事 文学博士 上野  裕 うえの ひろし 新聞者部長 嶋谷 泰典 しまたに やすのり

 事務局長 肥塚 義明 こえづか よしあき 新聞者部長 藤浦  淳 ふじうら あつし 

相談役 新聞社社主 小山  博 こやま ひろし 作曲家 藤田 浩史 ふじた ひろし 

 会社役員 村田 貞博 むらた さだひろ 社会保険労務士 八木 誼信 やぎ よしのぶ 

 客員教授 川瀬 辰男 かわせ たつお 会社社長 西山 正明 にしやま まさあき

 元科学技術庁長官 近江 巳記夫 おうみ みきお 会社社長 立川 昌司 たてかわ まさじ 

 NPO 役員 寺岡 源司 てらおか げんじ 客員教授 熱田 親憙 あつた ちかよし 

 政治学博士 金 世徳 きむ せいどく 一級建築士 石田 信也 いしだ しんや 

 学術博士 朴 永炅 ぱく よんぎょん 一級建築士 松峯 哲也 まつみね てつや 

 医学博士 近藤 武史 こんどう たけし 客員研究員 一海 信男 いちかい のぶお 

 一級建築士 藤江  徹 ふじえ とおる 一級建築士 衣斐 泰史 いび やすふみ 

 会社社長 梶田 梓聞 かじた あもん 元大学講師 小橋 邦彦 こばし くにひこ 

 名誉教授 近澤 孝昌 ちかざわ たかまさ 元会社社長 中  良紀 なか よしのり 

 工博・医学博士 前田 節雄 まえだ せつお 法人事務局長 野村 映次 のむら えいじ 

 司法書士 呉  正之 くれ まさゆき 中小企業診断士 竹内 準治 たけうち じゅんじ 

 客員教授 高田 雄司 たかだ たけし 准教授 松浦 宏之 まつうら ひろゆき

 地域活動家 森本 信之 もりもと のぶゆき 資格タレント 藤田 康雄 ふじた やすお 

 マスコミ 出野 徹之 いでの てつゆきき 会社社長 楠本 正行 くすもと まさゆき 

 公認会計士 津田 佳典 つだ よしのり 文学博士 北村 英子 きたむら えいこ 

 マスコミ 小西 正則 こにし まさのり 経済学博士 呉  紅敏 お ほんみん 

 マスコミ 安田 弘司 やすだ こうじ 学園本部顧問 松村 泰秀 まつむら やすひで

 マスコミ 大谷 邦郎 おおたに くにお 執行役員本店長 下元 伸彦 しももと のぶひこ 
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兵庫県淡路市、淡路国・一之宮の聖域、伊弉諾神宮の由来と鳥居 

-国生みの淡路島、霊宮、測定値解析、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢  勲*・小西正則**・上野 裕*・肥塚義明*** 

大阪経済法科大学*・元産経新聞社**・洞窟環境 NET 学会*** 

History of Izanagi-Jingu Shrine and its Torii Surveying, 
Sanctuary of Awajishima Country Ichinomiya, 

Awaji-City, HYOGO Prefecture 
―Awajishima of the Creation of Japan ( Kuniumi) , 
Mitama-no-Miya, Measurements Analysis, 

Multilingual Translation inJapanese-English-Korean-Chinese of History― 
Isao SAWA*・Masanori KONISHI**･Hiroshi UENO*・Yoshiaki KOEZUKA*** 

  

ABSTRACT 

Worshipped Gods is Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto.Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large ancestor God of the 
Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is an ancestral god of the Imperial Family. As 
a special ritual, there is a festival and Taue Kayuura Festival. Enshrined Gods is unknown, but, 
according to jindai, "Kojiki" / Nippon-shiki, is “Kakuri-No- Miya“.  

There is Engishiki, awaji-Izanagi shrine (Myouzin-tailya) in Tsuna District in Hyōgo.Izanagi Zingu 
are described in Myouzin-tailya in "Engishiki-Zinmyouchou", in 1885, I was promoted to 
"Kanpei-taisha". Thus, I was renamed to Izanagi Zingu and was promoted to Hyogo throughout the 
prefecture only "Zingu". In addition, Izanagi Zingu was promulgated "Zingu-go" from Emperor 
Hirohito in 1954. Then I was renamed to current Izanagi Zingu from Izanagi shrine.  
In Main Shrine (honden), for 1879 years, I constitute a basis platform to two folds on the hill that was 

kinsokuchi. Hiwada-buki is with Nagare-dukuri/Kouhai. It is one roof connected with Heiden on a roof 
before a ridge. I developed land for a graveyard of the back behind the ridge in 1882 and removed and 
rebuilt it. A front shrine (haiden) is Irimoya-dukuri of the copper covering a roof with shingles and I 
serve as 3.636m of Mai between five ken of length of a crossbeam (9.09m), beam. A main shrine and a 
table shrine gate erect the front shrine in Meiji 15(1882) year. Keidai Massha is , Sayuu Shirine・Ne 
Shirine・Kama-dono Shirine・Kashima Shirine・Suminoe Shirine・Iwagusu Shirine・Ahazi-Soreisha.  

In 1995, torii collapsed, and, on 7, Heisei (1995) January 17, the first gate was rebuilt in November 
of the year by Hanshin/Awazi-daishinsai. Shinmei-tori (height) made by granite proud of a biggest in 
Japan scale I rebuilt 8.18m). Tourou: Approximately 170 "country bearing a child stone garden 
lanterns" erect it in the Ichinomiya-machi-Tsunacho interval (approximately 4km). A surveying level 
of this time is high in 16 engines: 7.42m, mean: It is 3.91m and minimum 2.33m.As Kuniumi festival 
"in 1985, of about 170 groups" Kuniumi stone lantern "has been erected (about 4km) Ichinomiya-machi 
between Tsuna.  

Sacred Tree: To an old geographical book of Awaji, Kusu of the sacred tree is trunk lap 8.00m, root 
lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 years old. 
 
キーワード：国生みの淡路島、霊宮、神宮の由来由来の四ヶ国語(日英韓)用語、 
 Keywords：Awajishima of Creation of Japan (Kuniumi), Mitama-no-Miya, Origin of the Major Shrine. 

兵庫県淡路市、淡路国一之宮の聖域、伊弉諾神宮の由来と鳥居

―国生みの淡路島、霊宮、測定値解析、由来の４ヶ国語（日英韓中）用語―

沢　　勲 *・小西正則 **・上野　裕 *・肥塚義明 ***

（大阪経済法科大学 *・元産経新聞社 **・洞窟環境NET学会 ***）
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Multilingual Translation of History,  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) , Vol.5(2014), 5-32pp］ 
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謝辞 参考文献   

別表 1. 伊弉諾神宮年代順の内容 

 

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、兵庫県淡路

市、伊弉諾神宮で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2013)報告の一部である。伊弉諾神宮の鎮座地は兵

庫県淡路市多賀 740。旧一宮町（現 淡路市）の地名は、当社に由来する。通称「一宮（いっく）さん」「伊弉諾さん」

という。位置は北緯 34 度 27 分 36 秒、東経 134 度 51 分 09 秒、標高 13ｍである。境内地は、約１万５０００坪。沖積

地にあって天然記念物の大楠など照葉樹林に覆われ四季を彩る草木が繁茂する日本最古のお社です。江戸時代

の地誌によれば、二丁四方の社地を領したとあり、広大な神域であったようである。 

主祭神は伊弉諾尊(ｲｻﾞﾅｷﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ)・伊弉冉尊(ｲｻﾞﾅﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ)で、両神は日本神話の国産み・神産みに登場す

る神である。神社創建は、神代、日本書紀・古事記による幽宮であり、ご皇室のご祖神にたる天照御大神の両親に

当たり、日本民族の大祖先神である。延喜式は、淡路國津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大社である。社格は、

明治 18（1885）、延喜式名神帳、名神大社、淡路国一宮。官幣大社、昭和 29（1954）神宮号宣下である。 

例祭は、4 月 20、21、22 日である。宮司は本名孝至（ほんみょう たかし）。社殿様式は三間社流造檜皮葺。本殿

は明治 12(1879)年、禁足地であった御陵丘の上に基檀を２重に構え、檜皮葺、三間(5.454ｍ)社流れ造り向拝付き

である。拝殿は前方に檜皮葺(現銅葺)の入母屋造で、桁行五間(9.09ｍ)・梁間二間(3.636ｍ)の舞殿を兼ね、明治

15(1882)年に本殿と表神門が建立した。 

伊弉諾神宮を中心とした緯度は、同じ東経や同じ北緯になっている事や日の出・日没にも深い関係が見られる。

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

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

－ 6－



 

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、関連のある鳥居と灯籠の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（日本語・英語・韓国語・中国語）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．伊弉諾神宮の資料と由来と現在 

2-1.伊弉諾神宮関連の資料 
伊弉諾神宮は、古事記・日本書紀の冒頭にその創祀を記し、神代の昔に伊弉諾大神 が、御子神の天照皇大御

神に統合の権限を委ね、淡路の多賀の地に「幽宮（かくりのみや）」を構えて余生を過された神宅の旧跡と伝えられ

ている。ここで終焉を迎へた伊弉諾大神は、その宮居の敷地に神陵を築いて祭られた。これを創祀の起源とする最

古の神社が伊弉諾神宮です。明治以前は、神陵の前方に本殿があり、明治初（1868）年の国費により造営で、神陵

の墳丘を整地して本殿を真上に移築し、現在の景観に整いた。 

平安時代の延喜式の制では、名神大社。三代実録には神格一品。明治の制度では官幣大社に列格し、古くか

ら淡路國の一宮と崇められ、地元では日本第一番の宮であることから「いっくさん」とも呼ばれた。また日之少宮、津

名明神、多賀明神、淡路島神、一宮皇大神とも別称されている。昭和 29（1954）年に、昭和天皇が「神宮号」を宣下

され、伊弉諾神宮と改称し、兵庫県下唯一の「神宮」に昇格しました。 

全国には、神宮號を宣下された格式高いお宮が 23 社で、御皇室にお縁りの深い神社並びに天皇をお祀りする

お宮で、當神宮は御皇室の御祖神たる天照御大神の御両親にあたり、日本民族の大祖先神である。 

◎国産み神話 

国産み神話とは、天地開闢の時に現れた５柱の神は、①天之御中～天地を主催する神、②.高御座巣日神～万

物の生産・生成を掌る神(天つ系) 、③神産巣日神～万物の生産・生成を掌る神(出雲系) 、④宇摩志阿斯訶備比

古遅神～万物の生命力・成長力を神格化した男神、⑤天之常立神～天の永遠性を神格化したものである。 

◎神代７代 

神代７代とは、①国之常立神～天之常立神に対する神名、②豊雲野神～原野の形成される様を神格化したもの、

③宇比地邇神・須比智邇神～ウヒヂ(泥土)・スヒヂ(砂土)土砂の神格化、④角杙神・活杙神～生き生きとした杙の

意？、⑤意富斗能地神・大斗乃弁神～オホトは、「大所」、チ(男性)べ(女性)、⑥於母陀流神・阿夜訶志古泥神～オ

モダル(面足神)―地面の完成。 アヤカシコ(あやに畏かしこし)、⑦伊邪那岐神・伊邪那美神である。 

◎伊邪那岐・伊邪那美の二柱の神 

伊邪那岐・伊邪那美の二柱の神とは、別天津神ことあまつのかみ たちに漂っていた大地を完成させるよう命じら

れる。別天津神たちは天沼矛（ｱﾒﾉﾇﾎｺ）を二神に与えた。伊邪那岐・伊邪那美は天浮橋あめのうきはしに立ち、天

沼矛で渾沌とした大地をかき混ぜる。このとき、矛から滴り落ちたものが積もって淤能碁呂島(ｵﾉｺﾞﾛｼﾞﾏ)となった。

二神は淤能碁呂島に降り、結婚する。以後は国生み伝説の画面のとおり大八島の国を産み、続けて６島(現在名で、

児島半島・小豆島・周防大島・姫島・五島列島・男女群島)を産むのである。 

 

◎陽の道しるべ 

陽の道しるべとは、境内の一角には神宮遙拝所があり、神宮の祭儀日には遙拝式の神事が伝えられている。本

名孝至宮司は、太陽の運行を専門家に依頼して計測した結果が（http://www.awajishima-kanko.jp）である。春分

秋分には同緯度にある伊勢から太陽が昇り、對馬の海神（ﾜﾀﾂﾐ）神社に沈む。夏至には信濃の諏訪大社から出雲

大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社。真南には山上に伊邪那岐・伊邪那美の二神を祀る諭鶴羽神社の

ある諭鶴羽山、その向うには沼島。諭鶴羽山は「元熊野」とされ、熊野那智の縁起では、この山から神霊が移された

となっているそうである。 現地には熊野那智大社宮司の揮毫した「元熊野諭鶴羽神社」の社標が建てられている。 
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伊弉諾神宮の本名孝至宮司によれば、伊弉諾大神は神功によって日（陽）の大神の神格に召された。「命」から

「神」「大神」となり、さらには天照大御神と並ぶ「大御神」へと変化する古事記の敬称にも連動するようにも思える。

モニュメント「陽の道しるべ」は神話世界に対する独自の科学的アプローチである。伊弉諾神宮もそういった技術者

によって場所が選定されたのかも知れない。そこで思いつくのは「海人族」という集団。伊弉諾神宮と日本各地の神

社とは、太陽の軌道において不思議な縁で結ばれています。 

モニュメントによると、［伊弉諾神宮］と［伊勢神宮内宮］が同緯度にあり、その中間点に藤原京が造られていたこと

がわかるが図 2-1 と表 2-1 とおりである。 

 

  

図 2-1.陽の道しるべ図。伊弉諾神宮の本名孝至宮司著「淡路

島と國生み傳承雜考」より参照 

表 2-1.伊弉諾神宮を中心とした各方向に

ある格調高い神宮・大社・神社 

 

2-2.伊弉諾神宮の和文由来と現在 

主祭神は、伊弉諾尊・伊弉冉尊である。両神は日本神話の国生み・神生みに登場する。特殊神事としては、粥

占(ｶﾕｳﾗ)祭と田植祭などがある。神社創建は、神代で不詳であるが、日本書紀による「幽宮（ｶﾄﾘﾉﾐﾔ）」である。伊

弉諾尊は、皇室の祖神にたる天照大神の両親に当たり、日本民族の大祖先神である。その幽宮が当宮（伊弉諾神

宮）であると記されている。「古事記」「日本書記」には、上古、国生みに始まる全ての神功を果たされた伊邪那岐命

は、現社地を根拠地として国土経営を終えて静かにお隠れになった。 

 伊弉諾神宮は、淡路島にあるため古来淡路島神と称し、また多賀にあるので多賀明神、多賀宮とも称した。延喜

式には、淡路國津名郡、淡

路伊佐奈伎神社、名神大社

と記載している。伊弉諾神宮

は延喜式神名帳では名神大

社 に 列 せ ら れ 、 明 治 18

（1885）年に官幣大社に昇格

した。ゆえに、この神社は、

伊弉諾神宮と改称し、兵庫

県下唯一の「神宮」に昇格し

ました。昭和 29（1954）年に

昭和天皇より、「神宮号」が

宣下された。それからは伊弉

諾神社から現在の伊弉諾神

宮に改称した。例祭は 4 月

20 ～ 22 日 で あ る （ 写 真

2-1）。 

  

写真 2-1.伊弉諾神宮由来 写真 2-2.伊弉諾神宮の本名孝至宮司（右）
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  御本殿は、後背の禁足地であった御陵地が整地されて移築された。御陵を中心として神域の周囲に濠、堀が巡

らされていたと伝えられる。現在の神池、背後の湿地はこの周濠の遺構という。第 33 代推古天皇(女性：595 年)、香

水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)している。旧一宮町は日本一の線香生産地のため、香りの文化発展

を願って記念碑を建立した。それは夫婦円満・子宝・長寿信仰での霊験で崇拝され、香木伝来の石碑がある。淡路

の古地誌にも「連理の楠」と記録がある。神木の楠は、樹齢 900 年ほどで、幹周 8.00m・根周 12.40m・樹高約 30m

である。接する県道観光誘致のため「国生みライン」として愛称されている。写真 2-2 は同神宮の本名宮司である。 

  1995 年、鳥居は阪神・淡路大震災(震度７)で倒壊の被害を受け、再建された。正面の大鳥居と西鳥居は、高さは

8.18ｍと 6.06ｍであり、花崗岩製の神明鳥居で再建している。昭和 60（1985）年に「国生みの祭典」として、旧一宮

町～津名町間(約 4ｋｍ)に 176 基の｢国生み石灯籠｣が建立されている。 

 

表 2-2.兵庫県淡路氏、伊弉諾神宮の日文詳細資料 

1 主祭神 
伊弉諾尊(ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ)・伊弉冉尊 (ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)。 

両神は日本神話の国生み・神生みに登場。 

2 神社創建 
神代、日本書紀・古事記による幽宮。 

ご皇室のご祖神にたる天照御大神の両親に当たり、日本民族の大祖先神である。 

3 延喜式 淡路國津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大。 

4 社 格 
延喜式名神帳、名神大社、淡路国一宮。 

明治 18（1885）官幣大社、昭和 29（1954）神宮号宣下 

5 例 祭 4 月 20、21、22 日。 

6 宮 司 本名孝至（ほんみょう たかし） 

7 鎮座地 
〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 740。旧一宮町（現 淡路市）の地名は、当社に由来す

る。通称「一宮（いっく）さん」「伊弉諾さん」。 

8 交通手段 
交通アクセスバス：高速バスで「郡家」または「津名一宮 IC」または「津名港」バス停下車、

淡路交通西浦線に乗り換えて「伊弉諾神宮前」バス停下車 （下車後徒歩すぐ）。  

9 経緯度 北緯 34 度 27 分 36 秒、 東経 134 度 51 分 09 秒。境内地は、約 15、000 坪。標高：13ｍ

10 電話・FAX 
TEL：0799-80-5001、 FAX：0799-80-5021 

Web 運営： ＴＥＬ0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

11 本 殿 

明治 12(1879)年、禁足地であった御陵丘の上に基檀を２重に構え、檜皮葺、三間(5.454

ｍ)社流れ造り向拝付き。棟には千木・鰹木(５本)を置き、前方に幣殿と屋根で連結される

一屋根。後、明治 15(1882)年に、後背のご陵地を造成して移築。 

12 拝 殿 
前方に檜皮葺(現銅葺)の入母屋造で、桁行五間(9.09ｍ)・梁間二間(3.636ｍ)の舞殿を兼

ねる。表神門は明治 16(1883)年建立。 

13 末 社 
①左右神社・②根神社・③竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)神社・④鹿島(ｶｼﾏ)神社・⑤住吉(ｽﾐﾉｴ)神社・⑥岩

楠神社･⑦淡路(ｱﾊｼﾞ)祖霊社。⑨伊勢神宮遥拝所 

14 鳥 居 

平成７(1995)年 01 月 17 日、一の鳥居は、阪神・淡路大震災で鳥居が倒壊、同年 11 月に

再建された。神明鳥居としては日本最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居（高さ：8.181ｍ）と

して再建。 

 

15 
灯 籠 

「国生みの祭典」として、一宮町～津名町間(約 4ｋｍ)に約 176 基の｢国生み石灯籠｣が建

立。測量値は１６基で最高値：7.42ｍ、平均値：3.91ｍと最小値 2.33ｍである。 

  

16
神 木 

岩楠神社には、イザナギ・イザナミの二神が宿る御神木、県指定天然記念物、蛭子(ヒル

コ)大神を祀り、夫婦円満・子宝・長寿信仰での霊験で崇拝され、香木伝来の石碑がある。

淡路の古地誌にも「連理の楠」と記録。神木の楠は、樹齢約 900 年で、幹周 8.00m・根周

12.40m・樹高約 30m である。 
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17 特殊神事 1 月 15 日：御粥占(ｶｲｳﾗ)祭：方言で“ｶｲｳﾗﾏﾂﾘ”といえる、6 月 1 日：御田植祭。 

18 力 石 

淡路島は、古来、相撲の盛んなところで有名な関取を輩出した地域であった。祭礼では、

奉納相撲や力だめしが行なわれ、大石を持ち上げや運ぶ競技に愛用したのが力石で、

その時に、｢一宮力石｣と持ち上げた人の住所・氏名・年月・重量などを刻字して奉納し

た。地元では「ｲｯｸｻﾝ」と別称され、日之少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇めた。 

 

2-3.伊弉諾神宮の英文由来と現在  

Worshipped Gods is Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto。Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large ancestor God of 
the Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is an ancestral god of the Imperial 
Family. As a special ritual, there is a festival and Taue Kayuura Festival. Enshrined Gods is 
unknown, but, according to jindai, "Kojiki" / Nippon-shiki, is （Kakuri-no- Miya）. Per barrel to 
parents of Amaterasu-ōmikami to Soshin imperial, Izanagi-no-mikoto is a large ancestral god of 
Japanese race. It is written that kakuri-no-miya is our shrine (Izanagi Zingu). In "Kojiki"/ 
"Nippon-shiki," Izanagi-no-  mikoto where all which originated in "Kuniumi" was achieved 
finished country management as a base in the existing precinct of a Shinto shrine and passed 
away calmly. 

Izanagi Zingu was called Awaji-shima-kami from ancient times because they are in the 
Awaji-shima. In addition, it was called Taga-Myouzin, also Taga-nomiya because in the region of 
the Taga. There is Engishiki, awaji-Izanagi shrine (Myouzin-tailya) in Tsuna District in Hyōgo. 
Izanagi Zingu are described in Myouzin-tailya in "Engishiki-Zinmyouchou", in 1885, I was promoted to 
"Kanpei-taisha". It was renamed Izanagi Zingu and was promoted to the “Zingu” shrine of Hyogo 
prefecture only one. Thus, I was renamed to Izanagi Zingu and was promoted to Hyogo throughout the 
prefecture only "Zingu".  

In addition, Izanagi Zingu was promulgated "Zingu-go" from Emperor Hirohito in 1954. Since then, 
it was renamed Izanagi Zingu. Annual Festival of Izanagi Zingu is April 20(Yoimiya-sai), April 21 
(Awaji-Soreisha) and April 22 (Hongu-daisai). 
 Your main shrine was relocated imperial tomb site was a place of confinement Doggy Style is 
leveling. It is informed that a moat, a moat were used around precincts around Misasagi. Current 
Kamiike, the damp ground of the rear are called the remains of an ancient structure of this lap moat. 
The 33rd Emperor Suiko (a woman: 595), perfume (agallochum) perform transmission (1,400 years 
ago) for the first time in Awajishima. For incense production center in Japan, Ichinomiya town erected 
a monument in the hope that cultural development of the fragrance. It is admired by a miracle by 
couple harmony, a child, the longevity faith, and there is a monument of the scented wood 
transmission. The old geographical book of Awaji has "Kusu of the eternal love" and a record. Kusu of 
the sacred tree is trunk lap 8.00m, root lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 
years old. It is done a nickname for a sightseeing invitation as "Kuniumi-Rain". 

In 1995, the torii suffered damage for the collapse by Hanshin, Awaji great earthquake disaster 
(seismic intensity 7) and was rebuilt. The height of front torii and the west torii was rebuilt in a 
Shinmei Shinto shrine gate made by granite at 8.18m and 6.06m each. As Kuniumi festival "in 1985, of 
about 170 groups" Kuniumi stone lantern "has been erected (about 4km) Ichinomiya-machi between 
Tsuna. 
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表 2-3.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（英文） 

1 Worshipped 
Gods 

Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto。Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large 
ancestor God of the Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is 
an ancestral god of the Imperial Family. 

2 Enshrined 
Gods 

The Kakuri-No-Miya Kojiki by the Age of the Gods, and the Chronicles of 
Japan. 

3 Engishiki Tsuna District in Hyōgo, awaji-Izanagi Shinto shrine (Myouzin-tailya) 
4 Shrine 

Ranking 
Meiji 18(1885), Engi era-style Meishin Expressway book, Myouzin-tailya, Awaji 
country Ichinomiya. Kanpei-taisha, Kanpei-taisha 、 1954: It is Senge in 
Zingu-go 

5 Annual 
Festival 

April 20: Yoimiya-sai, April 21: Awaji-Soreisha, April 22:  
Zinsatishiki following Honguu-daisai. 

6 Chief Priest Honmyou Takashi 

7 Enshrining 
Place 

〒656-1521 740, Taga, Awaji-shi, Hyogo. 

8 Access 
A traffic access bus: "Gunie" or "Tuna-itinomiya IC" or "Tuna-minato" bus stop 
gets off by express bus. The transfer to Awaji traffic Nishiura-line 
"Izanagi-Zingu-Mae " bus stop and get off. 

9 
Latitude 
Altitude 

34°27'36" N. 27 minutes 36 seconds north latitude 34 degrees 
134°51'09" E. 09 seconds, 51 minutes east longitude 134 degrees. Altitude: 
13m 

10 TEL・FAX TEL ：0799-80-5001、 FAX ：0799-80-5021 
Web：0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

11 Main 
Shrine 

For 1879 years, I constitute a basis platform to two folds on the hill that was 
kinsokuchi. Hiwada-buki is with Nagare-dukuri / Kouhai. It is one roof 
connected with Heiden on a roof before a ridge. I developed land for a graveyard 
of the back behind the ridge in 1882 and removed and rebuilt it. 

12 
Front 

Shrine  
In Irimoya-dukuri of the copper covering a roof with shingles, I serve as Mai of 
9.09mX3.636m forward. In 1882, a main shrine and a table shrine gate erect 
it. 

13 Keidai 
Massha 

①Sayuu Shirine・②Ne Shirine・③Kama-dono Shirine・④Kashima Shirine・

⑤Suminoe Shirine・⑥Iwagusu Shirine･⑦Ahazi-Soreisha. 

14 Torii 
A torii collapsed, and, on 7, Heisei (1995) January 17, the first gate was rebuilt 
in November of the year by Hanshin/Awazi-daishinsai. Shinmei-tori (height) 
made by granite proud of a biggest in Japan scale I rebuilt 8.18m). 

15 Tourou 

Approximately 170 "country bearing a child stone garden lanterns" erect it in 
the Ichinomiya-machi-Tsunacho interval (approximately 4km). A surveying 
level of this time is high in 16 engines: 7.42m, mean: It is 3.91m and minimum 
2.33m. 

16 Sacred Tree 
To an old geographical book of Awaji, Kusu of the sacred tree is trunk lap 
8.00m, root lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 
years old. 
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17 Special 
Ritual January 15: Kayuura Festival, June 1: Otaue Festival. 

18 Chikara-Ishi 

Awajishima was the area that produced the prosperous ranking sumo wrestler 
who, by the way, was famous of the sumo from ancient times. A ritual sumo 
match and a test of strength were carried out, and Chikara-ishi at the festival 
used Oishi habitually in lifting and a competition to progress. At that time, I 
performed carving a character of "Ichinomiya-Chikara-ishi" and an address, a 
full name, time, the weight of the person whom I flattered and dedicated it. 

 

 

2-4.伊弉諾神宮の韓文由来と現在（효고현 아와지시、이자나기신궁의 일본어 유래） 

주된 신은、이자나기노 미코토・이지나미노 미코토。양 신은 일본신화의 국가의 탄생・신의 탄생에 장한다。 

특수 신제로는、카유우라제와 전답제가 있다。신사창건은、신대가 불분명하지만、일본서기・고사기에 의하면 

카무리노미야 이다。이자나기노 미코토는、황실의 조상신인 아마테라스노 미카미이 양친이며、일본민족의 대 

조상신이다。그 카무리노미야가 （이자나기 신궁）이라고 기록되어 있다。    「고사기」「일본서기」에는、상고、

국가의 탄생이 시작되는 모든 신공을 달성한 이자나기노 미코토는, 현 사지를 근거지로 국토경영을 마치고 

조용하게 숨어서 지냈다。 이자나기 신궁은、아와지섬에 있기 때문에 옛날부터 아와지섬 신이라 칭해졌고、

또한 다가에 있기 때문에 다가명신、다가궁이라고도 칭했다。 

연희식에는、 아와지국 츠나군、 아와지 이자나기 신자、 명신대신사로 기재되어 있다。 는 연희식 

신명부에는 명신대사로 열거되어 있고、메이지 18（1885）년에 칸페이대신사로 승격되었다。더욱이、이 

신사는、이자나기 신궁으로 불려졌고、효고현하 유일의「신궁」에 승격되었다。쇼와 29（1954）년에 쇼와 

천황으로부터、「신궁호」가 공포되었다。그리고부터는 이자나기 신사에서 현재의 이자나기 신궁으로 

개칭되었다。예제는 4 월 21、22 일。보전은、배후의 금족지였던 구릉지가 정리되어 이축되었다。구릉지를 

중심으로 신전 주변에 해자가 둘러졌다고 전해진다。현재의 신지、배후의 습지는 이 주호의 유적이다。 

제 33 대 스이코천황(여성：595 년)、코수이(침수)가 처음으로、아와지섬에 전래(1400 년전)되었다。 

이치노미야쵸는 일본 제일의 향 생산지로 、 향기의 문화발전을 기원하여 기념비를 세웠다 。 이것은 

부부원만・자식복・장수신앙의 영험에서 숭배되어、향수전래의 비석이 있다。아와지의 오래된 지도책에도

「연리의 쿠수」라는 기록이 있다。신목의 수는、수령 900 년경에、둘레 8.00m・뿌리 12.40m・수고평 

약 30m 이다。관광유치로 인해「국가탄생 라인」으로서 애칭되어 진다。 

1995 년、도리이는 한신・아와지 대지진(진도７)때 상당한 피해를 받아、재건되었다。정면의 큰 도리이와 

서쪽 도리이는、높이가 8.18ｍ와 6.06ｍ이며、화강암제의 신명 도리이로 건축되어 있다。쇼와 60（1985）

년에「국가 탄생의 제전」으로、이치노미야쵸～츠나쵸사이(約 4ｋｍ)에 약 170 기의｢국가탄생 등｣이 

건립되어 있다。 

 

表 2-3.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（韓文） 

1 주된제신 
이자나기노 미코토・이자나미노 미코토。 

양 신은 일본 신화의 국가탄생・신 탄생에 등장。 

2 신사창건 
신대、일본서기・고사기에 의해 카크리노미야。 

황실의 조상신인 아마테라 대신에 해당되어、일본민족의 대 조상신。 

3 연희식 아와지국 츠나군、아와지 이자나기 신사、명신대。 

4 신사격 
메이지 18（1885）년、연희식 명신첩、명신대사、아와지국 이치노미야。칸페이 

대신사、쇼와 29（1954）신궁호 센게 

5 예 제 4 월 21、22 일。 

6 궁  사 본명 타카시 
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7 진좌지 
〒656-1521 효고현 아와지시 타가 740。구 이치노미야쵸（현 아와지시）의 

지명은、당사에 유래함。통칭「일궁」「이자나기씨」。 

8 교통수단 

교통 버스：고속버스「쿠니에」 또는「츠나 이치노미야 IC」 또는「츠나항」버스 

정차、아와지 교통 니시우라선으로 갈아타고「이자나기 신궁앞」 버스승하차 （하차후 

도보 바로）。  

9 경위도 경위 34 도 27 분 36 초、 동위 134 도 51 분 09 초。경내지는、약 15、000 평。표고：13ｍ 

1
전화・FAX 

TEL：0799-80-5001、 FAX：0799-80-5021 

Web 운영：ＴＥＬ0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

1
본 전 

◎메이지 12(1879)년、금족지였던 구릉지 위에 기단을 2중으로 쌓고、 히와다부키, 3칸 

(5.454m) 사 나가래 축조 구조 향배 첨부. ◎ 동으로는 천목 · 카츠오 목 (5 개)을 

두고 전방에 전과 지붕으로 연결되는 한 지붕. 후에 메이지 15 (1882) 년 배후의 

구릉지를 조성하여 이축。 

1
배 전 

전방에 히와다부키 (현 도부키)의 이리에야 축조술로 행간 5 칸 (9.09m) · 보 사이 2 칸 

(3.636m)의 무용 단을 겹침. 메이지 15 (1882) 년에 본전과 표신무이 건립 

1
말 사 

①좌우신사・②근신사・③카마도노신사・④카시마신사・⑤스미노에신사・

⑥이와구스신사･⑦아와지 조령사。 

1
도리이 

◎평성７(1995)년 01 월 17 일、한 도리이는、한신・아와지 대지진으로 파손、동년 11 월에 

재건축 되었다。신명 도리이로는 일본 최대규모를 자랑하는 화강암제의 바위 

도리이（높이：8.181ｍ）로 재건축。 

 

1 등 

「국가 탄생의 제전」으로、이치노미야쵸～츠나쵸간(約 4ｋｍ)에 약 170 기의｢국가 

탄생의 석등｣이 건립。측량치는１６기에서 최고치：7.42ｍ、평균치：3.91ｍ와 

최저치 2.33ｍ。 

 

1

신 목 

이와쿠스 신사에는 이자나기 · 이자나미의 두 신이 깃든 신목, 현 지정 천연 기념물, 

에비스 (히루코) 대신을 모셔, 부부원만 · 자식 · 장수신앙의 영험으로 숭배되고 

향나무 전래의 비석이 있다.  

아와지의 옛지도에도 "연리의 쿠스“라고 기록. 신목의 구스는 수령 900 년경에 둘레 

8.00m · 뿌리 12.40m · 나무높이 약 30m 이다. 

1 특수행사 1 월 15 일：카유우라제、6 월 1 일：전답제。 

1
력  석 

아와지섬은 옛날부터 스모가 활발한 곳으로, 유명한 장사를 배출 한 지역이었다. 

제례는 봉납과 스모와 힘을 겨루는 행사가 열려, 큰 돌을 들거나 나르는 경기에 애용한 

것이 리키이시로 당시에 "이치 노미야 리키이시"를 든 사람의 주소 · 성명 · 년월 · 

중량 등을 새겨 봉납했다. 현지에서는 "잇쿠산"이라는 별칭으로 불리워, 히노와카미야 

· 아와지섬 신 · 다가명신 · 츠나명신을 모셨다.  

 

2-5.伊弉諾神宮の中文由来と現在（兵库县淡路市伊弉诺神宫的日文由来） 

主祭神为伊弉诺尊与伊弉冉尊。这两座神出现于日本神话中的国家与神的创立之中。作为特殊祭神仪式，

有粥占祭与田植祭。虽然神社创建于神话时代，具体不详，却为《日本书纪》、《古事记》所述的幽宮。据两

书中记载，伊弉诺尊相当于皇室祖神天照大神的双亲，是日本民族的大祖先神，其幽宫即为本神宫（伊弉诺

神宫）。《古事记》与《日本书纪》中还记载，完成了从上古建国起的全部神功的伊邪那岐命将现在的神社之

地作为根据地而结束了国土经营之后，静悄悄地离开了人世。 

伊弉诺神宫因其位淡路岛而自古以来被称为淡路岛神，又因位于多贺而被称为多贺明神、多贺宫。在延

喜式记载为淡路国津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大社。伊弉诺神宫在延喜式神名帐被列为名神大社，于

明治 18 年（1885 年）升格为官币大社。因此，此神社被改称为伊弉诺神宫，并升格为兵库县下唯一的“神宫”。
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昭和 29 年（1954 年），由昭和天皇颁布了“神宫号”。从此，由伊弉诺神社改称为现在的伊弉诺神宫。定期

祭祀为 4 月 20、22 日。 

将背后的曾为禁足之地的御陵之地平整之后，在其上移建了正殿。据传，以御陵为中心，在神域的周围

曾挖有护城河、沟。现在的神池、背后的湿地即为该护城河的遗迹。第 33 代天皇推古天皇(女，595 年)时期，

香水(沉水)首次传到淡路岛(1400 年前)。由于一宫町为全日本第一的线香产地，故祈愿芳香文化的发展而建

立了纪念碑。此因据信对夫妇圆满、子孙兴旺、长寿有灵验而受到崇拜，有香木传来之石碑。在淡路的古地

志亦有“连理之楠”之记录。神木之楠木具有 900 年左右的树龄，树干周长为 8.00 米，根部周长为 12.40 米，

树高约 30 米。为了吸引旅游而被爱称为“建国线”。 

1995 年，鸟居因遭受阪神・淡路大震灾（震度 7）而倒塌而重建。正面的大鸟居与西鸟居分别高 8.18 米

与 6.06 米，重建为花岗岩的神明鸟居。昭和 60 年（1985 年），作为“建国之祭礼”，在一宫町与津名町之间

（约 4 公里）建起了约 10 座“建国之石灯笼”。  

 

表 2-4.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（兵库县淡路市伊弉诺神宫的日文详细资料） 

1 主祭神 
伊弉诺尊与伊弉冉尊。 

两座神出现于日本神话中的国家与神的创立之中。 

2 神社创建 
神话时代，为《日本书纪》、《古事记》所述的幽宮。 

相当于皇室祖神天照大神的双亲，是日本民族的大祖先神。 

3 延喜式 淡路国津名郡，淡路伊佐奈伎神社，名神大。 

4 神社等级 
明治 18 年（1885 年），延喜式名神帐列为名神大社、淡路国一宫。 

官币大社，昭和 29 年（1954 年）颁布神宫号。 

5 定期祭事 4 月 21、22 日。 

6 宫  司 本名孝至 

7 供奉地 
〒656-152 兵库县淡路市多贺 740。原一宫町（现淡路市）的地名即源于此神社。 

俗称“一宫桑”、“伊弉诺桑”。 

8 交通 
公交巴士：乘坐高速巴士在“郡家”、“津名一宫 IC”或“津名港”停车站下车，

换乘淡路交通西浦线在“伊弉诺神宮前”停车站下车（下车后步行即到）。 

9 经纬度 北纬 34 度 27 分 36 秒，东经 134 度 51 分 09 秒。境内地为约 15 坪。标高 13 米。 

10 电话，传真 

电话：0799-80-5001，传真：0799-80-5021。 

网页运营： 电话 0799-70-1010（10:00～17:00），E-mail：

info_web@izanagi-jingu.jp 

11 正 殿 

明治 12 年(1879 年)，在原为禁足地的御陵丘上修筑双重基檀，建造桧皮葺、三间

(5.454 米)社流，并带有向拜。屋脊上放置交叉长木、装饰圆木(5 根)，前面通过房

顶与币殿连成一体屋顶。此后，于明治 15 年(1882 年)移建于后背的御陵地。 

12 前 殿 
前面为桧皮葺（现为铜葺）的入母屋造，兼作桁行五间(9.09 米)・梁间二间(3.636

米)的舞殿。明治 15 年(1882 年)年，在正殿建起正面神门。 

13 末 社 
①左右神社；②根神社；③灶神社；④鹿岛神社；⑤住吉神社；⑥岩楠神社；⑦淡

路祖灵社。 

14 鸟 居 
平成７年(1995 年)1 月 17 日，鸟居在阪神・淡路大震灾中倒塌，于同年 11 月重建。

重建的鸟居作为神明鸟居为号称日本最大规模的花崗岩石鸟居（高 8.181 米）。 

 

15 
灯 笼 

作为“建国之祭礼”，在一宫町与津名町之间（约 4 公里）建起了约 10 座“建国之

石灯笼”。測量值为 16 座中最高 7.42 米，平均高 3.91，最低为 2.33 米。 

  

16 神 木 

在岩楠神社祭祀伊弉诺与伊弉冉两座神寄居的御神木、县指定天然记念物、蛭子大

神，因据信对夫妇圆满、子孙兴旺、长寿有灵验而受到崇拜，并立有香木传来之石

碑。在淡路的古地志亦有“连理之楠”之记录。神木之楠木具有 900 年左右的树龄，
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树干周长为 8.00 米，根部周长为 12.40 米，树高约 30 米。 

17 特殊祭神仪式 1 月 15 日：御粥占祭；6月 1 日：御田植祭。 

18 力 石 

淡路岛自古以来盛行相扑，涌现出了很多有名的关取。在祭礼上，举行献纳相扑或

力气比试，在举起或搬运大石头的竞技中所喜欢用的便是力石，此时，将举起了力

石的人的地址、姓名、以及举起年月及力石重量刻在“一宫力石”上，并将其献纳。

当地与将其另称为“一宫桑”，敬崇为日少宫、淡路岛神、多贺明神、津名明神。

 

◎在古事记、日本书纪中记载道，完成了开始建国的全部神功的伊弉诺大神将国家统治大业托付于御子神天

照大御神，而后在最初诞生之地淡路岛多贺修筑了“灵宫”，并在此度过了余生。 

◎在居住遗址建造了御陵，作为至贵之圣地而创建了最古老的神社，此即为富神宫的起源。 

 

３．伊弉諾神宮の社殿 

3-1.伊弉諾神宮の社殿位置 

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、流造り、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。流造り向拝は春日造の庇には、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 は伊弉諾神宮の本殿様

式は三間社流造向拝付に幣殿が連結している。 

 

3-2.伊弉諾神宮の本殿規模 

本殿は三間社流造で、屋根は幣殿と連結される。禁足地であった御陵の上に建てられた。祓殿と本殿は、当社

では、先ず祓殿でお祓いを行う。写真3-1は伊弉諾神宮の本殿で、その左右には狛犬と石燈籠が６基である。写真

3-2 は伊弉諾神宮本殿幣殿の正面と偏額。写真 3-3 は本殿後面から聳える神秘的な鰹木５本である。 

 

 

写真 3-1.伊弉諾神宮の中門 写真 3-2.伊弉諾神宮本殿中門と偏額 写真 3-3.本殿後面。鰹木 5 本

 

本殿（幽宮：ｶｸﾘﾉﾐﾔ）は、古事記、日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神
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なる天照大御神に国家の統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に「幽宮」を構えて余生

を過ごされたと記されている。本殿は、御陵丘を覆うように基壇を二重に構へ、檜皮葺、三間社流造向拝付で、前方の幣

殿と連結して一屋根にして造った。すなわち、棟に千木・鰹木を置本殿は三間社流造である。明治 9（1875）年の建立、

明治 14（1881）年御陵上に移築された。当初は約 10 間前方に建てられた。 

次いで前方に檜皮葺（現銅葺）入母屋造、桁行五間・梁間二間の舞殿を兼ねた明治 15（1882）年に拝殿を建立し、次

いで明治 16（1883）年に表神門が建立した。 

その御住居跡に御陵（ﾐｻｻｷﾞ）が営まれ、至貴の聖地として最古の神社が創始されたのが、富神宮の起源である。地元

では「いっくさん」と別称され日少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇められている。左端が祓殿。当社では、先ず

祓殿でお祓いを行っている。 
 

 

写真 3-4.幣殿前の調査団 写真 3-5.本殿の中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦の御柱 

 

写真 3-4 は幣殿前の調査団である。写真 3-5 は本殿の中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦木である。本殿（幽

宮）:古事記、日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神なる天照大御神に国家

の統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に「幽宮」を構えて余生を過ごされたと記されて

います。その御住居跡に御陵（ﾐｻｻｷﾞ）が営まれ、至貴の聖地として最古の神社が創始されたのが、富神宮の起源です。

地元では「いっくさん」と別称され日少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇められています。 

本殿の測量時には宮司の特別配慮によって撮影の許可を頂いた。神殿に入るには了解とお祓いが必要である

ことが確認されたのである。神殿に入ると本当の聖域について感動と緊張した雰囲気になることが実感した。 

本殿の測量値は、間口 7.78m・奥行 7.66m・高さ 12.00ｍおよび面積 59.59 平方 m である。幣殿の測量値は、間

口 6.10m・奥行 5.68m・高さ 9.80ｍおよび面積 152.71 平方 m である。幣殿内部における天井の高さ 4.78ｍである。 

 
拝殿の測量値は、間口 17.12m・奥行 8.92m・高さ

10.50ｍおよび面積 152.71 平方 m である。である。 間口

の範囲は 6.10m～17.12ｍ、奥行の範囲は 5.68m～8.92

ｍ、高さは9.80m～12.00ｍおよび面積は34.65～１５２．７

１平方ｍである。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規

模は､図 3-1 であることが確認された。 

 

3-3.伊弉諾神宮の拝殿規模 

拝殿は銅板葺入母屋造で舞殿を兼ねる（写真 3-6）。

伊弉諾神宮の拝殿規模として、入母屋造/流造、間口 9.63m(測量値は 17.12ｍ)・奥行 4.79m(測量値は 8.92ｍ)・高

さ 4.58ｍ（10.50ｍ）である。伊弉諾神宮の拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）は別々棟である。写真 3-7 は、拝殿と幣殿

にて神楽を演じている光景である。 

 

図 3-1.伊弉諾神宮の規模 
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写真 3-6. 神宮の拝殿 写真 3-7.拝殿と幣殿にて神楽を演じている光景 

 

図 3-2 は伊弉諾神宮の社殿の規模(棒グラフ)である。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規模に対しては､本殿・

拝殿・拝殿との関係を考察するため相関分析を行った。すあわち、２変数の直線方程式は、式 3－1 と式 3-2 を算出し

た。 

Y(社殿規模) = 2.17 幣殿 X +4.807  ……決定係数(R2 =0.771) …測量値……(3-1) 

Y(社殿規模) = 2.06 本殿 X +3.073  ……決定係数(R2 =0.826) …測量値……(3-2) 

 

幣殿と本殿の勾配は、2.17 と 2.06 で、その差は 0.11 である。一方、幣殿と本殿の決定係数は、0.771 と 0.826 で、そ

の差は 0.55 である。 

 

図 3-2.伊弉諾神宮の社殿の規模(棒グラフ) 図 3-3.伊弉諾神宮の社殿の規模(線グラフ). 

 

図 3-3 は伊弉諾神宮の社殿の規模(線グラフ)である。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規模に対しては､本殿・

拝殿・拝殿との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の曲線方程式は、式 3－3 と式 3-4 を算出し

た。 

 

Y(社殿規模) = 2.05 幣殿 2 -6.03 幣殿 X +11.64  ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(3-3) 

Y(社殿規模) = 1.64 本殿 2 -4.50 本殿 X +8.54   ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(3-4) 

 

幣殿と本殿の勾配は、-6.03 と-4.50 で、その差は 0.153 である。決定係数は 1.000 であることが判明した。２変数の直

線方程式と２次２変数方程式を比較すれば、決定係数は、２次２変数方程式では 1.000 である。が、２変数の直線方程式

では 0.771 と 0.826 になっていることが確認できる。 

 

3-4.伊弉諾神宮の末社規模 

格式のランキングは、本社＞摂社＞末社の順とされる。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または境内社、境外に独立の敷地を
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持つものを境外摂社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。 

伊弉諾神宮には、摂社、末社と境内末社の３つに区分できる。摂社は、濱神社(淡路市郡家宮の森鎮座）。末社

は、櫛笥（ｸｼｹﾞ)神社(淡路市多賀老の内鎮座)である。ここでは、①左右（ｻｳﾉ）神社・②根（ﾈﾉ）神社・③竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)

神社・④鹿島(ｶｼﾏ)神社・⑤住吉(ｽﾐﾉｴ)神社・⑥岩楠（ｲﾜｸｽ）神社（夫婦の大楠の根本にあり、子授け・安産の神）･

⑦淡路(ｱﾊｼﾞ)祖霊社について言及する。ここでは伊勢神宮遥拝所も測量を行った。摂末社（ｾﾂﾏﾂｼｬ）とは、神社本

社とは別に、その神社の管理に属する。末社（ﾏｯｼｬ）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 3-8.左右(ｻﾉｳ)神社：鰹木３本と標識 写真 3-9.伊勢皇大神宮遥拝所と末社 

 

左右(ｻｳﾉ)神社の写真 3-8 は伊弉諾神宮の境

内末社である。左目より出現した天照皇大神と右

目より出現した月読尊を祀る。本殿の東、伊勢神

宮の方位に鎮座している。 

写真 3-9 は伊勢神宮遥拝所である。伊勢神宮

遥拝所(ようはいじょ）は伊勢神宮を遥かに望み拝

む場所である。 

写真 3-10.根(ﾈﾉ)・竉（ｶﾏﾄﾞﾉ）神社である。根神

社とは周辺地域の産土神として昔から崇拝され、

主祭神は、面足尊・惶根尊・素盞嗚尊・猿田彦神

である。竉（ｶﾏﾄﾞﾉ）神社は縁結びの神様として知

られる。写真 3-11 は、住吉・鹿島神社の写真である。 

 

写真 3-12 と写真 3-13 は、岩楠神社と淡路祖霊社である。淡路祖霊社とは、先の大戦から６８年、祖国や家族を

想いながら徳を起こした数多の戦いから平和を願う志をもち、戦禍に倒れた御霊に安らかに祈念する例祭である。

写真 3-14 は伊弉諾神宮の「放生の神池」（淡路島／兵庫県淡路市）である。神池にかかる橋と太鼓橋が印象的で

ある。放生の神池は、幽宮跡の御陵を中心にあったとされる濠の遺構とされる。命乞いに鯉、快癒の報賽に

亀を放って祈願する所であるが、手前には末社がある。 

 
写真 3-12.岩楠神社。  写真 3-13.東門 写真 3-14.伊弉諾神宮の「放生の神池」に延壽官 

 
写真 3-10.根(ﾈﾉ)・竉（ｶﾏﾄﾞ

ﾉ）神社。鰹木３本 

写真 3-11.住吉・鹿島神社。

鰹木３本 
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鰹木 3 本 

 
表 3-2 は伊弉諾神宮の末社の規模のデ－タである。表 3-４は伊弉諾神宮の末社の規模図である。 

神宮の末社の奥行・間口・高さ・面積について統計分析を行った。すなわち、 

奥行の最大値は 3.32ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 2.01ｍ、最小値は 1.08ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

間口の最大値は 3.88ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 1.96ｍ、最小値は 0.78ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

高さの最大値は 5.94ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 3.53ｍ、最小値は 1.95ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

神宮の末社の奥行・間口・高さとして、大きい末社は淡路祖霊社であり、小さい末社は伊勢神宮遥拝所であることが確

認された。面積の最大値は 12.88ｍ2（淡路祖霊社）が広く、平均値は 4.54ｍ2、最小値は 0.84ｍ2（伊勢神宮遥拝所）が狭

いことは確認できた。 

 

表 3-2.伊弉諾神宮の末社の規模（ｍ） 図 3-4.伊弉諾神宮の末社の規模図（ｍ） 

 

3-5.伊弉諾神宮の神木（夫婦大楠・岩楠神社） 

 

 
 

 写真 3-15 は夫婦大楠文 写真 3-16.岩楠神社(末社) 写真 3-17.夫婦大楠のＹ字 写真 3-18.夫婦楠由来 
 

伊弉諾神宮は国生み・神生み神話の伊弉諾命、伊弉冉命の二神を祀る古社で、境内はすべての神功を果たされた伊

弉諾大神が統治の大権を天照皇大神に託して、ここに幽宮（かくりのみや）を構え、余生を過ごされた故地とされている。

古事記・日本書紀では、この場所は伊弉諾・伊弉冉の命が生んだ最初の島が淡路島で、淡路の一の宮で、多賀の地の

幽宮（かくりのみや）に鎮まって、当社の起源とされている。多くの参拝者が御神木からパワーを貰おうため写真を撮って

いる風景は神泉のような雰囲気に感じられる。写真 3-15 は夫婦大楠文。写真 3-16 は夫婦大楠案内標識である。

写真 3-17 は夫婦大楠のＹ字に成長している。写真 3-18 は夫婦楠由来を和英に表記している。 
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名称は伊弉諾神宮の夫婦大楠である。「夫婦大楠」は、昭和 48（1973）年の指定された兵庫県指定天然記念物で、二

株の楠が成長する合体して一株となった珍樹。この記念物は地上 1m 程で二幹に分岐し、樹齢９００年、幹周 8.00m・根

周12.40mである。大きく離れることなく大空に伸び、樹高さ３０ｍ余に成長している。古くから「連理の楠」と記されており、

伊弉諾・伊弉冉二神の神霊が宿る神木として、夫婦円満・安産子授・縁結びなどの信仰で篤く崇められている。伊弉諾神

宮の御祭神は伊弉諾大神、伊弉冉大神で、夫婦の正道の掟を定められた皇祖の大神様である。岩楠神社には蛭子大

神を祀り、夫婦円満、良縁良結、子授け、子育ての霊験あらたかと崇敬されています。 

第 33 代推古天皇(女性：595 年)、香水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)している。旧一宮町は日本一

の線香生産地でもあるため、香りの文化発展を願って香木伝来記念碑を建立した。 

 

4.伊弉諾神宮の鳥居写真と測量と数値解析 

4-1.伊弉諾神宮の鳥居写真   

神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は2本柱に2本横木(笠木と貫)から構成。

神明系と明神系の鳥居は、笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)による。  明

神系鳥居の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る(鹿島鳥居を

除く)と出ない(鹿島鳥居)に区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。伊弉諾神宮の鳥居は、神明系鳥居である。一

の鳥居は、平成７(1995 年)01 月 17 日の阪神・淡路大震災で鳥居が倒壊したため、同年 11 月に再建された。神明

鳥居としては日本最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居として再建された、高さ 27 尺（8.181ｍ）。二の鳥居(鋼製)：正

面の大鳥居から正参道を進むと神池や神門が迎える所である。 
 

 

 

写真 4-1.神宮正面鳥居 写真 4-2. 神宮中之鳥居 写真 4-3.東門鳥居 写真 4-4.神宮西門鳥居

 
写真 4-1 の伊弉諾神宮には、神明系鳥居である一の鳥居は、平成７(1995) 年０１月１７日の阪神・淡路大震災で

鳥居が倒壊したため、同年１１月に再建された。正面の大鳥居は、先の大震災で倒壊したが神明鳥居としては日本

最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居として再建された、高さ 27 尺（8.181ｍ）。（参照 http://izanagi-jingu.jp/）。写真

4-2 の伊弉諾神宮二の鳥居(鋼製)は、正面の大鳥居から正参道を進むと神池や神門が迎える所にある。写真 4-3
は神宮の東門である。写真 4-3 は西門鳥居である。西門鳥居の高さ 20 尺(6.06ｍ)の神明鳥居が再建された。

写真 4-5 は平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建である。 
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写真 4-6. 平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建 

 
写真 4-6 は平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建中の現

場である。 
 

 

 

写真 4-7.淡路祖霊社鳥居 写真4-8. 伊勢神宮遥拝所の鳥居 写真 4-9. 夫婦大楠鳥居 
 

写真 4-7～4-9 は淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠鳥居の神明鳥居である。 
 

 4-2.伊弉諾神宮の鳥居の測量解析 

表 4-1 は、伊弉諾神宮の鳥居測量である。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 は伊弉諾神宮の鳥居の規模のデ－タである。神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さについて

統計分析を行った。すなわち、柱直径の最大値は 0.83ｍ（正面大鳥居）、平均値は 0.52ｍ、最小値は 0.26ｍ（伊勢神宮

遥拝所鳥居と岩楠社鳥居）である。 

柱間距離の最大値は 5.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 3.99ｍ、最小値は 2.16ｍ（伊勢神宮遥拝所鳥居）である。 

貫下の高さの最大値は 6.06ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.05ｍ、最小値は 2.53ｍ（岩楠社鳥居）である。 

貫上の高さの最大値は 6.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.50ｍ、最小値は 2.79ｍ（岩楠社鳥居）である。 

 

 
写真 4-5.平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建 
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表 4-1.伊弉諾神宮の鳥居測量値（m） 

 
 

笠木下の高さの最大値は 7.59ｍ（正面大鳥居）、平均値は 5.04ｍ、最小値は 3.10ｍ（岩楠社鳥居）である。 

笠木上の高さの最大値は 8.47ｍ（正面大鳥居）、平均値は 6.46ｍ、最小値は 4.94ｍ（岩楠社鳥居）である。 

伊弉諾神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さとして、大きい値は伊弉諾神宮の正面大鳥居であり、

小さい値は岩楠社鳥居であることが確認された。 

 

図 4-1 は、伊弉諾神宮の 7 基鳥居の棒グラフである。ここでは、笠木の下点と上点を比較した。鳥居の高さは、３つの

に分類できる。すなわち、第 1 グル－プに神社正面の鳥居が大きく、第２グル－プに中門・東門・西門鳥居は中間であり、

および第３グル－プに淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠（岩楠社）鳥居の神明鳥居鳥居は低い高さである。

第 1 と 2 グル－プの鳥居は花崗岩の大理石で、他の神社には見られなユニ－クな鳥居である。 

 

図 4-1 は、伊弉諾神宮鳥居と笠木高さの棒グラフ 図 4-2 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離と笠木との関係 

 

図 4-2 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する笠木の高さとの関係で、伊弉諾神宮の社殿の規模(直線グラフ)であ

る。この伊弉諾神宮鳥居の笠木の上と下との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方程式

は、式 4－1 と式 4-2 を算出した。 

 

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

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

 

笠木上の勾配 0.897 は、笠木下の勾配 1.151 より小さい値で、その差は 0.254 である。相関分析を行うと決定係数にお
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いて、笠木上は 0.945、笠木下は 0.935 で、その差は 0.01 である。すなわち、２変数の直線方程式の式 4－1 は、２変数

の直線方程式の式 4-2 より高い信頼性であることが確認できた。 

 

図 4-3.伊弉諾神宮鳥居名と貫高さの棒グラフ 図 4-4.伊弉諾神宮鳥居の柱間距離と貫との関係 

 

図4-３は、伊弉諾神宮の7基鳥居の棒グラフである。ここでは、貫の下点と上点を比較した。鳥居の高さは、３つのに分

類できる。すなわち、第 1 グル－プに神社正面の鳥居が大きく、第２グル－プに中門・東門・西門鳥居は中間であり、およ

び第３グル－プに淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠（岩楠社）鳥居の神明鳥居鳥居は低い高さである。第 1

と 2 グル－プの鳥居は花崗岩の大理石で、他の神社には見られなユニ－クな鳥居である。 

図 4-4 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する貫の高さとの関係で、伊弉諾神宮の社殿の規模(直線グラフ)である。

この伊弉諾神宮鳥居の貫の上と下との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方程式は、式

4－３と式 4-４を算出した。 

 

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

Y(貫下の高さ◆) = 0.867(柱間距離) +0.478 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値…………………(4-4) 

 

貫の上と下の勾配は、1.032 と 0.867 で、その差は 0.165 である。貫の上と下の決定係数は、0.957 と 0.945 で、その差は

0.012 である。式 4-１～式 4-４のデータを比較すれば、大きい勾配は、笠木下 1.151、貫上 1.032、笠木上と貫下は共に

0.897 と 0.867 の順に小さい値である。すなわち、笠木下 1.151 貫上 1.032＞笠木上 0.897＞貫下 0.867＞である。勾

配の範囲は 0.867～1.151 である。大きい決定係数は、貫上 0.957＞貫上 0.945＝笠木上 0.945＞笠木下 0.935 の順に

小さい値である。決定係数の範囲は 0.935～0.957 である。 

 

５.伊弉諾神宮の石灯籠と考察 

５-1.伊弉諾神宮の石灯籠写真 

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。 
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５-2.伊弉諾神宮の石灯籠考察 

 

   
写真 5-1.正面の大鳥居横の石灯籠 写真 5-2.中の島鳥居横の石灯籠 写真 5-3.正面～中之島間の灯籠

 

写真 5-1 は伊弉諾神宮正面にある５段灯籠の高さ 7.42m である。写真 5-2 は伊弉諾神宮にある「中の島」灯籠の高さ

5.00m である。写真 5-3 は伊弉諾神宮の参道に並んでいる灯籠の光景である。 

 

 

 

写真 5-4.東門付近、素晴しい花崗岩灯籠 写真 5-5.東門付近にあるユニ－クな花崗岩の鳥居と灯籠 

 

写真 5-4 は伊弉諾神宮の東門付近にある素晴しい花崗岩灯籠の高さ 4.42m である。 

写真 5-5 は伊弉諾神宮、東門付近にある素晴しい花崗岩灯籠のの鳥居と灯籠高さについて比較し、さらに、鳥居と

灯籠の全景を撮影した。 

 

 

 
写真 5-6. 幣殿前の石灯籠

は、４基の石燈籠がある 

写真 5-7.放生の神池

の左側にある石灯籠 

写真 5-8. 祖霊社の前

には木石灯籠 

写真 5-9.中之島石灯

籠。奥は放生の神池 

 

写真 5-6 は伊弉諾神宮の幣殿前には、４基の石燈籠がある。幣殿とは、神道用語で、参詣人が幣帛を供進す

るための建物。本殿と拝殿の間に設けられる。石燈籠４基の中央には左右に 3.30ｍであるがその外側にある

灯籠は 2.80ｍと 2.33ｍである。ゆえに、外側にも小さい石灯籠が見られるが、高さも異なっている。 
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写真 5-7 は伊弉諾神宮の「放生の神池」で、幽宮跡の

御陵を中心にあったとされる濠の遺構とされる。命乞い

に鯉、快癒の報賽に亀を放って祈願する所であるが、

手前の左側には末社がある。祖霊社前には木灯籠であ

る（写真 5-8）。祖霊社とは屋敷内の一隅または先祖に

由緒のある地点に設けられた祖霊を祀る小祠である。

江戸末期の神仏分離運動で，持仏堂を廃して代わりに

建立したものといわれる。また，明治初期に氏神の境内

に設けられた社で，氏子の祖霊を合祭した末社である。

写真 5-9 は中之島石灯籠の奥には「放生の神池」があ

る。写真 5-10 と 5-11 は本殿前の灯籠である。 

 

 

 

 

表 5-1.伊弉諾神宮の石燈籠

測量（m） 
図 5-1.伊弉諾神宮の石燈籠測量値の高さ（ｍ） 

 

 

表 5-1 は伊弉諾神宮の石燈籠測量値である。高さは 2.13～7.42ｍで、平均値は 4.18ｍで、次のように分類できる。第 1

グル－プ(2m 代)の石燈籠は 2.13ｍで最も低い高さである（淡路祖霊社）。第 2 グル－プ(3m 代)の石燈籠は 2.33m～3.30

ｍである（幣殿前）。第 3 グル－プ(4m 代)の石燈籠は 4.40m～4.42ｍで中間の高さである（拝殿前と東門鳥居前）。第 4 グ

ル－プ(5m 代)の石燈籠は 5.50m である（中之島鳥居側）。第 5 グル－プ(7m 代)の石燈籠は 7.42m で最も高い高さである

（正面大鳥居側）。 

 

6.おわりに 

6-1.伊弉諾神宮の拝殿建築 

伊弉諾神宮の社殿において、本殿の測量値は、間口 7.78m・奥行 7.66m・高さ 12.00ｍおよび面積 59.59 平方 m であ

る。幣殿の測量値は、間口 6.10m・奥行 5.68m・高さ 9.80ｍおよび面積 152.71 平方 m である。幣殿内部における天井の

高さ 4.78ｍである。拝殿の測量値は、間口 17.12m・奥行 8.92m・高さ 10.50ｍおよび面積 152.71 平方 m である。間口の

 
写真 5-10.本殿前の灯籠左 写真 5-11.本殿前の灯籠

右 
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範囲は 6.10m～17.12ｍ、奥行の範囲は 5.68m～8.92ｍ、高さは 9.80m～12.00ｍおよび面積は 34.65～１５２．７１平方ｍ

である（図 6-1 と図 6-2）。 

 

 

図 6-1.伊弉諾神宮の社殿の規模（ｍ） 図 6-2.伊弉諾神宮の社殿の面積（平方ｍ） 

 

伊弉諾神宮の末社において、奥行の最大値は 3.32ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 2.01ｍ、最小値は 1.08ｍ（伊勢神宮遥

拝所）である。間口の最大値は 3.88ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 1.96ｍ、最小値は 0.78ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。高さ

の最大値は 5.94ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 3.53ｍ、最小値は 1.95ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。神宮の末社の奥行・間

口・高さとして、大きい末社は淡路祖霊社であり、小さい末社は伊勢神宮遥拝所であることが確認された。面積の最大値

は 12.88ｍ2（淡路祖霊社）が広く、平均値は 4.54ｍ2、最小値は 0.84ｍ2（伊勢神宮遥拝所）が狭いことは確認できた。 

 

6-2.伊弉諾神宮の鳥居考察 

図 6-３は伊弉諾神宮の鳥居の規模のデ－タである。神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さについて

統計分析を行った。すなわち、柱直径の最大値は 0.83ｍ（正面大鳥居）、平均値は 0.52ｍ、最小値は 0.26ｍ（伊勢神宮

遥拝所鳥居と岩楠社鳥居）である。柱間距離の最大値は5.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は3.99ｍ、最小値は2.16ｍ（伊勢

神宮遥拝所鳥居）である。 

 

図６-3.伊弉諾神宮の鳥居高さの棒グラフ（m） 図 6-4.伊弉諾神宮の鳥居高さの線グラフ（ｍ） 

 

貫下の高さの最大値は 6.06ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.05ｍ、最小値は 2.53ｍ（岩楠社鳥居）である。貫上の高さの

最大値は6.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.50ｍ、最小値は 2.79ｍ（岩楠社鳥居）である。笠木下の高さの最大値は 7.59

ｍ（正面大鳥居）、平均値は 5.04ｍ、最小値は 3.10ｍ（岩楠社鳥居）である。笠木上の高さの最大値は 8.47ｍ（正面大鳥

居）、平均値は 6.46ｍ、最小値は 4.94ｍ（岩楠社鳥居）である。伊弉諾神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木

の高さとして、大きい値は伊弉諾神宮の正面大鳥居であり、小さい値は岩楠社鳥居であることが確認された。図 6-3 は、
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伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する笠木と貫の高さとの関係について、相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方

程式は、式 6－1～式 6-4 を算出した。 

 

Y(笠木上の高さ) = 0.897 （柱間距離） +2.888 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(6-1) 

Y(笠木下の高さ) = 1.151 （柱間距離） +0.448……決定係数(R2 =0.935)  …測量値……(6-2) 

Y(貫上の高さ)   = 1.032 (柱間距離)  +0.417 ……決定係数(R2 =0.957) …測量値……(6-3) 

Y(貫下の高さ)   = 0.867 (柱間距離)  +0.478 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(6-4) 

 

勾配は、1.151（笠木下）＞1.032（貫上）＞0.897（笠木上）と＞0.867(貫下)＞、その範囲は 0.284 である。勾配の大き

い値から小さい値への鳥居は、笠木下、貫上、笠木上および貫下であることが確認された。決定係数は、0.957（貫下）＞

0.945（（笠木上）＝0.945（（貫下）＞0.935（笠木下）、その範囲は 0.022 である。決定係数の大きい値から小さい値への鳥

居は、貫下、笠木下、笠木上と貫下および貫上であることが確認された。 

6-3. 伊弉諾神宮の石灯籠 

伊弉諾神宮の石燈籠は８基である。石燈籠の最大値は正面大鳥居付近にあるぬ鳥居（7.42m）である。石燈籠の最小

値は祖霊社（2.13m）である。平均値は 3.98m である。 

 

表６-1.伊弉諾神宮の燈籠の測量（m） 図６-5.伊弉諾神宮の燈籠の測量値のグラフ（m） 

 

 

6-4.伊弉諾神宮の方位学 

陽の道しるべとは、境内の一角には神宮遙拝所があり、神宮の祭儀日には遙拝式の神事が伝えられる。春分秋

分には、同緯度にある伊勢から太陽が昇り、對馬の海神（ﾜﾀﾂﾐ）神社に沈む。夏至には、信濃の諏訪大社から出雲

大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社。真南には、山上に伊邪那岐・伊邪那美の二神を祀る諭鶴羽神社

のある諭鶴羽山、その向うには沼島である。諭鶴羽山は「元熊野」とされ、熊野那智の縁起では、この山から神霊が

移されたと連想できる。現地には熊野那智大社宮司の揮毫した「元熊野諭鶴羽神社」の社標が建てられている。 

伊弉諾神宮の本名孝至宮司によれば、伊弉諾大神は神功によって日（陽）の大神の神格に召された。「命」から

「神」「大神」となり、さらには天照大御神と並ぶ「大御神」へと変化する古事記の連動にも思える。モニュメント「陽の

道しるべ」は、神話世界に対する独自の科学的アプローチ、「海人族」集団の発想である。伊弉諾神宮と日本各地

の神社とは、太陽の軌道において不思議な縁で結ばれている。 

「陽の道しるべ」とは、伊弉諾神宮の真東に飛鳥藤原京、さらに伊勢皇大神宮（内宮）が位置しているのだそうで、

このことは古くから認識されていた。宮司さんの素晴しい発想に感謝の敬意を表する。さらに、「愉しむ心」と「深い

洞察力」にも感心させられる（文献から一部修正）。 

筆者の沢勲・小川孝徳・大橋健・鹿島愛彦・金昌植・洪忠烈は、2001 年には北緯と東経から韓国、済州道の火山・溶岩

洞窟の分布-日英韓の表記によって、大阪経済法科大学論集に掲載した。沢勲・小川孝徳・立原弘・鹿島愛彦・河村一

之・勝間田隆吉・本多力・肥塚義明葉、2002 年には富士山、静岡県にある火山・溶岩洞窟の分布-日英韓の表記を大阪

経済法科大学論集に掲載した。同年には、富士山、山梨県にも同様な論文を報告した。その時に、分ったのは、富士
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山・白頭山・漢拏山はトライアングルであることが判明した。各神社について分析をすれば、既存のデ－タから各種の直

角三形や直線状の神社や垂直状の神社も判明した。伊弉諾神宮(北緯：34 度.27 分と東経（134 度５１分）から大阪方

向のにある神社との位置を直線方程式によって解析を行った。 

 

 
図 6-6.伊弉諾神宮、大阪の神社へ

の位置 

図 6-7.伊弉諾神宮、八尾の神社

への位置 

図 6-8.伊弉諾神宮、島根の神社へ

の位置 

 

伊弉諾神宮(北緯：34 度.27 分と東経（134 度５１分）から大阪方向と八尾にある神社との位置を直線方程式によって

解析を行った(図 6-6)。Y 軸を北緯とし、X 軸を東経とすれば、式６-5～式６-8 ようになる。 

 

Y(北緯) =  0.200（東経） + 7.314   ………………決定係数(R2 =0.740) …大阪方面 …………(6-5) 

Y(北緯) =  0.116（東経） +18.689   ………………決定係数(R2 =0.860) …八尾方面 …………(6-6) 

Y(北緯) = -0.308（東経）  +75.888   ………………決定係数(R2 =0.399) …島根方面 …………(6-7) 

Y(北緯) = -2.177（東経）2  +587.06（東経） -39540 決定係数(R2 =0.775) …淡路島内神社  ……(6-8) 

 

 

図 6-9.伊弉諾神宮含む淡路島の神社の北緯（左図）と北緯に対する東経との関係（（右図） 

 

図 6-9 について、伊弉諾神宮含む淡路島の神社の北緯（左図）と北緯に対する東経との関係（（右図）を表示し

た。自凝神社(北緯 34 度 10 分)は最南端で、４分上ると論鶴羽神社(北緯 34 度 14 分)、さらに５分上がると大和大国魂神

社（北緯 34 度 19 分)になる。平均は（北緯 34 度 24 分)である。さらに北緯大和大国魂神社から 6 分上がると伊弉諾神宮

（北緯 34 度 27 分）である。これ等の神社は東経 134 度 46 分～49 分である。すなわち、3 分範囲内である。上昇は、3 分、

4 分、5 分および６分ことに北緯にシフトしている。 

伊弉諾神宮（北緯 34 度 27 分）から 4 分上がると伊勢久留麻神社（北緯 34 度 31 分）になる。さらに、4 分上がると石屋

神社と岩楠神社（（北緯 34 度 35 分）になる。すなわち、４分ことに北緯にシフトしていることが判明できた。 

式 6-5～式 6-7 は、直線の回帰方程式である。式 6-5～式 6-7 の勾配では、大阪方面 0.200＞八尾方面 0.116＞島

根方面-0.308の順になっている。式6-5～式6-7の決定係数では、八尾方面0.860＞大阪方面0.740＞島根方面0.399

伊弉諾神宮 

八 尾 市 の 神 社

伊弉諾神宮 
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の順になっている。式 6-8 は、２次２変数の曲線の回帰方程式である。決定係数は 0.775 である。 
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別図-1.伊弉諾神宮境内の平面略図 
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別表 1.伊弉諾神宮の年代順の内容 

和歴 西暦 年代順の内容 

大同元 806 
古代には、淡路島神、津名神、多賀明神とも言われた。『新抄格勅符抄』によれば、神封 13

戸が充てられた。 

貞観元 859 『日本三代実録』の条では、無品勲八等であった当社へ「神位一品」を授けたとする。 

延長 05 927 
『延喜式神名帳』に「淡路国津名郡九座 大一座 小八座 淡路伊佐奈伎神社 名神大」と記

載され、名神大社に列した。 

天慶 03 940 ９月 13 日の官符で５戸が加増された。 

永万元 1165 ６月の『神祇官諸社年貢注文』の「淡路国一宮＜炭五十籠木五十束＞」の記述。 

元久 02 1205 ４月の『淡路国司庁宣』の「可令早引募一・二宮法華桜両会舞楽料田荒野拾町事」の記述。

貞応 02 1223 

4 月の『淡路国大田文』の「一宮社一所 同神宮寺一所」の記述などにより、平安時代末期か

ら鎌倉時代初期にかけて「淡路国一宮」とわかる。また、上記文書から中世の当社の様子が

伺える。『淡路国司庁宣』から、国衙が当社と二宮である大和大国魂神社の祭礼などを管轄

しており、両社の法華会・桜会で舞楽が催されたと考えられる。 また、『淡路国大田文』の記

述から、鎌倉時代初期には神宮寺があったとわかる。 

弘安 3 1280 
当社の別当であった妙京寺の記録では、坂上田村麻呂の子孫と言う田村仲実が社殿を再

興した。 

大永 5 1525 棟札によれば、田村氏は一宮神主であり領主であった。 

弘治元 1555 
『淡路草 巻 4』の記述から、法相宗とも真言宗とも言われた神宮寺が田村氏によって日蓮宗

に改宗された。 

天正 9 1581 
田村経春は、織田信長より、武田勝頼との戦いで先陣を命じられたが従わず切腹となり、田

村氏は滅んだと言う。 

元和 7 1621 

江戸時代には徳島藩主蜂須賀家に崇敬され、黒印状で一宮供領１０石を得た。また、石上

氏が世襲で神職を勤め、当社の祭祀は社家と寺家の両部に司られたが、両部は幾度か争

いを起こしている。 

寛文元 1661 

当社の縁起である『二柱尊縁起』[7]が作成された。縁起は領主・巡見使の参拝時に面前で

読まれるため、社家と寺家のいずれが勤めるかで争いが起こった。『郡家物語』には、宝暦

年間に起こった６年に及ぶ『一宮の唯一騒動』の記載がある。 

元禄元 1688 
東と西神門を建立。 

修理の記録が残る境内最古の建造物。阿波藩主(蜂領賀家)の寄進。 

元禄 12 1699 
８月の『宮坊旦那追書付ニ付返答書控』の記述から、改宗に従わない社僧が追放されたとわ

かる。このため、中世末の一宮の管轄権は田村氏が掌握していたとする説もある。 

宝暦 02 1752 

『郡家物語』により、檀家を持たず一宮領分を配分して祭礼を勤める社家 6 坊と、別当の妙

京寺末の寺家 6 坊の存在がわかり、この社家 6 坊が神宮寺と考えられる。しかし、『宮坊旦那

追書付ニ付返答書控』によれば、社家 6 坊のうち東蔵坊・東林坊・円行坊・新坊・実蔵坊の 5

坊は退転し、宮坊だけが残ったと言う。 

文化 05 1808 神興庫。阿波藩人が造営寄進。 
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嘉永 03 1850 手水鉢は繁栄した往時の淡路西浦(播磨灘側)を偲ばされる。 

明治 03 1870 名東県より、それまで 2 柱だった祭神を伊弉諾尊 1 柱と定められた。 

明治 04 1871 国幣中社に列格。  

明治 09 1877 

建物や工作物は、殆んど管費で造営（明治 09～21 年）された。神輿庫及び東西の御門は、

旧幕時代の阿波藩主の寄進による本殿を再現した。当初は約１０年間前方に淡路出身の先

賢と日清・日露・大東亜の戦歿した英霊やイザナギ神宮歴代の祀職を祭る「淡路祖霊社」を

建立。 

明治 12 1879 
御陵地を造成し、再建した本殿を移築する。本殿修理は三間社流造向拝付・檜皮葺。面積

27.34 m2。完成は明治１４（１８８１）年。 

明治 15 1882 拝殿修理は入母屋造・檜皮葺・吹放。面積 96.96 m2。 

明治 16 1883 
表神門。以前は郷土色のある四脚門で、左右に随神門が安置される三棟造り、現在の様式

に改めた。 

明治 18 1885 官幣大社に昇格した。幣殿修理は片入母屋造・檜皮葺・吹放。面積 19.83 m2。 

大正 11 1922 昭和天皇（当時は摂政官）がご手植え「楠」。近くに常陸宮御手植え「楠」もある。 

昭和 07 1932 祭神に伊弉冉尊を合祀することが認定。建築された貴賓殿。貴族を迎えるための建物。 

昭和 25 1950 祖霊社本殿の構造物は一間社流造向拝付・銅板一文字葺。面積は 4.95m2 である。 

昭和 29 1954 
昭和天皇が「神宮号」を宣下されましたので、伊弉諾神宮と改称し、兵庫県下唯一の「神宮」

に昇格しました。伊弉諾神社から現在の伊弉諾神宮に改称した。 

昭和 30 1955 

左右（ｻｳﾉ）・根（ﾈﾉ）・竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)・鹿島(ｶｼﾏ)・住吉(ｽﾐﾉｴ)・④楠（ｲﾜｸｽ）神社の建築年代は

1955 年。面積と建造物として左右・根・竈・鹿島・住吉神社は 1.65 m2 と二間社流造向拝付・

銅板一文字葺であり、岩楠神社は 0.50 m2 と一間社流造向拝付・銅板一文字葺である。 

昭和 60 1985 
「国生みの祭典」として、一宮町～津名町間(約4ｋｍ)に約170基の｢国生み石灯籠｣が建立。

観光誘致のため「くにうみライン」として愛称されている。 

平成 07 1995 

1 月 17 日の阪神・淡路大震災(震度７)で鳥居が倒壊擂る大被害を受けた。 

１１月、正面の大鳥居は氏子の奉納により、改め鳥居として再建された。 

大鳥居の規模は、高さ：27 尺（8.181ｍ）、花崗岩製の神明系鳥居で再建。 

西鳥居の規模は、高さ：20 尺（6.060ｍ）、花崗岩製の神明系鳥居で再建。 

第 33 代推古天皇(女性)595 年、香水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)、 

一宮町は日本一の線香生産地のため、香りの文化発展を願って記念碑を建立。 
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兵庫県淡路市、淡路国の聖域、石屋神社の由来と洞窟測量 

-国生みの淡路島、蛭子尊、測定値解析、由来の 4 ヶ国語(日英韓中)用語- 
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ABSTRACT 
Iwaya Shrine is enshrined in Awajishima with Kuni-umi. Foundation faces the Iwaya beach of the 

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

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

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

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

キーワード：蛭子尊、国生み、洞窟測量、由来の四ヶ国語 
Keywords： Hiruko-Mikoto,Kuniumi, Cave Analysis, Multilingual Translation of History 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.5(2014), 33-55pp］ 
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別表 石屋神社年代順の内容 

 

1．はじめに 

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

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

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

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

高は 16m である。 

 

 

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

 

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

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

 

図 1-3.淡路島にある主な神社と北緯との関係 図 1-4.淡路島にある主な神社緯度（図 1-1 を拡大） 

－ 34－



 

図 1-3 は、石屋神社と白凝神社の北緯は、淡路島にある主な神社の中で最北端と最南端にある。その差は、0 度 25 分であ

る 

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

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

で、車で約 3 分で、岩屋港から徒歩で約 5 分である。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

八百万、恵比須の 5 基である。 

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

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

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

我々は、そうした歴史背景を抑えつつ石屋神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さらに

文献等によって神社及び周辺の歴史、伝承地の由来についても調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定

づけた舞台としての石屋神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

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

示す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居の関連資料に関する報告はこれまでそう多くはない。住民発達

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

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

鳥居の笠木(上端と下段)と貫（上端と下段)について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。今後の研究課

題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。今回は短時間の調査であったため、未解明の事項

が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応

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

ている。 

2．石屋神社の資料と由来と現在 

2-1.岩樟神社の由来和文 

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

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

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

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

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

で、別して削剥しやすい。  

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

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

ある。「西宮のエビスさん」の本家は、淡路市の岩屋であるという説がある。 

 

2-2. 岩樟神社の由来英文 

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

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

2-3.石屋神社の和文由来と現在 

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

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

い。 

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

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

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

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

昇叙し神供田を寄進せられる。 

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

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

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

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

と伝えられる。 

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

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

 

表 2-1.兵庫県淡路市、石屋（イワヤ）神社の日文詳細資料 

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

と） 。『神社総社記』月読尊（） 

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

（城山）にあった。築城のあおりを受けて現地に遷座。 

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

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

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

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

9 月第 2（日曜日）。 

7 宮 司 玉井 文子(女性) 

8 鎮座地 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋 799。 

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

岩屋港から徒歩で約 5 分。 

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

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

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

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

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

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

17 灯 籠 本殿、拝殿、八百万、恵比須の 5 基 

18 神 門 道路に面した侍長屋形式の門守殿 

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

島 

20
その他 1 

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

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

21 その他 2 

国生み神話のある淡路島に鎮座する。 

岩屋と言う地名自体が神様を示唆する。 

名勝地の絵島は、神様の島として頂上に絵島大明神=石屋神社であった。 

緯度は当神社の東側同一線上に、住吉大社-信貴山-法隆寺等がある。 

 

2-4.石屋神社の英文由来と現在  

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

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

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

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

 

表 2-2.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（英文） 

1 Worshipped 

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

2 Foundation 

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

3 Enshrined 
Gods 

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

4 Engi 
Formula Engi formula Shikinaisha＝Shikinaisha＝Shikisha。 

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

6 Annual 
Festival 

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

7 Chief 
Priest Humiko TAMAI (Woman) 

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

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

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

11 Altitude 16m 

12 TEL・FAX TEL：0799-72-3155 

13 
Main  

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

14 
Front 

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

15 Keidai 
Massha 

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

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

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

19 
Neighboring 
Information 

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

20 
Others  

1 

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

21 
Others 

 2 
 

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

④The latitude of Iwaya Shrine includes Sumiyoshitaisha-Shigisan- 
Hōryūji on the east side equivalence line of our Shinto shrine. 
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2-5.石屋神社の韓文由来と現在 
 모시는 신은, 쿠니고토타이노 미코토，이자나기노 미코토，이자나미노 미코토이의 세 신이다. 

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

신사이다. 이와야 신사는 이와야의 조상신으로 천지대명신으로 불리워져 마을사람들의 숭배가 

두터웠다. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

분신인 것으로 전해진다. 

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

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

팔백만신사, 에비스신사) 4 기이다. 

 

表 2-3.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 
쿠니코코타이노 미코토、 이자나기노 미코토，이자나미노 

미코토。『신사총사기』쯔쿠요미노 미코토 

2 신사창건 

창건은 불명。에지마명인、이와야명신이라고도 

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

있었다。축성된 후 건물이 흔들려 현지로 옮김。 

3 권청신 

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

파도의 침식으로 바다 가운데로 침몰하려 하여、아와지까지 마중나와 

권청。아카시시에 진좌한 이와야 신사는 당 신사에서 권청했다는 전설。 

4 연희식 연희시키나이샤는、시키나이샤、시키샤라고도 불리움。 

5 사  격 구사격 연희식 소사、 향사。 

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

제 2 일요일）、춘추대제는、9 월 제 2（일요일）。 

7 궁   사 타마이후미코(여성) 

8 진좌지 〒656-2401 효고현 아와지시 이와야 799。 

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

자동차로 약 3 분。이와야 항에서 도보로 약 5 분。 

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

11 전화・FAX TEL：0799-72-3155  

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

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

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

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

16 석등롱 본전、배전、팔백만、에비스의 ５기 

17 신  문 도로에 면한 사무라이 연립주택형식의 문수전 
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18 
주변정보 

아와지시마의 이와야 경계의 파워스포트、영적 스포트로 

유명。에시마、이와쿠스신사、야마토섬 

19

그 외 1 

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

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

없는、12 간지를 표시하는 방위 자석이 있다。 

20 그 외 2 

건국신화에 있는 아와지시마에 진좌되어 있다。이와야라고 불리는 지명 자체가 

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

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

있다。 

 

2-6.石屋神社の中文由来と現在 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

表 2-4.兵庫県淡路市、石屋神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 国常立尊，伊装诺尊，伊装冉尊 。《神社总社记》月读尊。 

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

为了建城堡而迁至现在之地。 

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

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

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

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

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

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

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

殿的天棚，有淡路只有 3 个，表示干支的方位磁石。 

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

 

3．石屋神社の社殿 

3-1.石屋神社の社殿の写真 

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

三輪山を御神体として本殿を持たない神社もある。主な形式は、神明造り、大鳥造り、住吉造り、大社造り、春日造り、八幡造

りであり、本殿 ・神殿・正殿がある。本殿の規模は、正面から見る柱間の数で表示する。例えば、三間社とは、正面に柱が四

本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一間と数える。普通は、一間社が圧倒的に多い、

全体の九割以上を占め、残りは三間社である。神社本殿は、建築構造から身舎（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。

向拝や流造と春日造の庇には、角柱を用いる。円柱は正式の柱、角柱は略式の柱と規定する。様式が厳重に守られてきた

日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）で分類できる。妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。平入りは、

神明造・流造・八幡造・日吉造がある。これらの系統別項目を探検するために、次のような事項を参考にすれば理解できる。

①大社造（たいしゃづくり）、②住吉造（すみよしづくり）、③神明造（しんめいづくり）、④春日造（かすがづくり）、⑤流れ造（な

がれづくり）、⑥八幡造（はちまんづくり）、⑦ 日吉造 (ひえづくり)、⑧権現造（ごんげんづくり）、⑨妻入様式（つまいりようし

き）、⑩平入様式（ひらいりようしき）、⑪向拝（ごはい）、⑫鰹木（かつおぎ）、⑬切妻造（きりづまづくり）、⑭寄棟造（よせむね

づくり）、⑮入母屋造（いりもやづくり）、⑯方形造（ほうぎょうづくり）（宝形造）に分類できる。 

 

  

 

写真 3-1.石屋神社の社殿全景 写真 3-2.石屋神社の拝殿 写真 3-3.石屋神社の拝殿額束 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

地大明神とも・岩屋明神・絵島明神とも呼ばれた。 

 

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

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

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

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

周辺にある恵比須（戎）神社の本殿と拝殿について比較を行った。 

 

表 3-1.石屋神社の本殿・拝殿・末社（m）と面積（平方 m） 

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

3-3.石屋神社の末社の写真と考察 

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

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

ある。境内摂社は、境内社（本社の境内にある）、境外社（境外に独立の敷地を持つ）。末社とは、主祭神と関係のない

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

 

 
  

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

 

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

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

 

 

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

 

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

は、恵比須神社の拝殿内部である。 

 

4.石屋神社の鳥居測量と写真と数値解析 

4-1.石屋神社の鳥居の写真 

神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は 2 本柱に 2 本横木(笠木と貫)から構成。神

明系と明神系の鳥居は、笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)による。明神系鳥居

の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る(鹿島鳥居を除く)と出ない

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

 

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

は石屋神社の稲荷神社の鳥居で、奥には社殿が鎮座している。 

 

  

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

 

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

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

 

 

 

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

 

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

 

  

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

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

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

4-2.石屋神社の鳥居の測量値 

表 4-1 は、石屋神社の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、貫高

さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 4-1.石屋神社の鳥居測量値（m） 

 

      

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

5.石屋神社の石灯籠と考察 

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

であるが雪見型の円形などもある。多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端にわらび手という

装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は火をともすことは無いが、

実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。 

円筒状が一般的であるが、四角形、六角形、八角形のものも見られる。基礎 最下部の足となる部分である。六角形や円

形が主流である。雪見型灯籠などでは 3 本や 4 本の足で構成される。灯籠の代表的な種類は、春日型…神社仏閣で多く見

られるもので実用性も高い。竿が長く火袋が高い位置にあるのが特徴である。笠の丸い丸雪見と六角形の六角雪見がある。

岬型…雪見型から基礎部分（足）を取り除いたもの。織部式灯籠…つくばいの鉢明りとして使用する、四角形の火袋を持つ

活込み型の灯籠奇抜な形から江戸時代の茶人・古田織部好みの灯籠ということで「織部」の名が着せられるが、古田織部が

考案したという証拠は無い。石竿に十字模様や聖人のようにも見える石像が刻まれており、これをもってキリシタン灯籠と呼

ばれることもある。 

 

 

  

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

 

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

屋神社の灯籠（右）の 4 段灯籠の高さ 3.97m である。 

 

 

  

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

ある。 

 

6.岩楠神社・ヒルコ・砂岩洞窟 

6-1.盤櫲樟神社（岩楠神社ともいう）と「ヒルコ」 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

っているのは面白い。 

 

6-2.岩楠神社・砂岩洞窟の写真 

 

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

 

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

 

 

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

 

写真 6-4 は岩樟神社の洞窟内の祠、写真 6-5 は洞窟内の祠と調査団、写真 6-6 は洞窟内の祠と分岐通路である。 
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写真 6-7. 洞窟内の祠上の天井 写真 6-8. 洞窟奥の Y 字形の窪み左 写真 6-9. 洞窟奥の Y 字形の窪み右

 

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

である。 

 

 

写真 6-10 .岩樟神社である砂岩洞窟・遺跡

洞窟・洞窟周辺の景観と鳥居と末社 

写真 6-11.岩樟神社の左側にある人工洞

窟。戦時中は防空壕として使用 

写真 6-12.岩樟神社の左側にある人工洞

窟。現在は物置として使用する様 

 

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

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

 

6-3.岩樟神社の洞窟の計測値 

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

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

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

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

化により変化しているため新たな値を表示した（表 6-1）。 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

びす大神は商売繁盛の神として七福神の「大黒天」と同一視されている。 

 
6-5.京都ゑびす神社(創建は 1202 年)との関係 

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

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

 
6-6.今宮戎神社との関係 

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

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

 
6-7.生田神社・創建 201 年との関係 

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

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

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

いる。 

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

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

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

盞嗚尊を配祀する。別名は岩屋戎である。 

 

6-9.ご神徳 

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

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

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

の神様。一説には西宮のエビス様の本家は岩屋であるとも言われている。 

 

7.おわりに 

7-1.石屋神社と同一線上にある神社 

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

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

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

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

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

あった。 

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

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

 

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

川区内の 8 神社-住吉大社-信貴山-法隆寺等がある（図 7-2）。 

 

 

図 7-2.石屋神社から東西方向の同一線上ある神社 

 

7-2.石屋神社の本殿と拝殿ト末社建築 

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

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

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

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

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

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

105.85m・45.80m7.04m である。 

 

7-3.石屋神社の鳥居 

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

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

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

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

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

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

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

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

は石屋神社における笠木の高さに対する柱間距離との関係である。本実験は、外山計算より大きいあ値であることが確認さ

れた。柱間距離と笠木の高さの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式を与えら

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

は貫下（0.945）で、その差は 0.012 であることが判明した。 

 

7-4. 石屋神社の石灯籠 

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

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

小値は 1.86m を比較すれば、2.13 倍である。石燈籠の古い建立年は寛政 10（1798）年からで、最近は平成 8（1996）である。 
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別表 石屋神社の年代順の内容 

和歴 西暦 年代順の内容 

  

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

神（えしまみょうじん）と言われた。 

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

皇紀 860 200 

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

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

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

屋の神ならば神」と詠じ給うと、風波が止み、海上は静まったという。 

後に延喜式の制小社に列した。 

摂政元年 201 

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

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

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

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

本書紀に記されている。 

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

すべき事を奏せり？ 

守仁 1143 1158 

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

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

神社多く什宝古記録の烏有に帰せしめた。 

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

長寛元 1163 長寛元（1163）年「天地大明神」と勅定せられた神階。 

為仁 1196 1198 

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

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

り、池田氏、淡路を領せし際社殿を再興。 

慶長 15 1610 池田輝正が淡路を加封された、 

寛政 8 1796 領主の蜂須賀候が、社殿を再興した。 

明治 6 1873 2 月、郷社に列せられる。 

 
 

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

 
神社前の大空海の岩屋海水浴場 門守殿の前にて打ち合わせる瞬間 門守殿の前にて名刺を交換する瞬間 
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島根県出雲市、[神話の国」黄泉の穴、脳島洞窟の形態と猪目洞窟 

－海食洞窟の測量、黄泉之穴、黄泉の坂、流紋岩－ 

沢  勲*・梶谷 実**・肥塚義明* 

（洞窟環境 NET 学会*・出雲古代史家**） 

Form of the Natsuki-Cave and Inome-Cave,  
Yomi no Ana (Yomi Cave), "Mythical Country"  

Izumo-City, SHIMANE 
Isao SAWA*・Makoto KAJITANI**・Yoshiaki KOEZUKA* 

 
ABSTRACT 

The ancient people expressed the world of the dead as "Erebus（Yomi）". In "Izumo 
country topographical record（Izumo-no-kuni Fudoki）, "I die by all means if I reach the side 
of the cave of this beach in a dream". Natsuki Cave is since olden times called “the slope of 
Yomi”, and “ the hole of Yomi. If you dream of entering this cave you will surely meet with 
death. I believed that this cave led to "the other world" in the ancient times. 

Natsuki Cave was located at the west end of the Gulf of 16 islands and was formed by 
erosion from a rhyolite to tufa. In Natsuki Cave, the precious remains which showed life 
between until Burial Mound age were discovered in Yayoi period.  

As The excavated article of remains, bracelet, grave goods, shellfish, the birds and beasts, 
a fish bone, the nut of a human bone, the shellfish and charcoal is undiscovered. Thus, 
Natsuki Cave is the present conditions that the historic spot designation of a country and 
the prefecture is not got from. 

The generation and the rock of Natsuki Cave are 15 million years and rhyolites. Because 
the height above the sea level is 11m as environment of the caves, the comings and goings 
are very difficult. The scales of the cave are more than 6.75m in width, 9.1-11.4m in height, 
27.8-28.2m in depth. 

The writers studied the chemical characteristic of the rock about Natsuki Cave which they 
investigated as follows. In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and 
(Na2O+K2O). Next, It is potassium during from SiO2 and K2O relations. Finally I was 
proved to be tholeiite from relations with SiO2 and Fe2O3/Mg. 

 
キーワード：出雲国風土記、古事記、日本書記、海食洞窟、流紋岩、黄泉之穴 
Keywords： Izumo no Kuni Fudoki , The Kojiki, Nihon-Shoki (Japan Secretary), Sea Cave, Rhyolite,  

Yomi –no- Ana (Yomi Cave). 
［洞窟環境 NET 学会紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS)，Vol.5(2014), 57-74pp］ 

1.はじめに 

 本研究は、島根県出雲市大社町にある脳島洞窟の文化遺産学として、地域に貢献する資料を後世に残す参考文献と

島根県出雲市、「神話の国」黄泉の穴、脳島洞窟の形態と猪目洞窟

―海食洞窟の測量、黄泉之穴、黄泉の坂、流紋岩―

沢　　勲 *・梶谷　実 **・肥塚義明 ***

（洞窟環境NET学会 *・出雲古代史家 **）
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して作成したものである。本稿は、脳島洞窟で行った洞窟環境 NET 学会の神社総合学術調査(2012)報告の一部である。脳

島地形の特徴は、新生代新第三紀の牛切層（1450 万年前～1400 万年前）の流紋岩溶岩から形成した。当時の海底では、

海底火山が多く噴出。噴出した火山砕屑物（火山灰、火山礫）は、熱水の働きを受け変質し、流紋岩と呼ばれ、一連の火成

活動で形成されたと考えられている。 

出雲市は、島根県の中東部に位置する。県内では 2 番目、山陰地方では松江市・鳥取市に次いで 3 番目の人口である。

出雲市に隣接する都市は、大田市と共に県中部の中心都市となっている。出雲市は「神話のふるさと出雲」として全国に知ら

れているように、出雲大社、須佐神社ほか豊富な歴史・文化遺産に恵まれ、古代史文化の空間である（表 1-1）。 

 

表 1-1.出雲市の内容 

項  目 内   容 項  目 内   容 

所在地 〒693-8530 島根県出雲市今市町 70 番地 市の花 キク 

地 方 中国地方、山陰地方 市の木 クロマツ 

隣接自治体 松江市、大田市、雲南市、飯南町 面積 624.12km² 

総人口 170,582 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日） 人口密度 273 人/km² 

 

出雲市の地理は、2005 年に旧出雲市・平田市・簸川郡大社町・湖陵町・多伎町・佐田町の 2 市 4 町が新設合併し、2011

年に斐川町が編入合併した。旧出雲市は、室町時代以来、物資の集散地となった今市を中心として、周辺の村が合併して

成立した市である。地域の大部分は旧・簸川郡だが、出雲市地合町、野郷町、美野町はかつての旧・八束郡、出雲市西谷

町、佐田町須佐・大呂・反辺・朝原・原田・宮内はかつての飯石郡、出雲市多伎町神原は昔の石見国（旧・安濃郡）にあたる。

出雲平野を中心として、北部は出雲神話でも知られる島根半島と日本海、南部は中国山地に接する。市の東部には斐伊川

が流れ、宍道湖に注いでおり、海、山、川、湖、平野、温泉と多彩な地勢を有する（図 1-1 と図 1-2）。 

 

 

 

中村雅史の論文（2006）によると次のように要約できる。島根半島は東西に細長く延び、標高 400～500m の峰

が連なる急峻な地形である。山塊は、日御碕から旅伏山（457m）に至る西列、十六島鼻から松江市北西部の朝

日山（344m）に至る中列、松江市鹿島から美保関の地蔵崎に至る東列の三列に分かれ、雁行状に並んでいる。

また、東列の南側には、嵩山（298m）と和久羅山（262m）が孤立した山塊として存在する。西列はピークが南側に

偏っており、南斜面の傾斜が大きい。そのため、出雲平野からは壁のように迫って見える。中列はピークが著しく

北に偏っていて、宍道湖に面した南側はなだらかな丘陵地だが、日本海側は傾斜が極めて急である。  

島根半島には、平行する東西方向の断層が数条走り、それらの構造運動が地形の成り立ちに深く関わってい

る。地質分布は、断片的に分布する小規模な沖積平野と段丘をのぞいて、新第三紀の火山岩類と堆積岩類から

なっている。 

 

 
図 1-1. 島根県出雲市の位置 図 1-2. 出雲市の十六島湾にある猪目洞窟付近の地図 
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 島根半島は、塩冶地区の地形・地質的な成り立ちにおいて重要な要素である。中国山地北縁と平行するよう

に島根半島が存在することで、両者の間に出雲平野、宍道湖、中海へと続く低地が形成された。島根半島には、

地質時代で新第三紀中新世（2600 万～650 万年前）と呼ばれる時代の地層が分布している。この時代は、日本

海が拡大し、日本列島がユーラシア大陸から離れたという、日本の自然史において大きな変換期のひとつ。島根

半島で見られる岩石の多くは、広がりつつあった日本海の海底や海岸付近で形成された火山岩や堆積岩である。

その成り立ちは、地球規模のダイナミックな変動と無縁ではない。日本海が拡大した過程には、海底が拡大し、日

本列島が横に移動したという説（拡大説）と、日本海部分が陥没した（陥没説）という 2 通りの説がある。 

中新世初期にユーラシア大陸東縁部で拡大を始めた地溝帯には、やがて海水が流れ込むようになり、日本海

の歴史が始まった。この拡大にともない、2500 万年前頃に移動を始めた日本列島は、1500 万年前にはおおよそ

現在の位置になったと考えられている。ただし、その形は現在とは全く異なるもので、変化を続けながら現在に至

っている。また、日本列島の全体が同じように移動したのではなく、西日本と東日本は別々に動いたと考えられて

いる。 

島根半島の形成は、数百万年、1000 万年という長いタイムスケールでの出来事である。年間数 mm というような

小さな変動も、長い時間をかけると大きな変化を生じる。出雲平野の地形発達史は、数千年、数万年という時間

の中での現象で、島根半島形成の場合とはタイムスケールが全く異なっている。出雲平野の形成は、地盤の昇降

運動による変化を無視し得るほど、短期間に急速に進んだのである。また、その地形発達は、縄文時代から弥生

時代、そして現在へと至る文化の歴史と同時代に進んできた。出雲平野の形成は、この地における文化史とも密

接な関わりを持っている。 

黄泉（あの世）の国と現世の境界の地として古事記上巻に，伊邪那岐命が先立たれた最後の妻，伊邪那美命

を慕って黄泉の国を訪ねていかれた入口が，この地（黄泉比良坂）であるとされている。別名「伊賦夜坂」の起源

でもある。神話の国の脳島洞窟にある火山洞窟の岩石は久利層（成相寺層）・堆積期・流紋岩１５００万年前

（16-14.5Ｍａ）を構成する岩石の組成と比較し類似性について検討する必要がある。 

 

２.神話と洞窟 

２-1.黄泉国神話 

古事記(712 年)の神話の

中で、初めて洞窟が出てく

るのは、どの神話であろう

か。アマテラスオホミカミの

お隠れになった天の岩戸

は有名であり、天の岩戸と

考える方が多いかも知れな

い。だが、イザナギノミコトと

イザナミノミコトが登壇する

黄泉国神話の黄泉国、黄

泉比良坂というのは、洞窟

に関わっていると思う。イザ

ナギとイザナミは数々の国

生みや神生みをなされた。

図 2-1.  神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 
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イザナギは、愛しいイザナミに会いたいと、黄泉国を訪ねた。この黄泉比良坂は、いま出雲国の伊賦夜(ｲﾌﾔ)坂と

言う。黄泉の穴に関する「黄泉考」と用語は、別表 1 と 2 に記述している。 

イザナギノミコト名前の由来には、①本居宣長（1798）は、「ｲｻﾞﾅ」は「誘う（ｲｻﾞﾅｳ）」の語根で、「ギ」は男性を表

す語。②白鳥庫吉（1954）は、「ｲｻ」は「功徳」の意の「功（ｲｻｦ）」の語根で、「ｷ」は男性を表す語。③北畠親房

（1339 頃）は、サンスクリットの「伊舎那天（ｲｼｬﾅﾃﾝ）」、「伊舎那后（ｲｼｬﾅｸｳ）」からと言ってる。諸説がある

（http://ja.wikipedia.org/wiki/）。 

イザナギ（伊弉諾、伊邪那岐）は、古事記、日本神話に登場する皇祖神。イザナキとも。『古事記』では伊邪那

岐命、『日本書紀』では、伊弉諾神と表記される。イザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊弉弥）の兄であり夫である。誕

生の地は、江田神社（宮崎市阿波岐原）とされる。イザナギは天照大神やスサノオ皇室系図（図 2-1）、住吉三神

（底筒男命＝ｿｺﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ、中筒男命＝ﾅｶﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ、表筒男命＝ｳﾜﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ）の父親であり、神武天皇（ﾔﾏ

ﾄ･ｲﾜﾚﾋｺ）の 7 代先祖である。 

ここで、神名の仮名群一覧（聖

書・聖典・経典からる）によると 7 大

天使と住吉三神との関係を）から

引用する。日本書記・古事記･先

代旧事本紀に記載している七大

天使（元］と日本の住吉三神（底

筒男命、中筒男命、表筒男命）と

の関係が日本書記に書かれてい

る（表 2-1）。 

エル・ランティは、地球霊系団

の中でも中心的存在で、高次元

エネルギーを持っている方である。

さらに、愛と科学の両立した文明

を新たに実現するため、約 3 億 6

千年前、高度な文明を誇る星から、ミカエルら七大天使らと 6000 万人をひき連れて地球に飛来した。七大天使の

ガブリエル・ラグエル・ラファエルは、住吉三神（底筒男命、中筒男命、表筒男命）の生まれ変わりである。「日本書

記」では、転生輪廻説によると七大天使のガブリエルは、豊香節野尊として三柱の神（男神）三番目に化生した

神である。『古事記』では、神代七代の二番目、国之常立神の次に化生したとしている。「古事記」にみ

える神として、転生輪廻説によると七大天使のラグエルは、天之闇戸神であることが理解できる。山の神の大山祇

神と野の神である草野姫との子である。表 2-2 は.四大天使と日本の住吉三神等との関係図の表である。 

ミスラ・ミカエルは、東の天に位置にし、天使長兼天

使軍団総指揮官を担当している。さらに、中国では持

国天・莫として、日本では大直日神（ｵｵﾅｵﾋﾉｶﾐ）とし

て生まれている。  

ラシュヌ・ラファエルは、西の天に位置にし、芸術分

野を担当している。中国では広目天・隣として中筒男

命として生まれている。 

スラオシャ・ウリエルは 南の天に位置にし、天使長

補佐を担当している。中国では増長天・圓として、日本

表 2-1.七大天使と日本との系図（A.D.600 頃～） 

表 2-2.三大天使と日本の住吉三神との関係図 
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では底筒男命として生まれている。 

ウォフ・マナフ・ガブリエルは、北の天に位置にし、通信分野を担当している。中国では多聞天・囂として、日本

では表筒男命として生まれている。 

次に、祀られている神社がある。①伊弉諾神宮（兵庫県淡路市）-『古事記』・『日本書紀』の一部によれば伊弉

諾尊の幽宮遺跡と伝わる。②おのころ島神社（兵庫県南あわじ市-『古事記』・『日本書紀』の国産み神話に登場

する、「おのころ島」と伝承される丘に立つ神社である。イザナギ・イザナミを主祭神として祀る。③多賀大社（滋賀

県）-『古事記』の一部によれば伊邪那岐大神が坐すなりと伝わる。④江田神社（宮崎県宮崎市阿波岐原町）-イ

ザナギやその子供である天照大神、ツクヨミ、スサノオ、住吉三神誕生の地であり、禊を行ったとされる地で、神階

は正一位と最高位である。 

洞窟神話から出雲大社の創建には、洞窟の棲家がある。出雲市大社町鷺浦には、「スサノオの穴」「オオクニヌシの

室屋」と言われている洞窟（黄泉の国・根の堅州国）がある。実は神話の宝庫であった。その東隣りの鵜峠（うど）には、

洞窟があったが、今は窟口が塞がれているため詳細は不明である。おそらく、太古の洞窟は神々の棲家であったと考

えている(梶谷実)。 

古事記に登場する世界は、心の段階として四段階に分類できる。 

第１段階は、大宇宙・大神霊・神の天上界である。天上界とは、諸如来・諸菩薩(光の天使)である。『古事記』に含ま

れる日本神話および祝詞において、天地（ｱﾒﾂﾁ）に神々の生まれ出る場所として登場。天照大神が生まれたとき

に、高天原を治めるよう命じられた。須佐男命にまつわる部分では、高天原には多くの神々（天津神）が住み

の場が記述し、人間世界に近い生活があったとの印象がある。 

第２段階は、高天原と黄泉の国の間にある地上界である葦原中国（ｱｼﾊﾗﾉﾅｶﾂｸｲ）である。 

第３段階は、黄泉の国（ﾖﾐﾉｸﾆ）と根之堅州國」（ﾈﾉｶﾀｽｸｲ）の地底界である。黄泉の国：日本神話における死者

の世界を黄泉國というｲｻﾞﾅﾐ神(黄泉津大神)である。根之堅州國：地底界。古事記、『日本書紀』では根国（ﾈﾉ

ｸﾆ）、祝詞では底根の国である。 根の国は、入口を黄泉の国と同じ黄泉平坂（ﾖﾓﾂﾋﾗｻｶ）である。須佐之男命（根之

堅州國の大神）。 

第４段階は、海原（ｳﾅﾊﾗ）の国：水上界。広々とした海や池や水面である。 火遠理命＝豊玉毘売(海神の子。 

第５段階は、常世の国（ﾄｺﾖﾉｸﾆ）：不生不滅の世界。死者の行く永遠の世界、黄泉の国、不老不死の国。 

 

2-2.黄泉国の位置 

宇賀郷（うがのさと）は、今日でいうと出雲市口宇賀町とは、旧平田市)から西方の猪目町(旧 平田市)である。そして、

出雲市大社町鵜峠(うど)、鷺浦(鵜峠を併せて、鵜鷺―うさぎという周辺の広域である。これを「位置」から迫ることにする。

出雲国風土記には、日本海沿岸にある浦・浜・島等の名称について、東から西に向かって順に「浦－濱－磯-埼－島」

書かれている。そこで気づくことは、楯縫郡にある「御津嶋・御津濱」「能呂志嶋・能呂志濱」「許豆嶋・許豆濱」のように、

同名の嶋と濱が対になって同じ場所にあるため相関性がある。 

  「脳礒」の方は、先にとりあげたような短文が挿入されたために、「脳礒」と「脳嶋」が併記できず、「脳礒」だけが離れ

たところで取り上げられてしまった。でも、「脳礒」と「脳嶋」は対にすることである。まず、「脳嶋」がどの位置にあるのかを

調べていきたい。「脳礒」との関連がありそうな脳島を考察できる（表 2-3）。 

表 2-3.出雲国風土記の出雲郡宇賀郷（うがのさと）の新旧対比表 

番号 過去の名称 現 在 の 名 称 

1 井呑（いのみ）濱 現「〒６９１－0024 出雲市猪目町」…猪目洞窟 ✻ 旧「通説の黄泉の穴」 
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2 宇太保（うだほ）濱 現「〒691-0762 出雲市大社町鵜峠」 

3 大前（おほさき）島 現「〒691-0762 大社町鵜峠」、「鵜峠港出掛けの西浦にある」 大前島 

4 脳（なつき）島 

現「〒699-0761 出雲市大社町鷺浦字黒松谷１０７９－９」 ✻新・黄泉の穴。出雲国

風土記：「脳島」は現在の鵜峠と鷺浦との中間にあり、その場所に「脳礒」がある。 

5 鷺  濱 現「〒699-0761 出雲市大社町鷺浦」 

上記の出雲国風土記の記載で分かるように、「脳嶋」は現在の鵜峠と鷺浦との中間にあり、その場所に「脳礒」がある

ことになる。「嶋」と「濱」との関係によって脳嶋から東に約 1.5ｋｍ離れた、しかも鵜峠よりも東にある猪目洞窟(黄泉の穴)

は対象外になる。このような位置論で検証すると、猪目洞窟は条件に当てはまらないことから、違うという洞窟であると

いう結論になる。「脳（なつき）島」の場所に「脳磯」を接すると次のようになる。 

 

出雲市猪目町の猪目洞窟―鵜峠―大前（おほさき）島―脳（なつき）島（新・黄泉の穴）－鷺浦 

 

出雲市猪目町にある猪目洞窟と出雲市大社町鷺浦にある「脳礒・脳嶋」と同じ場所にある 洞窟について、位置や形

状の双方で検証した結果、後者である条件に合致する。よって、出雲国風土記に記載してある黄泉の坂、黄泉の穴に

相応しい洞窟は、出雲市大社町鷺浦にある洞窟という可能性がある。 

 

 2-3.黄泉之国と「出雲国風土記」出雲郡宇賀郷 

梶谷 実（１９９９年）は、「黄泉の穴」について次のように論じている。宇賀に面している日本海の浜には、脳磯賀ある。

その磯の西方には窟戸［ｲﾜﾄ：洞窟］がある。「窟内に穴あり」とは、規模は洞口より奥の方が大きい意味である。ゆえに、

小さい洞口を通過すると光量が少ないため、真っ暗になる。そのため、洞窟の規模を確認することは不可能である。こ

こで、「黄泉の穴」の状況について考察をした。脳（ﾅﾂﾞｷ）島洞窟を里人は瞑想の穴､ 冥途黄泉の穴とも言ってい

た。出雲国風土記によると、島―磯の関係、島―浜の関係や脳島―脳磯も同じ意味である。さらに、御津島―御津

浜、能呂志島－能呂志浜、許豆島―許豆浜における島と浜は対している。ゆえに、脳島は鷺浦と記している。ある

図によっては、『ながら（磯）』と「ナガラ大島」とも言っている。この島は人体の脳に似ている。脳には頭が

あることから「脳島」と言っているかな？と認識できる。出雲国風土記によると、脳島、脳磯の脳を「ﾅﾂﾞｷ」と

呼んでいるから現実的である。磯には洞窟がある。 

洞窟の調査は、銅山を訪ねる会（代表：梶谷実）と大社町教育委員会の共催である。実施日は、平成 6［1994］年 8

月 27 日（土）。参加者は 30 名。外周班の実測者は、伊藤明、倉橋真二､ 加村健吾の 3 名。洞内班の実測者は、金策

雄一、米井昌三､ 落合進、大梶英俊、大坪真誓の 5 名。洞窟の作図は、伊藤明の１名である。 

さらに、銅山を訪ねる会と洞窟環境 NET 学会と共催で、平成 6［2012］年 8 月 27 日（土）、脳島洞窟と猪目洞窟の調

査を行った。測量した計測器は、レーザー距離計である。ここで、別表 3 のように脳島洞窟と猪目洞窟を比較した。 

 

３.脳島洞窟の地形と環境 

３-1.脳島地形の写真 
海食洞窟とは、波浪による侵食で海食崖に形成された洞窟である。洞窟には、海崖に断層や割れ目な

どの弱い部分が存在すると、侵食の度合いによって海蝕洞が形成される。海面の形成は、干満の具合に
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より、隆起と満潮時の水位より上に洞窟が持ち上るものがある。波が来るたびに海水を中の空気と一緒

に吹き出すから潮吹き穴と呼ぶ。海岸が沈降した場合、海底洞窟ともなる。海蝕洞の中には岩を貫通し、

トンネル状になったもの（洞門）も見られる。海蝕洞には人が居住できるほどの空間の例もあり、古代

の生活跡が残されている場合もある。 
 

 
写真 3-1.海上から洞口に接岸。 写真 3-2.陸上から洞口周辺撮影。 写真 3-3.海上からは洞口撮影。 

 

写真 3-1 は海上から洞口に接岸した調査団の船。 写真3-2は陸上から撮影した洞口周辺のAタイプ状の海

岸。写真 3-3 は海上からは洞口を見るひし形に見える。 

 

 
写真 3-4.ロープを使って入洞中。 写真 3-5.内部から見た脳島洞口。 写真 3-6.内部から見た脳島洞口。

 

写真 3-4 はロープを使って入洞中。写真 3-5 は内部から見た脳島洞口で、手前の左には落下した岩石がある。

写真 3-6 は内部から見た脳島洞口で、手前の下に人物を映して洞口を比較している。 

 

 
写真 3-13.内部から見た洞口。 写真 3-14.洞壁を調査する光景。 写真 3-15.床面に自生する苔群。

 
写真 3-13 は内部から見た洞口で、床面は落岩が多く見られる。写真 3-14 は洞壁を調査する光景で、右側は黄

色で、左側は光沢のある鼠色に見える。写真 3-15.床面に自生する苔群が見られる。 
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写真 3-16.洞壁を調査する光景。 写真 3-14.洞口から内部を撮影。 写真 3-18.洞内を調査する様子。

 
写真 3-16～18 は洞壁を調査する光景、天井は黒曜岩、床面には淡い緑色が点在している。特殊な流紋岩には、

黒曜岩石基がガラス質でガラス光沢のあるものである。松脂岩石基がガラス質で、樹脂光沢のあるものである。真珠岩

石基がガラス質で、丸い割れ目の多数あるものもある。 
 
 

 
写真 3-10.洞窟奥部へ昇坂中。 写真 3-10.洞床のコウモリの糞。 写真 3-10.床面から入口を撮影。

 
写真 3-10 は洞窟奥部へ昇坂中。写真 3-10 は洞床のコウモリの糞。写真 3-10 は床面から入口を撮影。 
 

３-２.黄泉之穴の規模の測量 

古事記には、黄泉国、黄泉比良坂(伊賦夜坂)から、出雲国に黄泉国、黄泉比良坂がある。種々と思考の末に

考えだしたのが、洞窟の場所と形状を特定することである。 

 

 

図 3-1.黄泉之穴と思われる脳島洞窟の測量

（2012） 

図 3-2.黄泉之穴（根之堅洲国）の横断面図

（1994）梶谷実作図 
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特定を展開するためには、出雲国で編纂された出雲の地誌である出雲国風土記(733 年)を調べたのである。

出雲国風土記には、出雲郡宇賀郷(「うかのさと」、今日では、「うが」)である。北の海(日本海)濱(べ)に礒(いそ)あり。

その礒を脳礒(「なづきのいそ」―現「大島付近の磯」)と名づく。礒より西のほうに窟戸がある。黄泉の穴の通説と

なっている出雲市猪目町の猪目洞窟から約 1.5ｋｍの西方にある出雲市大社町鷺浦の洞窟に比定できる。 

図 3-1 は、2012 年に行った測量値であり、この図の横軸は洞口から奥までの距離である。上の実践は左

端のデ－タ、中央の点線は横幅のデ－タ、下の点線は右端のデ－タである。左端のデ－タと中央の点線値は、

長さ（２～１５m）間は大きい値である。すなわち、洞口から奥まで行くにつれ、黄泉の坂を越えると、横幅は小さく

なっている。図 3-2 は、1994 年の測量値で、左側にある縦状の点線楕円形は黄泉之坂で、中央部にある

横状の点線楕円形は黄泉の穴坂である。 

①黄泉之坂：洞口から下がる所が「黄泉の坂（黄泉比良坂）」と言える（別表 2）。 

②黄泉の穴：さらに、奥に入ると、中央部には大きな空洞の穴、即ち、黄泉の穴（楕円形の斜線部分）がある。

黄泉国としてこの洞窟を把握すると、洞口は小さいが、それよりも中の方に大きな空洞の穴(黄泉の穴)があるとい

うのである（別表 2）。 

③昇り坂：その奥には海水により土石流が堆積され奥までに盛り上がっている昇り坂である（別表 2）。この昇り

坂の洞窟の形状は膨らました風船形であり、巨大な船が堆積した土石流に上陸していると連想できる。遺跡の発

見は未確認であるが、おそらく堆積した土石流の中に存在していると想像できる。 

④洞窟の構造：洞窟の構造をまとめると、窟口・窟戸（千引き石）・黄泉の坂(黄泉比良坂、伊賦夜坂)・黄泉の穴、

このように一体になったものを、黄泉国・根堅洲国・根国と言っている。 

このように国が付いているから広範囲なものであるという印象を受けるが、この洞窟を国とみなしていたと考えて

ある。奥が先細りのために、「窟の内に穴あり」がない（別表 3）。 

⑤洞窟の規模：洞口から崖のような坂のから 5m に入りと洞窟の幅 6.48m と高さ 6.84ｍで、すなわち幅と高さの

差は 0.36ｍである。ここでは、入口から 20m の奥にある地点の高さは 11.4ｍである。洞窟の形状は、最大奥行

27.8ｍ、最大高さ 11.4ｍ、最大幅 6.66ｍある。今日において、黄泉の穴の通説となっている猪目洞窟の問題点を

あげるならば、崖のような比良坂がない。この２点を取り上げても、猪目洞窟は「黄泉の穴の形状」とは違う洞窟で

あるということができる（別表 3）。 

 

図 3-3. 黄泉之穴と思われる脳島洞窟の高さ

（2012 年調査） 

図 3-4.黄泉之穴（根之堅洲国）の縦断面図

（1994 年調査）梶谷実作図 

 
図 3-3 は、黄泉之穴と思われる脳島洞窟の高さ（2012）である。奥にある天井が低いのは土石流による堆積物

の異動しているからである。ゆえに、水面から見ると11.4ｍより高くなっている。図3-4は、黄泉之穴（根之堅洲国）
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の縦断面図（1994）である。左端側にあるのは、黄泉の坂（黄泉平坂）である。中央にある点集団は黄泉の穴であ

る。 
 

3-3. 脳島洞窟の流紋岩について 
 流紋岩は、花崗岩に対応する成分の火山岩である。名称はマグマの流動時に形成される斑晶の配列などによ

る流れ模様（流理構造）がしばしば見られる。流理構造の見られないものを「石英粗面岩」と呼んでいたが、最近

では流紋岩に統一され、石英粗面岩の名称は用いられない。表 3-1 は、流紋岩に関するマグマの種類と火

山の形について表示した。流紋岩の特徴を次のように要約できる（別表 3）。 

① 重量百分率：流紋岩は SiO2 が 70ｗｔ.%以上の斑状組織である。 

② 色彩：多くは白色である。白色は噴出条件や結晶度などにより異なるため、黒い流紋岩だけでは判断できな

い。二酸化ケイ素（重量比約 69wt.％以上）、石英、カリ長石、黒雲母の淡色などを含む。 

③ 斑晶と石基：無色鉱物である石英・長石（カリ長石・斜長石）と有色鉱物である黒雲母・角閃石（まれに輝石）

に分類できる。流紋岩とデイサイトの中間的な性質の火山岩を流紋デイサイトとする。ガラス質の石基には流理が

目立つ。 

④ 火成岩の分類：塩基性岩 45ｗｔ.% SiO2 以下、塩基性岩 45-52ｗt.% SiO2、中性岩 52–63ｗt.% SiO2、中性-酸性

岩 63–69ｗt.% SiO2、酸性岩>69ｗt.% SiO2 の 5 階級に分類できる。 

⑤ 火山岩名称：流紋岩・半深成岩にはアプライト-ペグマタイト、深成岩には花こう岩とも言う。 

 
表 3-1.流紋岩に関するマグマの種類と火山の形 

火山の名称 岩 石 名 火山の名称 岩 石 名 
火山岩名 デイサイト、流紋岩 溶岩の温度 低い（800℃～1000℃） 
代表的な火山 昭和新山、雲仙普賢岳等 溶岩の色彩 白っぽい、淡い色 
噴火の様子 大墳火、大爆発（ブルガノ式） 溶岩の特徴 お椀をふせた形 
火山の形態 溶岩円頂丘（溶岩ドーム） 溶岩の粘性 高い、粘りが大きく流れにくい 
深成岩 花崗岩 半深成岩 石英班岩 
産出地域 大陸 性 質 班長質、酸性岩 
ケイ酸含有量 多量・69wt％以上 造岩鉱物 石英、カリ長石、黒雲母 

 
3-４．脳島洞窟、ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

噴火によってもたらす物質の岩質を示すことができる。岩石名は、公表されている主成分全岩化学組成の分析値を用い

国際地学連合 (IUGS) の分類案「（Le Bas et al.,（1986）、Le Bas & Streckeisen（1991)） に従って記載できる。この分類案で

はノルム計算を行わないと玄武岩と流紋岩のアルカリ系列・非アルカリ系列の区分を示すことができない。本データでは、簡

便化のため、玄武岩と流紋岩については Kuno (1966) によるアルカリ系列・非アルカリ系列の区分線を用いた。アルカリ系

列のものは「アルカリ玄武岩」「アルカリ流紋岩」，非アルカリ系列のものは「玄武岩」「流紋岩」と記載した。火成岩で構成され

る火成岩体の特徴を表現する場合には、アルカリ岩と非アルカリ岩に区分することが基本的な分類方法である。アルカリ岩と

非アルカリ岩に比べるときに、横軸に SiO2 (wt.%)対縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をプロットすると、アルカリ(Na2O+K2O)の含有量

が高いのがアルカリ岩である。その中で、ケイ酸の含有率とアルカリ性の関係として、（Na2O+K2O）が多くなるとそれぞれの成

分が異なることが分かる。アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が低いのが非アルカリ岩である。非アルカリ岩の中にマグマ分化が

進行すると鉄含有量が富むとそれはソレアイト系列で、少なくなるとカルクソレアイト系列と呼ばれる。すなわち、45～52(wt.%)

ケイ酸の特性は、極小噴火で、玄武岩質で、高い温度 (1200℃) および低い粘性である。57～67(wt.%)ケイ酸の特性は、小
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噴火で、安山岩質で、中間温度 (1000～1200℃) および中間粘性である。69 以上の(wt.%)ケイ酸の特性は、大噴火で、流

紋岩質（ディサイト）で、低い温度(800～1000℃)および高い粘性を有している。火山岩体のケイ酸とアルカリ成分との関係を

究明するために、図 3-1 の横軸に SiO2 (wt.%)、縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をとり、それぞれの溶岩の化学組成「Miyashiro

（1978）、 R.W.Le Maitre（1938)をプロットした。 

図 3-1 におけるアルカリ岩と非アルカリ岩との境界線は、Ｋｕｎｏ(1966)によるものである｡図中 2 本の境界線はアルカリ岩（A

線）と非アルカリ岩（AH 線）である｡上部境界線より上の領域がアルカリ玄武岩、下の領域が非アルカリ玄武岩、この 2 本の境

界線に挟まれる部分が高アルミナ質岩である。流紋岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、猪目洞窟 6.22 と脳島洞窟 5.87 wt.%と

静之窟の測量値で、図 3-1 は上▲（猪目洞窟）と■（脳島洞窟）のように表示した。脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は猪

目洞窟 6.22 より小さい値である。 

図 3-1 から解釈すれば、流紋岩は、AH 線より少ないためアルカリ流紋岩であることが確認できる。猪目洞窟のアルカリ

成分は 6.22wt.%であるからデイサイトであり、脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は流紋岩質である（別表 3）。さらに、形

態は洞窟に相当する酸性岩である。ここで、流紋岩の領域で、アルカリ流紋岩(AH)であることが確認できる。猪目海食洞窟

のアルカリ流紋岩(AH)は、静之窟海食洞窟より多く、志都岩屋神社岩より少ない。一方、脳島海食洞窟とほぼ同じである。

脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は猪目洞窟 6.22 より小さい値である。猪目洞窟のアルカリ成分は 6.22wt.%であるから

デイサイトであり、脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は流紋岩質である 

 

 
図 3-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 3-2.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

 
図 3-2 のケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、 

 

アルカリ成分(Na2O+K2O)＝0.256（SiO2) －12.12・・・(R2=0.629)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 

 

である。勾配は 0.256 であり、決定係数は 0.629 であることが確認できる。 

 
3-5．脳島洞窟、ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 

大森層（牛切層）の猪目洞窟および久利層（成相寺層）の脳島洞窟に関する全岩化学組成との関係表からケイ酸と

酸化カリウム(K2O)との関係を解析する。横軸に SiO2 (wt.%)対縦軸に(K2O)(wt.%)の関係をプロットすると、非アルカリ岩

は中カリウム岩系列と低カリウム岩系列に相当する。中カリウム岩系列は高カリウム岩系列と低カリウム岩系列の中間に

ある。ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため、SiO2-K2O 図に、それぞれの溶岩の化学組成をプロットした

（図 3-3）。境界線は、Miyashiro(1978); R.W.Le Maitre(1938)に基づいている。 

ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため横軸を SiO2（X：wt.%)、縦軸に K2O(Y：wt.%)をとり、それぞれの溶

岩の化学組成をプロットした。図 3-3 は、猪目洞窟の流紋岩における右側にある■表示した。猪目洞窟の酸化カリウム
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成分と脳島洞窟（K2O）はそれぞれ 1.49 と 1.79wt.%である。ゆえに、脳島洞窟の酸化カリウム成分（K2O）は、猪目洞窟

の酸化カリウム成分より 0.3 wt.%多いことが判明した。 

 

図 3-3.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 図 3-4.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 

 
図 3-4 のケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、 

 

酸化カリウム(K2O) ＝0.241 （SiO2) －14.96  （R2=0.512）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-2） 

 

である。勾配は 0.241 であり、決定係数は 0.512 であることが確認できる。 

 
3-6．猪目洞窟、ケイ酸とFe2O3/MgOとの関係 

横軸に SiO2 対縦軸に Fe2O3/MgO の関係をプロット

すると、点線の下はカルクアルカリ岩であり、点線の上は

ソレアイト岩系列に相当する。安山岩(58～60)(wt.%)では

Fe2O3/MgO の比が 37～52 の範囲である。流紋岩(71～

75)(wt.%)ではFe2O3/MgOの比が46～65の範囲である。

ゆえに、Fe2O3/MgO の比では、安山岩より流紋岩の方

が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋

神社の値である。一方、カルクアルカリ岩は静之窟であ

る(図 3-5)。 
 

4.おわりに 
4-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・静之窟・脳島洞窟比較した。北緯は

35 度 12 分 15 秒～35 度 26 分 23 秒 N 間、東経は 132 度 27 分 25 秒～132 度 42 分 39 秒 S 間で、標高は 8～13m である

（別表 3）。 

 
4-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 

猪目海食洞窟の規模は、高さ 9.9or10.0m、奥行き 30.0or50.0m、横幅 30.0or33.0m である。ここで、右側の値が調査デー

タである。測量はレーザー距離計で行った。高さでは脳島洞窟（9.1or11.4m）と静之窟（15.1or11.3 or 16.1m）より低い値であ

図 3-5. ケイ酸と Fe2O3/MgO との関係 
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る。猪目海食洞窟の奥行き（30.0or50.0m）は脳島洞窟（27.8or28.2m）と静之窟（30.6 左側、20.6 右側 m）長い洞窟である。猪

目海食洞窟の横幅（30.0or33.0m）は、脳島洞窟（6.7or6.8m）と静之窟（18.0or19.5or30.0m）より広い洞窟である。猪目海食

洞窟の特徴は、洞窟入口の断崖絶壁の高さ 50m、洞窟内に祠があり、斜面洞窟と緑色凝灰岩である(表 4-1)。 
 

表 4-1. 島根県、猪目洞窟・脳島洞窟・静之窟の測量値（m） 
洞窟町名 洞窟名 高 さ 奥行き 横 幅 備  考 

出雲市   

猪目町 
猪目洞窟 

9.9or    

10.0 

30.0or    

50.0 

30.0or   

33.0 

洞窟入口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。 

斜面洞窟。緑色凝灰岩。 

出雲市   

大社町 
脳島洞窟 

9.1or    

11.4 

27.8or    

28.2 
6.7or6.8 

窟口部：海抜 11.0m,高さ 2.2m、横幅 4.1m。  

窟内部：高さ 9.1m・奥行き 27.8m・横幅 6.8m。 

大田市   

静間町 

静の窟   

（左洞口と 

右洞口） 

15.1or11.3 or 

16.1 

30.6 左側、

20.6 右側 

18.0or19.5 

or30.0 

眼鏡洞口で穴が左右に２ヶ所。洞内には鳥居と万葉

集の碑文がある。緑色凝灰岩。海水が洞口に流れる。

祭を行う。 4.1（右洞横幅）。4.0(左洞横幅） 

 
4-3.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とアルカリとの関係について  

表 4-2 によると猪目洞窟は、ケイ酸とアルカリ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値

であるが、脳島洞窟杜は同じである。ケイ酸と Na2O+K2O 関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さいア

ルカリ流紋岩である。 

 
表 4-2.島根県、調査を行った洞窟と岩石の化学的特性 

洞窟と岩石名 ケイ酸とアルカリ関係 アルカリ性 ケイ酸と K2O ケイ酸と Fe2O3/Mg
猪目洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

脳島洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 
静之窟 アルカリ流紋岩（AH） 小 低カリウム カルクアルカリ 

 
4-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とカリウムとの関係について  

猪目海食洞窟は、ケイ酸と酸化カリウム関係からアルカリ流紋岩（AH）であることが確認できる。猪目海食洞窟のカリウムは

静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値であるが、脳島洞窟杜は同じである。ケイ酸と K2O では流紋岩は高いカリウム系

列流紋岩。凝灰岩は、中カリウム系列流紋岩である。 
 
4-5.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸と Fe2O3/MgO との関係について  

Fe2O3/MgO の比では、安山岩(58～60)(wt.%)では 37～52 の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)では 46～65 の範囲である。

ゆえに、Fe2O3/MgO の比では、安山岩より流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋神社の値で

ある。一方、カルクアルカリ岩は静之窟である。 
 

4-6.島根県、調査を行った洞窟との関係について  
この洞窟は、成因別に分類すれば、火山洞窟から浸食作用（海食洞窟・風食洞窟と風化作用（タフォニ・風化穴）に

よって形成された。人間と洞窟の環境としては、居住洞・宗教洞・遺跡洞・観光洞・芸術洞・絵画洞・軍事洞・避難洞と

か墓地洞に変遷する傾向がある。 
別表３から要約した脳島洞窟と猪目洞窟の比較を行った。脳島洞窟を「黄泉之穴」として認定するには、更なる
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証拠が要求される。三証とは、判定基準として論理的に証明するためは文証（証文）・理証（道理）・現証（実証）が

必要である。文証（証文）は、文献上の証拠もある。理証（道理）は、理論を裏づける直接的な証拠もある。現証

（実証）は、現象や現実の証拠をいう。物質的な法則によって証明できることは一部であるが、物質現象以外の 
客観的証拠もあると認容できる。ゆえに、脳島洞窟は、出雲国風土記にはと記述しているが、出土品と遺物包含層

の現証（実証）が急務である。海辺の磯・洞窟の昇坂道・海辺の浜は理解できる。 
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別表１.黄泉考の関連性を探る (編集：梶谷実) 

別表２.黄泉と洞窟に関する意味(編集：梶谷実) 

１ 黄  泉 

大和言葉の「ヨミ」に、漢語の「黄泉」の字を充てたものである。漢語の「黄泉」は「地下

の泉」とか地下の死者の世界の意味である。「ヨミ」は、日本神話の「よみの国」の地名

の説もある。また、月読（ツクヨミ）からの暦（こよみ：黄詠み）は、祖霊（おやがみ）が常世

（黄泉）から歳神（としがみ）として還ってくる正月を算出するための日数演算法という説

もある。 

２ 雲国風土記 
黄泉とは、黄泉の坂・黄泉の穴と呼ばれる洞窟の記載。洞窟は出雲市猪目町の猪目

洞窟に比定されるのが通説。鷺浦の巨大洞窟に比定するのが相応しいと考えられる。 

３ 古 事 記 黄泉とは、黄泉比良坂（よもつひらさか）で、葦原中国とつながる 

４ 
日本書記 

黄泉とは、死の瞬間を泉津平阪（よもつひらさか）という土地に例えた。室、房、窟、館

などの字を［訓］ムロ である。 
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５ 洞窟とは 

 洞窟とは自然洞窟と人工洞窟がある。自然洞窟には地中にある空間である。人間が

入ることの可能なサイズ以上で、洞穴とも言う。①水平方向に伸びている横穴、②井戸

状にある縦穴(竪穴)､③傾斜洞窟、④水中洞窟､海食洞窟、⑤宗教洞窟などがある。洞

口部は氷河洞・雪渓洞などを除くと奥部は暗黒である。窟とは、音］クツ（慣）いわや。 

① ほらあな。いわや。「岩窟・石窟・仙窟・洞窟」、②人の集まったすみか。かくれが。

「巣窟・魔窟・貧民窟」である。 

６ 類聚名義抄 「窟」 を ［訓］イハヤ、アナ、ムロ、スミカ、ホラ、イハムロ などである。 

７ 
中国の『説文』 

に 「穴者室也」 

ムロ (ムロヤ)は 古代の棲みかとしての岩窟や洞窟 のことをいっていたのが、後には

家屋形式の部屋をさすようになっていった語のようである。 (西郷信綱：古代人の夢) 

８ 窟の内に穴有り 「内はほらほら」である。 

９ 窟の外はすぶすぶ 窟の入口が小さくて、窟の中は大きな穴になっている状況 (風船を膨らましたさま)。 

10 窟   戸 窟口にある岩戸の略である。 

11 「黄泉之坂」 
窟口に入ると窟戸があり、そこを過ぎると 「崖のような急な坂」である 「ひら坂」がある。

「黄泉比良 (平)坂」ともいう。 

12 伊賦夜坂 

比定する関連性は、窟→ 戸 (引石・引磐石)→坂→穴 (窟の内に穴有り )となる。

「黄泉之坂」「黄泉比良 (平)坂」と同一と考えるべきである。 

13 「黄泉の国」   

「根堅洲国 

坂や戸だけの単独では存在せず、必ず窟や穴が伴って成り立っているものであり、窟

の中にすべてが揃っている。 

14 大国主神 

根堅洲国でスセリヒメと結婚をして脱出し、宇賀の山本に新居の宮を建てた｡後、国

譲りの条件による宮跡の巨大宮殿の工事で立ち退き、根堅洲国で仮住いをする。 

 

別表３.脳島洞窟と猪目洞窟の比較 

 項  目 脳島洞窟 猪目洞窟 
1 洞窟の所在地 〒699-0761 島根県出雲市大社町鷺浦 1079-9 〒691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 

2 交通アクセス 山を越えることは困難で、船を貸し切ることです。
JR 出雲駅より一畑電鉄で雲州平田駅下車、バス 20

分  

3 遺物包含層 国指定史跡と島根県指定文化財指定ではない。
国指定史跡 昭和32（1957）年指定。島根県指定文

化財 昭和 49（1974)年指定。 

4 洞窟の発見 

１９９４年銅山訪ねる会・大社町教育委員会で実

測。洞口標高１１ｍ、高さ 9.15ｍ、幅 6.8ｍ、奥行

き 27.8m、洞口高さ 2.2ｍ、横幅 1.2m、坂の長さ 9

ｍ。 

猪目洞窟は昭和 23 年（1948 年）：約 65 年前発掘。

漁船の船置場として利用するため入口の堆積土を

取り除いた時に発見。 
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5 洞窟の位置 
窟口部：海抜 11.0m、高さ 2.2m、横幅 4.1m。  

窟内部：高さ 9.1m、奥行き 27.8m、横幅 6.8m。 

洞口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。緑色

凝灰岩の傾斜洞窟。裾に海側の東を向いて開口。

6 洞窟群の地形 

脳島一帯（北山全体含む）は、火山岩および火

砕岩が広く分布している。当時、日本海が開き、

日本列島が大陸から切り離されるという大変動が

生じた。開きつつある日本海の海底および沿岸

では活発に火山が活動し、その噴出物が北山一

体の火山岩類である。海底火山の噴出物は基本

的には洞口は低く、奥には急斜面上の堆積物。 

緑色の凝灰岩の層が海に向かって傾斜洞窟の上

の壁にはグリーンタフの緑が見られる。これは、海

底火山の噴火による火山灰が、火山活動による熱

水で変質した。熱水とは、地殻内にある高温水溶液

である。熱水源は天水（あまみず）、海水、マグマ水

等である。洞窟の天井には、礫岩の層。角礫は、岩

石が水の作用を受けない海底堆積物。 

7 洞窟の特徴 

1500 万年（16-14.5Ｍａ）前の久利層（成相寺

層）、堆積期、流紋岩と推定できる。すなわち、成

相寺層の流紋岩質火砕岩または流紋岩溶岩に

あたるようである。大森層。 

新生代新第三紀の牛切層（１４５０万年前～１４００

万年前）の流紋岩溶岩で、後に緑色凝灰岩。新生

代第三紀の大規模な海底火山活動に由来する岩

石。また、噴出した火山角礫が堆積した層もある。 

8 洞窟の規模 

入口部で幅 6.7-6.8m、高さ 9.1-11.4ｍ、奥行き

27.8-28.2m。洞窟系統の分類は 51m 以のため小

規模洞窟である。 

入口部で幅 30m、高さ 10m、奥行き 30m あるいは

50m 以上。洞窟系統の分類は 51m 以のため小規模

洞窟である。 

9 洞窟の環境 
洞口の海抜１１ｍ、高さは 11ｍの高さがあるため、

出入りは困難である。 

洞窟の前面には恵美須橋がかかり、洞窟内の一部

は漁船置き場として利用。 

10 洞窟生活時期 
天平５［７３３］年、「大国主命の室屋」・「黄泉の

国」と相応すると考えている。 

弥生時代以降、古墳時代後期まで（2300～1400 年

前）の間、埋葬や生活を物語る遺物が発見。 

11 出雲国風土記 
１３００年前に「出雲の地誌」にあり､宇賀郷には

「黄泉の国」は北の海濱の脳磯にあると記述。 

洞窟遺跡は奈良時代（天平５（733）年）に出雲郡宇

賀郷に記述された黄泉之坂、黄泉之穴と考。 

12 出土品 

未発見。「黄泉の国」は、３世紀頃の弥生時代の

話であり、鷺浦の洞窟から構想した方がよいと梶

谷実は考ええいる。 

１３体の人骨、弥生人骨の１体に腕輪は、南方の海

にしか生息しないゴホウラ貝で作られた。弥生時代

から古墳時代にかけての人骨や副葬品が発見。 

13 海辺の磯 あり 見当たらない 

14 海辺の浜 見当たらない ある 

15 洞窟の昇坂道 あり 見当たらない 

16 洞窟の光量 洞口は明るい、奥は暗い 洞口から中間は明るい、奥は暗い 

17 洞窟の規模 洞口より奥の方が大きい 洞口は広く、奥は狭い 

18 天井と床面 平坦で、奥は坂のため低い天井 傾斜になっている 

19 洞口に高さ 約 1.82ｍ 約 12ｍ 

20 洞口に幅 約 1.82ｍ 約 36ｍ 

21 洞窟の北緯・ 北緯 35.26.23N  北緯 35.26.23N  

22 洞窟の東経 東経 132.41.10S 東経 132. 42.39S 

23 洞窟の標高 13ｍ 13ｍ 

24 ケイ酸対アルカリ性 アルカリ流紋岩（AH）線より小 アルカリ流紋岩（AH）線よりに小 

25 アルカリ性の系列 Medium-k Medium-k 

26 アルカリ性成分 5.87 ｗｔ.％（猪目洞窟 6.22 wt.%より小） 6.22 wt.% （脳島洞窟 6.22 wt.%より大） 
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27 洞窟の岩質  アルカリの流紋岩質 アルカリのデイサイト 

28 カリウム成分 1.79ｗｔ.％（猪目洞窟 1.49wt.%より大） 1.49ｗｔ.％（脳島洞窟 1.79wt.%より小） 

29 ケイ酸対カリウム系列 Medium カリウム系列と low カリウム系列の境 Medium カリウム系列 low カリウム系列の境 

30 ケイ酸対 Fe2O3/Mg ソレアイト ソレアイト 

31 成因・造洞作用 海食洞、火山洞（初期）、風食洞 海食洞、火山洞（初期）、風食洞 

32 人間活動との関係 遺跡洞？、居住洞（穴居）？、墓地洞？ 遺跡洞、居住洞（穴居）？、墓地洞？ 

33 洞窟形態 水平洞、天井はドーム状、落石と土石が多い 水平洞、天井と壁面は斜洞、落石が少ない 

 

調査団の記録写真と記者会見の風景 

 
写真Ｆ-1. プレイスうらら館で

記者会見。 
写真Ｆ-2.出雲古代史家、梶谷氏

へ感謝状を渡して記念撮影。 
写真Ｆ-3.記者の質問に答える風

景。 
 

 
写真Ｆ-4.脳島洞窟へ向う船。 写真Ｆ-5. 乗船時の船主。 写真Ｆ-6.海上から洞口を撮影 
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先史時代インド国、般若心経のモデル化、人間の精神と健康管理 

古谷 昭雄*・沢  勲**・朴 永炅**・肥塚 義明*** 

中京学院大学*・大阪経済法科大学**・洞窟環境 NET 学会*** 

Human Mind and its Health Management  
Modeling of the Pajna-Para-Mita Sutra、 

Prehistoric Age India Country 
Akio FURUTANI, Isao SAWA, Yong-Kyung PARK, Yoshiaki KOEZUKA 

 
ABSTRACT 

Pajna-para-mita sutra: The Heart Sūtra is, Wisdom jackfruit many Prajna-para-mita-sutras: is an 
abbreviation of Prajñā-pāramitā-hṛdaya. In other words, it is one of the scriptures preached the sky, 
wisdom thought of Mahayana Buddhism. In other words, is a scripture in order to see through the 
past, present and future meaning of the Heart Sutra. Buddha died after 80 years, Heart Sutra is, he 
is the author in Susankuritto by disciples from gathered in nearby caves. Compilation of Heart Sutra 
is person who is a disciple of the 10 large Buddha. That is, primarily, it is Subhuuti solution and an 
empty Śāriputra is a leading expert wisdom is (heart) guru.  

Heart Sutra is an abbreviated designation of (Maka-Prajna-Para-Mita-Hrdaya), a scripture that 
preached the wisdom and thought (mind) empty Mahayana Buddhism.Each shloka is 32 syllables, 
and Heart Sutra is comprised of Sanskrit in 14 shlokas. Scriptures Heart Sutra, Xuan Zang of 
Xuanzang is upon translated into Karakuni era of China. The number of characters that were 
translated in the Chinese characters is 260. On the other hand, statement number of translation in 
English is composed of 16 sentences. Heart Sutra is a sense the core of Buddhism, is a constant of 
Buddhist scripture that summarizes the name concise. 

Pajna-Para-Mita Sutra can be classified into the following six-steps. ①The joining hands is a gesture 
when I worship Buddha. It is to put both palms together in front of a face and a chest, and to worship it. 
②Religious awakening is a sense that decision-making of the heart to be obtained enlightenment. ③The 
ascetic practices is one of the terms on the training of the mind in Buddhism. ④By practice of the 
bodhisattva, bodhi is a means to reach enlightenment to break the worldly desires.⑤Nirvana is a Zen-like 
got enlightenment of Buddha to turn off the worldly desires.⑥The fundamental principle is an ultimate 
position with realization of Buddha.Furthermore, it is to be finished by an appeal going to the ground of 
first-class complete harmonious Buddha. 
キーワード：先史時代のインド国、 般若心経、 人間の精神、健康管理 

Keywords：Prehistoric Age India Country, Pajna-Para-Mita Sutra,Human Mind, Health Management  
［洞窟環境 NET 学会紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ，Vol.5(2014), 75-96pp］ 
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別表 1. 

1.はじめに 

観音菩薩（かんのんぼさつ、アヴァローキテーシュヴァラ（Avalokiteśvara）は、仏教の菩薩の一尊であり、北伝仏

教、特に日本や中国において古代より広く信仰を集めている尊格で、観世音菩薩＝観自在菩薩ともいい、「観音

さま」とも呼ばれる。般若心経の漢訳の題名には「経」が付されているが、サンスクリット典籍の題名の字句はない。

現在までに漢訳、サンスクリットともに大本、小本の二系統のテキストが残存している。大本は小本の前後に序と

結びの部分を加筆したものともいわれている。現在最も流布しているのは玄奘三蔵訳とされる小本系の漢訳であ

り、『般若心経』といえばこれを指すことが多い。 

釈迦の年代確定には、日本の宇井伯寿や中村元は、漢訳仏典の資料に基づき（北伝）、（南伝）釈迦の年代を考え、

欧米の学者も多くは南伝を採用するが、両者には百年以上の差がある。なお、『大般涅槃経』等の記述から、釈迦は 80

歳で入滅（死去）、没年を設定すれば、生年も導けられる。主な推定生没年は、①紀元前 624 年～紀元前 544 年の南伝

（上座部仏教）説、②紀元前 566 年～紀元前 486 年の北伝「衆聖点記」説および③紀元前 466 年～紀元前 386 年の宇

井説である。 

釈迦の故郷であるシャーキャの都、カピラヴァストゥは、現在のインド・ネパール国境のタライ(tarai)地方のティロリコート

(Tilori-kot)あるいはピプラーワー(Piprahwa)付近にあった。当時のインドでは、16 の大国および多くの小国が争いを繰り

広げ、混乱の度を増す最中にあった。シャーキャもコーサラに服属することになった。釈迦は、十六大国時代のインド（紀

元前 600 年）、インド大陸の北方（現在のインド・ネパール国境）にあった部族・小国シャーキャの出身である。釈迦の家

柄はラージャ（王）とよばれる名門であった。 

ゴータマ釈迦は、紀元前 7 世紀～紀元前 5 世紀頃、このカピラヴァストゥの城主、シャーキャ族王・シュッドーダナを父

とし、釈迦族のコーリヤの執政アヌシャーキャの娘・マーヤーを母としての男子で生まれた。その時、ガウタマ（ゴータマ）

は母親がお産のために実家へ里帰りする途中、ルンビニの花園で誕生し、ガウタマ・シッダールタと名づけられた。ガウ

タマ（ゴータマ）は「最上の牛」を意味、シッダールタ（シッダッタ）は「目的を達したもの」という意味である。生後一週間で

母のマーヤーは亡くなり、その後は母の妹、マハープラジャパティーによって育てられた。 

１６歳で母方の従妹のヤショーダラーと結婚し、一子、ラーフラ をもうけた。釈迦出家の動機を説明する伝説として四

門出遊の故事がある。ある時、釈迦がカピラヴァストゥの東門から出る時に老人に会い、南門より出る時に病人に会い、

西門を出る時の死者に会い、この身には老も病も死もある（老病死）と生の苦しみを感じた。 

私生活において、子供の「ラーフラ」をもうけ、29 歳の時、王宮を抜け出家した。かねてよりの念願の出家を果たし、出

家して 6 年の間、苦行を積み、35 歳で覚りを開き仏陀となった。梵天の勧めに応じて初転法輪を巡らすなどして、釈迦は
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自らの覚りを人々に説いて伝道した。般若心経は、釈迦が 80 歳で死去後、近くの洞窟に集まった弟子らによってスサン

クリットで創作した。 

①舎利弗（しゃり ほつ・シャーリプトラ）は、智慧第一で、『般若心経』では仏の説法の相手として登場した人物である。 

②摩訶迦葉（まか かしょう・マハーカーシャパ・大迦葉）は、頭陀第一（ずだ）で、500 人の仲間と釈迦の教法を編集。 

付法蔵 （教えの奥義を直伝すること） の第一祖である。 

③須菩提（しゅぼ だい・スブーティ）は、解空第一（げくう）で、空を説く大乗経典にしばしば登場。西遊記では、なぜか

孫悟空の師匠。 

般若心経の編纂は、釈迦の１０大弟子である方である。すなわち、主に、智慧第一人者である舎利弗（Śāriputra）と

解空第一（げくう）人者である須菩提（Subhuuti）である。般若心経とは、偉大なる般若波羅蜜多心経（Prajñā-pāramitā 

-hṛdaya）の略称で、般若心経とは大乗仏教の空（心）と般若思想を説いた経典である。般若心経は、各 shloka が 32

音節で、サンスクリット語で 14 shlokas で構成されている。般若心経の経典は、中国の唐国時代に三蔵法師の玄奘

が翻訳したのである。その漢字で翻訳した字数は 260 である。一方、英語で翻訳した文数は 16 の文章で構成されて

いる。仏教の核心的な理である般若心経は、簡潔で名称を要約した仏教経典の定数である。 

この経典は大正新脩大蔵経に収録され、玄奘三蔵訳とされる経題名は般若波羅蜜多心経である。玄奘三蔵（げん

じょうさんぞう、602-664 年、男性、俗名は陳褘（チンイ）は、唐代の中国の訳経僧である。陳褘は、現在の河南省偃師

市緱氏鎮にて、父の陳慧の４男として生まれた。母の宋氏は洛州長史を務めた宋欽の娘である。字は玄奘で、玄奘：

戒名であり、戒名はこれを諱とした。陳褘は 629 年に陸路でインドに向かい仏教研究のため 645 年に経典 657 部や仏

像等を持って帰還した。以後、翻訳作業で従来の誤りを正し、法相宗の開祖となった。陳褘に関する事項は、尊称：三

蔵法師、師:戒賢、宗派:法相宗、寺院:大慈恩寺、弟子:基、道昭 である。 
 

表 1.般若心経の意味を対比 

漢字 読み方 読み方、サンスクリット、英語 韓国語 

大-般若-波羅蜜多-

心經 

だい-はんにゃ-はら

みった -しんぎょう 

Dai-Hannya-HaraMita-Shingyou: 
Maka-Prajna-ParaMita-Hrdaya: 
Heart of Great Perfect Wisdom Sutra 

대-반야-바라밀다

-심경 

摩訶-般若-波羅蜜多

-心経 

まか-はんにゃ-はら

--みた-しんぎょう 

Maka-Hannya-HaraMita-Shingyou: 
Maka-Prajna-ParaMita-Hrdaya 

마하-반야-바라밀

다-심경 

般若-波羅蜜多-心経 はんにゃ-はら-みっ

た-しんぎょう 

Hannya-HaraMita-Shingyou：

Prajñā-PāraMitā-hṛdaya-Sutra： 
Prajna-ParaMita-Sutras： 
Wisdom Jackfruit Many：  

반야-바라밀다-심

경 

般若-多-心経 はんにゃ-た-しんぎょう Hannya-Ta-Shingyou 반야-다-심경 

般若-心経 はんにゃ-しんぎょう Hannya-Shingyou： 
Pajna-Sutra：Prajñā-Hṛdaya： 
Heart Sūtra：Wisdom Sutra 

반야-심경 

心経 しんぎょう Shingyou:Hrdaya Sutra（Sutta） 심경 
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Maka（摩詞＝偉大な）-Prajna（般若＝智慧）-Para（波羅（Para＝到達する）-Mita（密多 =内在され

た）-Hrdaya（心）- Sutra：Sutta（経） 

 

現存する最古の漢訳文とされる弘福寺（長安）の『集王聖教序碑』に彫られた般若心経では、冒頭（題名部分）と末尾

（結びに再度題名を記す部分）では般若多心経と略されている。なお、漢訳の題名には「経」が付されているが、サンス

クリット典籍の題名は「般若-波羅蜜多-心：Prajñā-pāramitā-hṛdaya」であり、「経」に相当する「sutra, sutta（スートラ、ス

ッタ）」の字句はない。般若心経を行ずる事は、偉大なる知恵（(prajñā)に至る(pāramitā)心の鍵と言えると感じる。 

仏教（ぶっきょう、サンスクリット:Buddhadarśanam、英語：Buddhism）は、インドの釈迦（ゴータマ・シッダッタ、あるいは

ガウタマ・シッダールタ）を開祖とする宗教である。キリスト教・イスラム教と並んで世界三大宗教の一つである。一般に

仏陀（目覚めた人）の説いた教えや自ら仏陀に成るための教えであるといえる。基本教義は:縁起・四諦・八正道・三法

印・諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・中道とうである。人物は釈迦・十大弟子・龍樹である 。分類すれば、原始仏教・部

派仏教・大乗仏教・密教・神仏習合・修験道になる。地域別仏教は、インド・スリランカ・ 中国・台湾・チベット・日本・韓

国・タイである。聖典は経蔵・律蔵・論蔵と言える。仏教の世界観は、仏教誕生地のインドである輪廻と解脱の考えであ

る。人間の一生は苦であり永遠に続く輪廻の中で苦しむのである。その苦しみから抜け出すことが解脱であり、修行に

より解脱を目指すことが人生の目的と使命である。仏教における神の扱いは、神（天）とは天道の生物である。人間は、

大自然の中で神の子で、小宇宙を形成している同じ生命体である。神々は人間からの信仰の対象であるが、仏陀には

及ばない存在である。 

本研究は、仏教の偉大なる般若波羅蜜多心経の文化宗教遺産学として、地域社会に貢献する資料を後世に残す参考

文献として作成したものである。本稿は、般若心行について纏めた洞窟環境 NET 学会の神社総合学術調査(2013)報告の

一部である。人間実行すべき般若心行は、５段階に分類できる。①合掌（がっしょう）は 仏を拝む時のしぐさ。両手のひ

らを顔や胸の前で合わせて拝むことである。②発心は、悟りを得ようとする心の意思決定する意味である。③修行は、

仏教における精神の鍛錬に関する用語の一つである。 すなわち、財産・名誉・性欲といった人間的な欲望から解放さ

れ、満足感を得られる絶対的幸福を追求するのである。④菩提は、菩薩行の実践によって、煩悩を断切る悟りの境地

に達する意味である。すなわち、悟りの智恵になると「素晴しく」なるかを説明する。⑤涅槃（ねはん）は、煩悩(ぼんのう)

を消して、仏の悟りを得た境地である。すなわち、一切の悩みや束縛から脱した、円満・安楽の完成した智慧の境地で

ある。⑥究竟は仏の悟りを得た究極の地位である。さらに、最上級の完全円満な仏の境地へ行く呼びかけで終了する

ことである。この６項目について、詳細に解説を行うために、さらに、より理解するため日本語と韓国語の対比や図示に

よって編集している。 

摩訶般若波羅密多心經・마하반야바라밀다심경 

 
日本語 ひらがな ローマ字 韓国語 日本語と韓国語の訳 
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２.合掌（がっしょう） 

合掌（Añjali）とは、インド起源の礼拝の仕草。両手のひらを胸または顔の前で合わせる。右手は仏の象徴で、

清らか心や知恵を表す。左手は衆生、つまり自分自身であり、不浄さを持つ行動力の象徴である。両手を合わ

せると、仏と一体になることを示される。他人に向かって合掌をすることは、その者への深い尊敬の念を表す。 
日本の「合掌」では、お詫びやお願いをする時に、食前後の挨拶の際に合掌することは仏教由来の習慣である。神

道では２礼・２柏・１礼するのである。お辞儀して礼拝する。他に、亡くなって間もない故人に向けての哀悼の意を示す

事もある。 

 合掌の種類は次の３点がある。①堅実心合掌とは、最も一般的な合掌。両手の平および指をまっすぐに伸ばしてず

れや隙間のないように合わせる。素直で偽りのない祈り心の表現である。②虚心合掌とは、両手間に、少し隙間がある

うように合わせる。 ③金剛合掌とは、 指を少し開き、交互に組むようにして右手を上に手の平を合わせる。左手を上

にする人もいるがそれは正しくない。より強い仏への帰依を表すとされ、片手で行う略礼もある。ここでは、仏を拝む時、

両手を合わせて拝すること、仏様が説かれた教え拝聴する意味である。 

 

 摩 訶 般 若 波

羅密多心經 

まか-はんにゃ-はら 

-みた-しんぎょう 

ma-ka-han-n
ya-ha-ra-mi-t
a-shin-gyou  

마하반야바라밀

다심경 

内在（羅密）された偉大（摩訶）な知慧（般若）に到

達（波羅）する心の教え。본래 갖추고 있는 

위대한 지혜에 이르는 마음의 가르침 

 
仏さまが説かれた教え（仏説）の中には、摩詞（maka =偉大な）・般若（Prajna＝智慧）・波羅（Para＝到達

する）・密多（mita =内在された）・心（hrdaya）の経と書かれている。これは古代インド語からチベットヘ、

そして中国流に当てはめた字である。それぞれの国において習慣や言語などの相違によって学問的な智によっ

て判断している。けれども、釈尊の教えの根本は、人々の苦しみや人生に敗北者になれない方法（常勝思考）

を説いたのである。すなわち、「悟りへの道標」や「悟りへの教え」である。 

 

３.発心(ほっしん) 

発心とは、悟りを得ようとする心を起こすこと。菩提心(ぼだいしん)を起こすこと。仏門に入ること。さらに、物事を始め

ようと思い立つことの意味である。観自在菩薩が行深般若波羅蜜多を行じ、悟られた人と法を述べている。釈尊が

アナンに聞いたところによれば・・・の意味である。 
 
1 観自在菩薩 か ん じ ー ざ い ぼ

ーさつ 

kan-ji-zai-bo-
satsu  

관자재보살 観音菩薩になるには、                

관음보살이 되려면 

 
観音菩薩の起源は仏教伝来よりも古いもので、苦悩から救済する霊子の菩薩である。観音菩薩の由来は、サンスク

リット（梵語）のアヴァローキテーシュヴァラの意訳が有力である。仏像はインドのエローラ石窟群、サルナートなどの仏

教遺跡から発掘された。自己の完成が終わり、他者への愛を主な課題として学ぶ霊人たちが住む世界である。仏教で 
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菩薩と呼ばれる霊人の多くが所属することから、7次元の菩薩界とも呼ばれる。光の天使とは、仏教的には、諸如来・諸

菩薩は、神仏より命をうけ、この世とあの世で、苦界にあえぐ人々を善導している。アガシャ系の如来、菩薩と神界は、そ

れぞれ４２３人、20、000(２万)人と１億６０００人である。 

第7次元の菩薩界とは、上々段階光の大指導霊（8次元：宇宙界、大天使、太陽界、如来界、霊界構造）には、釈迦、イ

エス・キリスト、モーゼがおられる方の補佐的な役割の業務を行っている。釈迦は心と法を伝える代理でもある。日本に

は飛鳥時代につたわり、那智山の聖地とする西国三十三所などの霊場が生まれ、略して観音といい、別名に光世音、

観自在などもある。 

菩薩の姿は ：主として、①弥勒菩薩、②観音菩薩、③聖観音、④如意輪観音、⑤観自在菩薩（観世音）、⑥十一面観音、

⑦千手観音、⑧馬頭観音、⑨准胝観音、⑩不空羂索観音、⑪六観音、⑫三十三観音、⑬白衣観音、⑭魚籃観音、⑮勢至

菩薩、⑯日光菩薩、⑰月光菩薩、⑱文殊菩薩、⑲普賢菩薩、⑳普賢延命菩薩、21地蔵菩薩、23六地蔵、24虚空蔵菩薩、25

五大虚空蔵菩薩、26薬王菩薩、27薬上菩薩、28般若菩薩、29転法輪菩薩、30持世菩薩、31毘倶胝菩薩、32大随求菩薩、

33水月菩薩、34除悪趣菩薩、35五秘密菩薩、36龍樹菩薩、37四菩薩、38上行菩薩、39法苑林菩薩、40大妙相菩薩、41五

大菩薩、42馬鳴菩薩、43八幡大菩薩等を含む２万人である。 
 
2 行 深 般 若 波

羅蜜多時 

ぎょうじんはんに

ゃーはーらーみ

ーたーじー 

gyou-jin-han-
nya-ha-ra-mi
-ta-ji  

행심반야바라

밀다시 

智慧を完成するための行いを深く実践してい

た時。    지혜를 완성하기 위한 

행동을 깊게 실천하고 있을 때 

 
知恵とは、分別智・わたしの知恵 差別智。人生にさまざまな経験を積み重ねていく中で、否が応でも生じる弊害。

智慧とは、無分別智・仏の智慧 無差別智。空など仏教の真理に即して、正しく物事を認識し判断する能力。これ

によって執着や愛憎などの煩悩(ぼんのう)を消滅させることができる。「智慧」とは仏様からのものである。知識とは、友

人・朋友という意味で、一般的には、ある物事について知っている事柄とか、認識・経験によって得られた情報。智慧を

完成とは、物事の道理を判断し処理していく心の働き。物事の筋道を立て、計画・実施・評価を処理していく能力。相

対世界に向かう働きの智と、悟りを導く精神作用の慧である。 
 
3 照 見 五 蘊 皆

空   

しょうけんごーうん

かいくう 

syou-ken-go-
un-kai-kuu  
 

조견오온개공 存在する五蘊（眼耳鼻舌身の煩悩）は虚空な

世界であることを悟ると。존재하는 

5 온(물질적 현상, 감각작용, 의지적 

충동, 식별작용의 번뇌)은 허공인 

세계라고 깨달으면 

 
照見五薀皆空のモデルにおける照見とは、智慧を光に照して真実を見る、真実の世界が見える意味である。「五

蘊」とは色・受・想・行・識の集合である(別図)。 ここで、 
「色蘊」とは、有形の物質、五根（眼耳鼻舌身意）を有する肉体の世界があり、五境（色声香味触）という境

の世界である。色の悪の世界は害で、色の善の世界は益である。 
「受蘊」とは、感覚、感受および心を受げる世界。受の悪の世界は苦で、受の善の世界は快である。 
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「想蘊」とは、想念･判断･思いおよび考える世界。想の悪の世界は怒りで、想の善の世界は喜である。 
「行蘊」とは、欲求・意思決定を行う行為を意味。行為の悪の世界は憎しみで、行為の善の世界は愛である。 
「識蘊」とは、心・無形の精神を意味し、体験や経験した知識の集合である。識の悪の世界は悪で、識の善の

世界は善である。 
「皆」とは、全員とか全部で虚妄となる意味である。 
「空」とは、物質現象や生命現象を現わす法則性の世界であり、高次元を意味する神の意志（精神の世界）で

ある。 
ここで、精神（誠）を物質（包）の間には、巨大な磁場の中で生きる万物に関する一定の法則性に従っており、

相互作用が起っているのは、受蔵、想蔵および行蔵である。この五蔵の幸福と苦悩の相互作用を図１に表示し

た。図 3-１は、善の行為によると幸福の世界が到来し、悪の行為によると苦悩の世界が到来する相関分析の

モデルである。 
 
4 度一切苦厄 どーいっさいくー

やく 

do-issai-ku-y
aku  

도일체고액 一切の苦厄（災い）を救済（取り除く）でき

る。        모두의 고통(재앙)을 

구제할 수 있다 

 

４.修行（しゅぎょう） 

 「修行」と呼ぶことは少なく、「行（ぎょう）」とのみ呼ぶことが多い。中心的な修行を指して正行（しょうぎょう）と呼び、補

助的な修行を助行（じょぎょう）と呼ぶこともある。修行を行う僧を日本では行者（ぎょうじゃ）、あるいは、修行僧と呼び、

同じく、修験者（修行者）をも行者と呼ぶ。修行は、仏教における精神の鍛錬に関する用語の一つ。 財産・名誉・性欲

といった人間的な欲望（相対的幸福）から解放され、生きていること自体に満足感を得られる状態（絶対的幸福）を追求

することを指す。肉体を訓練し，その生理的欲求に禁圧を加えることを通して，精神の安定および神的なものとの交流

や合一を達成しようとする自覚的な行為である。釈尊は１０大弟子（舎利子）を呼び、悟りの内容を述べた。 
 
４-１.華厳（けごん）、 

色と空との関係で、修行の華が仏の悟りの位にあると述べた。 
5 舎利子 しゃーりーしー  sya-ri-shi 사리자 シャーリプトラ（釈迦の１０大）よ。사리자여 

 
舎利弗は、パーリ語（サーリプッタ）・サンスクリット語（シャーリプトラ）といい、智慧第一人者と称され、特徴は『般若心経』

では仏の説法の相手として登場人物で、釈迦の十大弟子の一人である。舎利弗は、マガダ国の王舎城（ラージャガハ）

北方、現ナーランダー村出身で裕福なバラモンの家に生まれた。幼名はウパティッサである。シャーリー（サーリー）は

母親の名前で「鷺」を意味し、プトラ（プッタ）は「弗（ホツ）」と音写し「子供」を意味するため舎利子といい、直訳すれば

「鷺家の子」という意味である。 

舎利弗と目連を特に二大弟子と呼ぶ。『般若心経』の舎利子は、この人物のことである。隣村の目連を連れて釈迦に

弟子入りし、仙人等の信徒 250 人も、釈迦に弟子入りした。その後、最高の悟りを得た舎利弗は釈迦の信任も厚く、時 
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には釈迦に代わって法を説くこともあったという。釈迦の実子であるアナンの後見人にもなった。舎利弗は、釈迦よりも

年長とされ、目連と共に仏教教団の後継者と目されていたが、釈迦の入滅に先んじて病没した。 

「色と空」の意味の日本語比較と韓国語比較を行ったのが表１と表２である。色不異空・空不異色・色即是

空・空即是色についての「色と空」の意味を考察した。 
 

表 4-1.「色と空」意味の日本語比較 

色 

色
世
界

物
世
界

見
え
る

物
質 

こ
の
世

肉
体 

原
子
体

有
実
態

3
次
元

魄 有
形 

空 

空
世
界

心
世
界

見
え
ぬ

物
空 

あ
の
世

光
子
体

粒
子
体

無
実
態

多
次
元

魂 無
形 

  
「色」とは、眼で確認できる互生万物であり、３次元の世界（肉体・動物・植物・鉱物）である、五蘊中の色

蘊は世界の有形となるものであり、そして、有の世界・自我の世界である。「芭の世界」とは、形があって変

化して壊れるものである。この欲望の対象物としては、財産・家･自動車･名誉･地位・電化製品・異性の相手

にも関係する。 
「空」とは、自我のない世界、実態のない世界・仏智の世界・無の世界・存在の根源の世界、眼で確認できな

い世界、４次元以上の世界、生命実現の世界および生命根源の世界である。「空の世界」には、欲から離れて、

執われがない実在界である。「色」とは１～３次元であるが、一方、「空」とは４次元以上であることが説明で

きる。 
表 4-2.「色と空」意味の韓国語比較 

 

색 

색
세
계

물
세
계

보
인
다

물
질 

이
세
상

육
체 

원
자
체

유
실
태

3

차
원

백 유
형 

공 
공
세
계 

마
음
세
계

안
보
인
다

물
공 

저
세
상 

광
자
체 

입
자
체 

무
실
태 

4

차
원 

혼 무
형 

 
げれども ４次元以上の世界は、１～３次元が含まれ人間にとって眼には確認できないけれども共存共栄して

いることが理解できる。すなわち、物体は物質の集合である。物質には固体・液体・気体がある。固体は、明

白に見えるけれど、気体は見えにくい、けれども存在しているから、人間は空気を吸っていることから理解で

きる。この物質には、電子・原子核・素粒子の運動の法則が成り立っていることからでも説明できる。 
 
6 色不異空 しきふーいーくう  shiki-fu-i-kuu 

 

색불이공 色世界は空世界をから形成。色は空に異な

らず。      물질적 세계는 하늘의 

세계로부터 형성. 물질적 현상이 그 

본질인 하늘과 다르지 않다. 
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7 空不異色 くうふーいーしき  kuu-fu-i-shiki 공불이색 空の世界は色の世界である。空は色に異な

らず。空は色を包んである。하늘의 세계는 

물질의 세계다. 하늘은 물질과 다르지 

않다.하늘은 물질을 포함하고 있다. 

8 色即是空 しきそくぜーくう  shiki-soku-ze
-kuu 

색즉시공 色の世界は、即ち、空の世界である。 

물질이 곧 하늘이다 

9 空即是色 くうそくぜーしき  kuu-soku-ze-
shiki  

공즉시색 空の世界は、即ち、色の世界である。 

하늘이 곧 물질이다 

 
10 受想行識 じゅーそうぎょ

うしき  

jyu-sou-gyo
u-shiki  

수상행식 感覚も、想念も、意志・行為、意識も。  

느낌과 상념도, 의지 · 행동, 의식도 

11 亦復如是 やくふーにょ

ーぜー  

yaku-bu-ny
o-ze 

역부여시 肉体的に作用があるために、心の作用もある。  

육체적인 작용이 있기 때문에 마음의 작용도 있다

 
４-２.三輪（さんりん） 

仏が衆生(しゆじよう)を教化するときに用いる、身・口・意の三業(さんごう)である。中論と１２門論と百論の三輪として、

「不」の世界を論じられる。中論とは、その思想は，《般若経》の空観の思想をうけ，論理的･哲学的に整理したも

ので，仏教やインド哲学の諸派の思想である。無自性，縁起，空の立場を表明している。十二門論とは、イン

ド古代の大乗仏教の空観の理を 12 章に分けて解説したもの。百論とは、仏教書の中論に基づいて空(くう)の
思想を明らかにしたものである。 

是の諸法は神仏の心の表現（空相）である。神仏の心「不生

不滅」である。生命の永遠説を考えるため、「不」を強調して

いる。すなわち、「生死の世界で迷いの心をなくす」、「諸物

に執着の心をなくす」および「八正道とは八つの正しい道で

ある。すなわち､①正しく見る＝正見、②正しく思う＝正思、

③正しく語る＝正語、④正しく仕事＝正業なし、⑤正しく生

きる・生活する＝正命、⑥正しく精進する・努力する＝正進、

⑦正しく念じ＝正念、そして⑧正しく定に入るべし・反省＝

正定べしの心を考えることである。 
 大自然は、生まれもなければ、滅することもないことを図

２に表示している。たとえば、地上の水は、温度を下げて冷

却させると、水から氷となる。逆に、加熱すると水から水そ

して水蒸気になる。水蒸気は肉眼では見えないげれども H２O という本質は変っていない。 
図 4-1 における心の表現（空相）は、生命＝霊、物質＝魂､に区分できる。生命＝霊は生まれることなく、死ぬこともな

いのである。すなわち、生も不生もない。さらに、滅することなく不滅もない。物質＝魂は垢もなく不垢もない、また、浄

いこともなく、不浄もない。最後に、法＝秩序は増えることもなく、不増もない。また、滅することもなく、不滅することもな

い不生不滅の法則である。 

図 4-1.不生不滅のモデル 
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12 舎利子 しゃーりーしー sya-ri-shi 사리자 シャーリプトラよ。 사리자여, 
 
13 是諸法空相 ぜしょーほうくうし

ょう  

ze-syo-hou-k
uu-sou 

시제법공상 是の諸法は神仏の心の表現（空相）である。この世

は実体がない性質がある。이 모든 존재들은 

신의 마음의 표현(공상)이다. 이 세상은 

실체가 없는 성질이 있다. 

 
14 不生不滅 ふーしょうふーめ

つ  

fu-syou-fu-me
tsu 

불생불멸 生ずる事もなく、滅する事もない。生命＝霊  

나지도않고 없어지지도 않으며 

 
15 不垢不浄 ふーくうふーじょう  fu-ku-fu-jyou 불구부정 垢（けがれ）もなく、浄（きよ）らでもない。 物

質＝魂                 

더럽지도않고 깨끗하지도 않으며 

16 不増不減 ふーぞうふーげ

ん 

fu-zou-fu-gen 부증불감 増加もなく、減少もない。不増にして、不減な

り。 法＝秩序。늘지도 않고 줄지도 
않느니라. 

 
４-３.法相(ほっそう) 

法相とは、①一切の存在の差別(しゃべつ)の姿。②万象のありさま。③「法相宗」の略である。 万有の相状を説明し、

「無」の世界を論じる。 
 
17 是 故 空 中 無

色 

ぜーこーくうちゅう

むーしき  

ze-ko-kuu-cy
uu- mu-shiki 

시고공중무색 それ故、空の世界（心の世界）中には、色の世界

（物体の世界）はない。그러므로, 하늘의 

세계(마음의 세계) 안에는, 물질 

세계(물체의 세계)는 없다 
 
18 無受想行識 むーじゅーそうぎ

ょうしき  

mu-jyu-sou-g
you-shiki 

무수상행식 

 
心の作用を受けて、想念行為をする感覚も、

認識・意識もない。마음의 작용을 받고, 

상념 행위를 하는 감각도, 인식・의식도 

없으며。 

 
◎色受想行識と無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法 
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図 4-2. 色受想行識の世界との関係 図 4-3. 眼耳鼻舌身意のモデル 
 
「色受」とは、眼（色）、耳（声）、鼻（香）、舌（味）および身（触）との関係がある。「想行識」とは、意（法）

に関係し、意識という心の作用を受けると、肉体的な想念行為をする認識も影響を受ける。このような相互作

用の関係を五官六根として表示したのが図３である。ここで、五官とは眼耳鼻舌身である。五官六根と意識と

の相互作用による想念行為の関係を図４に表示した。眼（色）は臊に関連している眼で万物の色を見る世界（視

覚世界）が備えている。耳（声）は悪と関連し、音声の事を聴く世界（聴覚世界）が備えているのである。鼻

（香）は怨(恨む)と関連し、鼻で香気の事を匂う世界（嗅覚世界）が備えているのである。舌（味）は怒と関

連し、味覚の事を分る世界(味覚世界) が備えているのである。身（触）は念と関連し、身で感触の事を知る

世界（感触世界）が備えているのである。 
 

 
図 4-4. 眼と色の世界 図 4-5.耳と声の世界 図 4-6.手と触の世界 図 4-7.身と触の世界 

 
図 5 は眼と色の世界である。目の色は最も暗いダークブラウンから非常に明るいライトブルーまでの範囲で目

の色を構成する色素は 3 つ『ブラウン輪』『イエロー輪』『ブルー輪』に分類できる。各色の混合率が個体の目

の色を決定する。目の変色や血管の位によって五官（眼耳鼻舌身）との関係を想定できる。同様に、図 6 は耳 
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と声の世界である。耳の洞穴の周辺には五官（眼耳鼻舌身）との関係を想定できる。さらに、図 7 は手と触の世

界である。手の感触によって温度や風速等の雰囲気が感知できる。最後に、図 8 は身と触の世界である。 
仏陀は、サーヴァッティの ジェータ林にある、アナータピンディカ園で比丘衆に、種々の世界・種々の接触があると

説いた。「第一の界は眼と色が触れている眼界。 第二の界は耳と音が触れている耳界。 第三の界は鼻と香が触れて

いる鼻界。 第四の界は舌と味が触れている舌界。 第五の界は身と触が触れている身界。 第六の界は意と法が触れ

ている意界である。」と説法した。  

「比丘達よ、種々の接触が、存在するため、種々の感受とは、どのようなものかと説法した。第一の処は眼が色を感じて

いる眼処。第二の処は耳が音を感じている耳処。第三の処は、鼻が香を感じている鼻処。第四の処は舌が味を感じて

いる舌処。第五の処は身が触を感じている身処。第六の処は意が法を感じている意処である。 

五行(木火土金水)の木は４方の東・４季の春・五臓の肝臓・五 腑の胆・五官の眼・五体の筋・五志の感情に相関性

がある。たとえば、感情は怒（いかる）に関連し、怒りすぎると肝臓が悪くなる関連性を認識できる。 

五行(木火土金水)の金は４方の西・４季の秋・五臓の肺・五腑の大腸・五官の鼻・五体の皮・五志の感情に

相関性がある。たとえば、感情は感情は優（うれう・慮）に関連し、優すぎると肺が悪くなる関連性を認識で

きる。 
五行(木火土金水)の水は４方の北・４季の冬・五臓の腎臓・五腑の膀胱・五官の耳(二陰）・五体の骨・五志

の感情に相関性がある。たとえば、感情は恐（おそる）に関連し、恐にすぎると腎臓が悪くなる。感情は感情

は優（うれう・慮）に関連し、優すぎると肺が悪くなる関連性を認識できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五臓の膵臓は孤独の府といって三焦のうちに属する。五官：五官の所属、目が悪ければ肝を治す等。二陰は前陰

（生殖器を含む尿道）と後陰（肛門）後充ともいう。五臓が栄養を補充するもの。皮膚病は肺大腸を治す。五腑：これに

三焦を加えて六腑となる。三焦に対するものは心包である。五志：感情の所属。例、怒るは肝病。甚だ怒る時は肝を傷

ずる。五臓と病人の感情と関連がある。 
 
19 無眼耳鼻舌

身意 

むーげんにーび

ーぜっしんにー 

mu-gen-ni-bi-
zetsu-shin-i 

무안이비설신

의 
眼・耳・鼻・舌・身体・意識もなく。     

눈과 귀와 코와 혀와 몸과 의식도 
없으며, 

図 4-8.五行と肉体との世界 
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20 無 色 声 香 味

触法 

むーしきしょうこう

みーそくほう  

mu-shiki-syo
u-kou-mi-sok
u-hou  

무색성향미촉

법 
形の色・音・匂いも・味も・触覚も・法則もない  

형태의 색・소리・냄새도・맛도・촉각도・

법칙도 없으며 

 
21 無 眼 界 乃 至

無意識界 

むーげんかいな

いしーむーいーし

きかい  

mu-gen-kai-n
ai-shi-mu-i-s
hiki-kai  

무안계 내지 
무의식계 

眼に映る世界もなく、ないし、精神・意識の世

界もない。눈에 비치는경계도 없고, 
정신・의식의 경계까지도 없으며  

 

４-４.縁覚(えんがく、十二因縁を断ち、理法の「無」と「無無」の世界を論じる) 

22 無無明 むーむーみょう  mu-mu-myou 무무명 迷いもない世界で。미혹도 없는 세계에서 
 
23 亦無無明尽 やくむーむーみょ

うじん  

yaku-mu-mu-
myou-jin 

역무무명진 また、迷いがなくなることもない。無限の光明に満

ちる世界。 또한, 미혹이 없어질 것도 
없다. 무한의 광명으로 가득 차는 
세계。 

 
24 乃至無老死 ないしーむーろう

しー  

nai-shi-mu-ro
u-shi 

내지 무노사 ないし、心は、老化してや老死することもない。 

마음은, 늙고나 노사할 것도 없고  
 
◎乃至無老死の心とは、老化して、死んだりすることも無いため、生老病死を超越した世界である。ゆえに、

過去世、現世、および来世につながるサイクルが存在している（仏教用語の十二因縁 )。苦の原因は無明より

始まり、無明で老死で終わる、プロセスとして相互に関連する事項を表示した（図 4-9）。 
①無明（むみょう）・・・・智慧を失う，無知識の神理、過去世を知らぬ煩悩。煩悩の根本が無明な代表名。  

②行（ぎょう）・・・・・・・・志向作用、行動・行為等の悪い行い。  

③識（しき）・・・・・・・・・・識別作用、母の胎内に宿いが始まる。 

④名色（みょうしき）・・・物質現象(肉体)と精神現象(心)。名とは心の名づけ、色とは肉体の名づけである。 

⑤六処（ろくしょ）・・・・六つの感覚器官。六根（眼耳鼻舌身意）を備えながら生まれる。 

⑥触（そく） ・・・・・・・・六処に感受対象が外触れながら世界を知っていく（生後 3・４歳まで）。  

⑦受（じゅ） ・・・・・・・ 感受作用。心の活動によって苦楽を受ける（3～７歳）。  

⑧愛（あい） ・・・・・・・渇愛。 好悪憎愛の念を受ける（13 歳頃） 

⑨取（しゅ） ・・・・・・・ 執着。物の執着心を起こす。  

⑩有（う） ・・・・・・・存在。欲望・自己保存・自我我欲・盲目的な活動がある。 
⑪生（しょう）・・・・生まれ､生きたい、未来に向かって生きる。  
⑫老死（ろうし）・・最後は老化して死んでゆき、次の世界へ向かう。 
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25 亦無老死尽 やくむーろうしー

じん  

yaku-mu-rou-
shi-jin 

역무노사진 また、老死が尽きることも無い。 

또한, 죽음의 소멸도 없다.  
 
４-５. 声聞(しょうもん) 

声聞とは、仏の説法の声聞を聴いて悟る人のことを説明することである。仏在世の弟子のこと。仏の四諦(したい)の

教えに従って修行し、聖者となる仏弟子。のちに大乗仏教の立場からは、個人的な解脱(げだつ)を目的とする者とみ

なされ、小乗の徒とされる。六道輪廻を超えた世界を解説してみる。地獄界から天界までの六道の世界は、自分が生き

ている世界なので実感が伴うが、修行を通して達成される世界である。 

仏は、個人的な悟りを得たいと求める人のためには四諦の法門を説いて、生・老・病・死をはじめとするさまざまな人

生苦から救い、現象へのとらわれから解脱した境地を極めた。また人生のいろいろな出来事を縁として自ら悟りを開こう

と努めるものには十二因縁の法門を説き、もっと大きな志を持ち人を救い世を救うことにより仏の境涯に達しようとする

者には六波羅蜜の法門を説き、あらゆる物事を総合的に明らかに見通す大きな智恵を得、悟りに至る手段を明らかに

された。 
◎無苦集滅道の四諦（したい）の教えは、苦諦・集諦(じつたい)・滅諦・道諦の総称であり、四聖諦(ししようたい)ともい

う。すなわち、初転法輪から入滅の直前まで、釈尊が一貫して説かれた人生の真理である。四苦八苦（しくはっく）

を滅する方法を説いた十二縁起と並ぶ仏教の根本教理である。 

  
4-5-1.苦諦（くたい） 

 人間の歴史が始まって以来、暑さ寒さ・天災地変・飢饉・疫病・貧困・不仲・不安・老い・死等に対する苦しみがあり、

人生は苦「生（しょう）・老・病・死・愛別離苦（あいべつりく）・怨憎会苦（おんぞうえく）・求不得苦（ぐふとっく）・五蘊盛苦

（ごうんじょうく）」であることを諦（さと）る。  
「苦」とは、人の願望･欲求が得られない時に生じる現象の真理である。苦には四苦八苦がある。釈尊は人間

とは、無理な執着を造りだすと説いている。すなわち、人生は苦である。「苦」そのものを直視し、心の表面での一時的

な喜びや楽しみは、いつかは消える。影には必ず「苦しみ」がつきまとう真意がある。現代社会において、「諸行無常」

の真理を悟り、生活習慣をつける修行と悟りを到達することである。 

釈尊は、このように「苦」の分類を八種類に分類され生・老・病・死を「四苦」といい、次の「四苦」愛別離苦・怨憎会

苦・求不得苦・五蘊盛苦を合わせて「八苦」と呼び、「四苦八苦」という(図 4-10)。 

まず、「四苦」に関しては、 
①生苦：生まれる苦しみ・生きる苦しみ、  ②老苦：老化して行く途中の苦しみ、 
③病苦：病気によって生じる苦しみ、    ④死苦：死んで行く苦しみなどがある。 

さらに、「八苦」関しては、前者の四苦と次の四苦の和である。すなわち、 
５．愛別離苦（あいべつりく） ：愛するものと別れるのは苦である。愛する人と別れるのは苦である。 

６．怨憎会苦（おんぞうえく） ：怨み・憎む人と会わないのが苦である。  

７．求不得苦（ぐふとっく）  ：求めるものが得られないのは苦である。  
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８．五蘊盛苦（ごうんじょうく） ：色落・受落・想落・行蔵・識落に執着し、思うままにならないのが苦しみである。

五蘊（色・受・想・行・識）のこだわりの苦しみ。簡単に云うと、人間の五官（眼・耳・鼻・舌・身・）で感じるものや心で感じ

る人間の肉体や精神活動すべてが物事にこだわりをつくる苦しみ。  

 

4-5-2.集諦（しったい） 

 集というのは「集起（しゅうき）」の略で「原因」という意味です。

人生苦にも必ず原因があり、その原因を探求し、反省すれば

はっきり諦（さと）ること悟ることである。法華経・譬諭品第三に

「諸苦（しょく）の所因（しょいん）は貪欲（とんよく）これ本なり」と

説かれ、渇愛（かつあい）といって喉の渇いた者が激しく水を

求めるようである。凡夫が諸々の欲望の満足を求めてやまな

い心の状態、無制限にものごとを貪り求めること。本能そのも

のは善悪以前の自然のものであると釈尊は説かれている。欲

望を必要以上に増大させ、人の迷惑などおかまいなく貪りを

増大させる思いや行為が、不幸を呼び起こすと教えられている。この原因を悟る方法として十二因縁の法門が説かれ

ている。 

「集」とは、苦しみの原因を集める煩悩現象の真理である。この善果をまとめると、「悪因悪果」・「執着の世

界」・「迷いの世界」および「欲望の世界」と言える。人間は自己の生計と子族保存のため、無意識のままに財

産・地位・名誉および人気等の執着が生じる。この執着に対する煩悩のため、「今日の友が明日の敵」となっ

て行く可能性もある。この関係をまとめると、図 4-10 のとおりになる。 
 
4-5-3.滅諦（めったい） 

 苦の原因は人間の心の持ち方にあると解いた。この事から心の持ち方を変えることによって、あらゆる苦悩は必ず消

滅すると教える。渇愛を余すことなく捨て去り、解脱し執着を断ち切ることができるのか、ただ捨て去ろう、解脱しよう、執

着を断ち切ろうとすると、心の引っ掛かりから苦しみを増大させてしまうことも充分ありうる事と述べている。 

「滅」とは、苦と集で行った結果をいかにして「滅」するかである。苦しみとは、自己保存･白我我欲･自己顕

示欲が生じるからである。この執着を「滅」するには、「善因善果」が必要になる。善因善果の手段として悟

りがあり、喜びが生じ、人生の目的が見える。 
4-5-4.道諦（どうたい） 

 釈尊は苦を滅する道について、本当に苦を滅する道は苦から逃れようと努力することではなく、 

図 4-10. 欲望による四苦八苦のモデル 
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①正しく物事を見る「正見」・②正し

く考え「正思」・③正しく語り「正語」・

④正しく行為し「正行」・ 

⑤正しく生活し「正命」・⑥正しく努

力し「正精進」・⑦正しく念じ「正

念」・⑧正しく心を決定させる 

「正定」の八つの道「八正道」を説か

れた。  

 これらの四諦の法門は、非常に重

要な教えであり「法華経・譬諭品第

三」に次のように説かれている。有

（みぞう）なることを得 仏の説きたも

う苦諦は真実にして異なることなし もし衆生あって苦の本（もと）を知らず 深く苦の因（いん）に著（ぢゃく）して 暫（し

ばら）くも捨（す）つること能（あた）わざる。これらを為ての故に 方便（ほうべん）して道を説きたもう、苦の所因は 貪欲

（とんよく）これ本（もと）なり もし貪欲滅（めっ）すれば 依止（えし）する所なし 諸苦（しょく）を滅尽（めつじん）するを 

第三の諦と名づく 滅諦（めったい）の為の故に 道を修行す」とあります。仏教修行を志される方々は、よくこの意味を

よく理解していかなければならないと思っている。 
「道」とは、町には人道や車道があり、人生行路には戒･反省･智慧などの法門を修める八正道の道がある。こ

の八正道を図８のように表示できる。八正道には、動的・静的および活動的な三つの部分に整理できる。頭の

部と、心の部そして向上の部となる。この「派遣」とは、「善因善果」・「悟りへの世界」・「幸福への世界」お

よび「安心への世界」と言える。 
 
4-5-4-1.正見（正しく見る） 

ものには原因と結果がある。眼・耳・肌に感じた現象にとらわれないこと。自己の立場を捨て第３者の立場で眺める。地

上や組織の調和を目的とする。 

      光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν （ｈ:プランク定数、ν：振動数） 

4-5-4-2.正思（正しく思う）悪の想念を生み出さない事。自我我欲・自己本位の立場を捨てる。「人を呪えば穴２つ」、

自分に無いものは現象化しない。共通の立場。一切の諸現象に対して正しく思っていたかどうか。思いは想像の原

点。 

   相対性理論の運動エネルギ－Ｅ＝ｍＣ２ （ｍ:質量、Ｃ：光速度） 

4-5-4-3.正語（正しく語る）言葉はあの世にも通じる。争いや不調和は悪い言葉によって生ずる。 光と音の波動である。

波動が相手の耳を通して調和か不調和の現象。 周囲が心身共に安らぎと調和が生じる発言をするように努力し、話し

方の内容によっては相手に気分を壊わす。相手が良くなるように。 

   光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν （ｈ:プランク定数、ν：振動数） 

4-5-4-4.正業（正しく仕事する）健康で働けることに感謝する。どんなに小さい仕事にも精神誠意に働く。人生の目的

は仕事から魂の磨きながら経験範囲を広め､ﾕ-ﾄﾋﾟｱ社会形成。仕事を通して社会の調和と生活を守っていく。物心両

面の奉仕活動。 

図 4-1１. 人生行路の八正道と人体とのモデル 
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   仕事  Ｗ＝ＦＳ  （Ｆ：力、Ｓ：距離）ｓ 

4-5-4-5.正命（正しく生活する）人は長所（光）と短所（影）があり、紙の裏表「紙一重」の片寄り修正。 長所をのばし、

長所を修正しながら円満な人間に成長すること。毎日が規則正しい生活と運動をする。家族と社会との有機的な調和

が必要。   

 運動エネルギ－Ｅ＝(1/2)ｍＶ２ （ｍ:質量、Ｖ：速度） 

6.正進（正しく精進する）  中道への道・調和への道・ 対人関係（家族・職場）と環境（自然・の整備を調和させる目的

がある。人は単独で生きられないために、永遠の共同生活が必要である。動物・植物・鉱物資源を大切にするために

は、保存・整備し活用すること。 

   エネルギ－保存のＷ＝(1/2)ｍＶ２－(1/2)ｍ０Ｖ
２ （ｍ:質量、Ｖ：速度） 

4-5-4-7.正念（正しく念ずる） 一念三千・想念・心の三毒（むさぼり、怒り、愚痴）。正しく念じながら調和に適した努力

をすれば、引き寄せるｴﾈﾙｷﾞ-をもつ。人間は偉大であるため「念」の使い方によって、平和な仕事が成就できる 

      気体分子運動エネルギ－Ｅ＝κＴ （κ:ﾎﾞﾙﾂﾏﾝ定数、Ｔ：温度） 

4-5-4-8.正定（正しく定にいる） 1から7までの反省。過ちは２度と繰り返さない。想念と行為が一致する。日常生活に

おける道に、正しい想念と行為の自己点検・自己評価である。禅定という反省的瞑想から内なる心との対話によって１

日の活動動力源。反省が深まると相手の心をも見通せる能力が備えられる。 夢－目標－情報（計画－実施－評価－

処理）から自己発展の心。許す心・余裕のある心・報恩と感謝の心・謙虚と尊敬の心・信頼の心・自動制御の心・自己

管理の心・自己修正の心・自己向上の心・ 

 
26 無苦集滅道 むーくーじゅうめ

つどう  

 

mu-ku-syuu-
metsu-dou 

무고집멸도 苦しみも、煩悩も、苦の世界から離れること

も、悟りへの道もない。괴로움도, 번뇌도, 

근심 세계로부터 멀어지는 일도, 

깨달음에의 길도 없으며. 

 

４-６.天台(てんだい、「得」と「悟り」の関係を説明] 

27 無智亦無得 む ー ち ー や く む

ーとく  

mu-chi-yaku-
mu-toku 

무지 역무득 知ることもなく、また、智慧を得ることもな

い。 알 것도 없고, 또 지혜를 얻을 

것도 없느니라          

28 以無所得故 いーむーしょーと

くこー  

i-mu-syo-tok
u-ko 

이무소득고 故に、所得も財産も得るものがない。 

소득이나 재산도 얻는 것이 없다      

 

５.菩提(ぼだい、菩薩行の実践によって、どんなに「素晴しく」なるかを説明) 

29 菩提薩捶 ぼーだいさったー bo-dai-satsu-t
a 

보리살타 悟りに至る者は。菩提薩捶（菩薩）とはブッ

タに次ぐ位の方。깨달음에 이르는 자는. 

보살은 부처와 같은 분. 
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30 依 般 若 波 羅

蜜多故 

えーはんにゃー

はーらーみーた

ーこー  

e-han-nya-ha
-ra-mi-ta-ko 

의반야바라밀

다고 
智慧を完成しているが故に。依って、真実

の智慧に到達するが故に。 

지혜를 완성하고 있기 때문에. 진실의 

지혜에 도달하기 때문에 

31 心無圭礙 しんむーけいげ

ー  

shin-mu-kei-
ge  

심무가애 心に障（礙）りがない。心に圭礙することが

な い 。 마음에  걸림이 없고. 마음에 

규애 하는 것이 없다. 

32 無圭礙故 むーけいげーこ mu-kei-ge-ko 무가애고 心に障りがない故に。걸림이 없으므로. 

33 無有恐怖 むーうーくーふー  mu-u-ku-u  무유공포 恐怖を持つことも無く。 공포를 가지는 

것도 없고 

34 遠 離 一 切 顛

倒夢想 

おんりーいっさい

てんどうむーそう  

on-ri-issai-ten
-dou-mu-sou  

원리전도몽상 一切の倒錯した夢想から遠く離れ。모두의 

도착한 몽상으로부터 멀게 떨어져. 

35 究竟涅槃 くーぎょうねーは

ん  

ku-kyou-ne-h
an  

구경열반 不生不死の境地に入り。 

불생 불사의 경지에 들어가 

36 三世諸仏 さんぜーしょーぶ

つ  

san-ze-syo-bu
tsu  
 

삼세제불 三世（過去、現在、未来）の諸仏（悟りの境

地に至る人）も。3 세(과거, 현재, 미래)의 

제불(깨달음의 경지에 이르는 사람)도 

37 依 般 若 波 羅

蜜多故 

えーはんにゃー

はーらーみーた

ーこー  

e-han-nya-ha
-ra-mi-ta-ko 
 

의반야바라밀

다고 
依って、偉大な智慧に到達しているがゆえ

に。이, 위대한 지혜에 도달하고 있기 

때문에 

38 得 阿 耨 多 羅

三藐三菩堤 

とくあーのくたー

らーさんみゃくさ

んぼーだい  

toku-a-noku-t
a-ra-san-mya
ku-san-bo-dai 
 

득아뇩다라 
삼먁삼보리 

価値ある智慧の境地に到達した。阿耨多

羅（三藐三菩堤）は、過去、現在、未来を

悟った人。 

가치 있는 지혜의 경지에 도달했다.

아뇩다라 먁삼보리를 얻느니라 

 

６.涅槃（ねはん、仏様の言葉で、智慧が完成する悟りの境地） 

39 故 知 般 若 波

羅蜜多 

こーちーはんにゃ

ーはーらーみー

たー  

ko-chi-han-ny
a-ha-ra-mi-ta 
 

고지반야바라

밀다 
知るがよい、智慧の完成とは．故に、内在さ

れた偉大な智慧は。 

그러므로 알라、지혜의 완성이란. 내재 

된 위대한 지혜는 

40 是大神呪 ぜーだいじんしゅ

ー  

ze-dai-jin-syu 
 

시대신주 是こそ、神の真実や神聖な言葉であり。

이것이야말로, 신의 진실이나 신성한 

언약의 말이다 
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41 是大明呪 ぜーだいみょうし

ゅー 

ze-dai-myou-
syu 

시대명주 是こそ、神の明白な言葉であり。 

이것이야말로, 신의 명백한 언약의 

말이다 

42 是無上呪 ぜーむーじょうし

ゅう  

ze-mu-jyou-s
yu 

시무상주 是こそ、無上の呪（言葉）であり。 

이것이야말로, 가장 높은 언약의 

말이다 

43 是無等等呪 ぜーむーとうどう

しゅー 

ze-mu-tou-do
u-syu 

시무등등주 是 こ そ 、 比 較 で き な い 言 葉 で あ り 。

이것이야말로, 무엇에도 비교할 수 

없는 언약의 말이다 

44 能除一切苦 のうじょーいっさ

いくー  

nou-jyo-issai-
ku 

능제일체고 一切の苦しみを取り除くことは。  

온갖 괴로움을 없애는 것은 

45 真実不虚 しんじつふーこー  shin-jitsu-fu-
ko 

진실불허 真実であって、虚（偽り）ではない。 

진실하고, 허망하지 않느니라.  

 

７.究竟（くぎょう、最上級の意味、至上絶対の究極から、彼岸へ行く呼びかけて終了） 

46 故 説 般 若 波

羅蜜多呪 

こーせつはんに

ゃーはーらーみ

ーたーしゅー 

ko-setsu-han-
nya-ha-ra-mi
-ta-syu 

고설반야바라

밀다주 
故に、智慧の完成の境地において神理の

呪 文を 説く 。그러므로 지혜의 완성의 

경지에 있어 신리의 주문을 말한다. 

47 即説呪曰 そくせつしゅーわ

つ  

soku-setsu-sy
u-watsu 

즉설주왈 すなわち、呪文を説明すれば。 

곧, 주문을 설명하면.  

48 羯諦 ぎゃーてー gyaa-tei 아제 行こう。  가자 

49 羯諦 ぎゃーてー gyaa-tei 아제 行こう。  가자 

50 波羅羯諦 はーらーぎゃーて

ー  

ha-ra-gyaa-te
i 

바라아제 悟りの彼岸（真実の世界）に行こう。 

진실의 세계를 향하여 가자 

51 波羅僧羯諦 はらそーぎゃーて

ー  

ha-ra-sou-gya
a-tei 

바라승아제 僧侶達も､悟りの彼岸に行こう。 

승려들도, 진실의 세계를 향하여 가자 

52 菩提薩婆訶 ぼーじーそわ か

ー  

bo-ji-so-wa-k
a 

모지 사바하 仏の悟りを成就しょう。 

불의 깨달음을 성취 짊어진다 
53 般若心経 はんにゃーしんぎ

ょう  

han-nya-shin
-gyou 

반야심경 ここで、智慧と真髄の完成に到達する眞言

を終える。지혜와 진수의 완성에 

도달하는 진언을 끝낸다 
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8.おわりに 
 「般若心経」の内容を理解することは大変困難である。現代人には、その漢文の意味を理解することができない。この

内容は、釈尊が弟子であるアーナンダとの会話の中で行われたものである。要約すると、次のとおりである。 

 （ａ）発心は、②～⑤の中で、過去・現在および未来を自由自在に見聞できる人と法を述べている。 

 （b）修行は、釈尊が弟子である舎利子に、悟り段階としての内容を述べている。 

   華厳は、⑥～⑫の中で、色と空との関係を知り、修業の華が悟りの位になる。 

   三輪は、⑬～⑰の中で、三種の論として、「不」の世界を論じている。 

   法相は、⑱～２２の中で、万有の相状を説明し、「無」の世界を論じている。 

   縁覚は、②③～26 の中で、12 因縁を断ち、理法を説明し、「無」と「無無」の世界を論じられている。 

   声聞は、  27 の中で、仏の説法を音声で聞いて悟る人のことを説明している。 

   天台は、⑩～⑩の中で、所得と悟りの関係を説明している。 

 （ｃ）菩提は、⑩～⑩の中で、菩薩行の実践によって、どのようにすばらしくなるかを説明されている。 

 （d）涅槃は、⑩～⑩の中で、仏さまのお言葉で、教理・利益を真言に集約している。 

 （ｅ）究竟は、⑥～⑩の中で、最上級の意味であり、至上絶対の究極を現わしているから、彼岸へ行こうと呼びかけの

教えで終っている。経典によって誰が十大弟子に入るかは異なるが、維摩経では出家順に以下の通りである。 

 

表 8-1.釈尊の十大弟子 

  かな パーリ語・サンスクリット語 第一人者 特   徴 

1 舎利弗 
しゃりほ

つ 
サーリプッタ・シャーリプトラ 智慧第一 『般若心経』では仏の説法の相手として登場 

2 
摩訶目犍

連（目連） 

まかもっ 

けんれん 

マハーモッガラーナ・ハーマ

ゥドガリヤーヤナ 
神通第一

目連（もくれん）・餓鬼道に落ちた母を救うために行

った供養 

3 摩訶迦葉 
まかか  

しょう 

マハーカッサパ・マハーカ

ーシャパ 

頭陀第一

（ずだ） 

大迦葉。500人の仲間と釈迦の教法を編集。付法

蔵 （教えの奥義を直伝すること） の第一祖 

4 須菩提 
しゅぼ  

だい 
スブーティ・スブーティ 

解空第一

（げくう） 

空を説く大乗経典にしばしば登場。西遊記では、

なぜか孫悟空の師匠。 

5 
富楼那弥

多羅尼子 

ふるなみ

たらにし 

プンナ・マンターニープッタ・プー

ルナ・マイトラーヤニープトラ 
説法第一 略称として「富楼那」 

6 
摩訶迦旃

延 

まかか  

せんねん 

マハーカッチャーナ・マハー

カートゥヤーヤナ 
論議第一 5人の師しかいなくても授戒する許可を仏から得た

7 阿那律 あなりつ アヌルッダ・アニルッダ 天眼第一 視力を失った。そのため、真理を見る眼をえた 

8 優波離 うぱり ウパーリ・ウパーリ 持律第一 階級制度を否定する釈迦により、出家、貴族出身 

9 羅睺羅 らごら ラーフラ・ラーフラ 密行第一
羅云とも書かれる。仏教用語で羅子（らご）と言う。 

釈迦の長男。出家して最初の沙弥（少年僧） 

10 阿難陀 あなんだ アーナンダ・アーナンダ 多聞第一
釈迦の従弟。釈迦が死ぬまで25年間。お経を編纂

され、120歳まで生きた 
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大乗仏教では多くの如来・仏が後に生み出された。たとえば「浄土三部経」の一つ『阿弥陀経』には、三千大千世界（全宇宙

の意）に、ガンジス川の砂粒の数（恒河沙）ほどの仏があまねく存在することが説かれている。このように大乗経典では仏の名

前を列挙した経典も多数存在する。なお上座部仏教では、仏は「釈迦牟尼仏」のみを指し、釈迦の尊像以外は信仰の対象と

はしない（ただし、過去七仏など釈迦以前の仏（ブッダ・覚者）が存在したことは認めており、また未来仏である弥勒について

も言及している。 

 (2013年12月1日受稿、2014年1月25日掲載決定) 
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図 3-1.照見五薀皆空のモデル 図 4-9.サイクルの１２因縁のモデル 

図 4-10. 無苦集滅道と四苦八苦のモデル 

－ 96－



富山県高岡市と氷見市、万葉集と洞窟そのⅢ-越中万葉と大境洞窟 
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-Inspection of the“Ohzakai Cave” and home visits “Ecchu-Manyo-, 

Manyoshu (Collection of Ten Thousand Leaves) and CaveⅢ, 
Takaoka and Himi-City, Toyama Prefecture 

Kaoru YURA 
 

ABSTRACT 
 This paper is third series by “Cave and Manyoshu” (The Bulletin of Cave Environmental Net Society 
Vol.3 and 4). Stage of this series is at “Ecchu”, (current Toyama Prefecture). Otomno-Yakamochi 
(718~785) is said to be the editor of Manyoshu, and representative poet of this anthology. He has lived 
in Ecchu(Takaoka) for 5years(746~751)as KOKUSYU(governor), and rote a number of poetries. This 
poetry circles centered on Yakamochi is called “ Ecchu- Manyo”.   
In Ecchu(Himi-city), there is an well-known cave, called“ Ohzakai Cave “. In 1918,Japan’s first  full 

scale excavations were carried out. Precious relics from Jomon period to the Middle Ages were 
excavated and some ancient dwellings have been found as well. In 1922, it has been specified as a 
National Historic Landmark. 
In Takoka-city, there is “Takaoka Manyo Historical Museum “and in Himi-city, ” Himi City Museum”.  
 A number of valuable data related to the world of Manyoshu have been collected and displayed at 

those Museums. In the Summer of 2013,we followed the footsteps of “Yakamochi World”, and 
inspected deepest part of Ohzakai Cave. Heritage of Manyo era has been carefully preserved.  
 
キーワード：大伴家持、越中万葉、高岡市万葉歴史館、国指定史跡・大境洞窟住居跡、布勢水海、 

氷見市立博物館 
Keywords: Otomono-Yakamochi, Ecchu-Manyo, Takaoka Manyo Hitorical Museum, Ohzakai Cave 
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１.はじめに 

富山県高岡市と氷見市、万葉集と洞窟そのⅢ―越中万葉と大境洞窟

由良　薫

（大阪経済法科大学地域総合研究所・洞窟環境ＮＥＴ学会）
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本紀要第 3 号、第 4 号に引き続き万葉集と洞窟について、当該地を実際に検分したうえで私見を述べ

てみたい。ただ、今回取り上げる洞窟は前 2 号のように、直接万葉集に詠われた洞窟ではなく、万葉集

編纂の中心人物である大伴家持（おおとものやかもち。718～785）が国守として 5 年間暮らした越中（富

山県）にあって、同時代の人々が出入りし、家持自身も国内巡行の途次目にした可能性もあると思われ

る洞窟である。縄文期から古代、近世にわたる 6 層の複合遺跡で、大正 11（1922）年、「大境（おおざ

かい）洞窟住居跡」として国の史跡に指定されている。また、この洞窟の 10 数キロ南には、家持が特

にお気に入りで赴任中 4 度も訪れている「布勢水海（ふせのみずうみ）」という潟湖跡もある。ここで

も周辺遺跡の発掘遺物等から、洞窟と同じく縄文から古代、近世へと変遷の跡を辿ることができる。 
万葉の代表歌人・家持が、生涯最も多くの歌（223 首）を残し、歌人としての新境地を開いた越中（越

の国）。その家持の足跡を辿るべく、2013 年夏、高岡市と氷見市を訪ねた。越中の多くの地名や特有の

動植物、さらには独特の方言までも織り込んだ家持の歌を復誦しながら、往時の人々の暮らしぶりを彷

彿とさせる洞窟や潟湖跡周辺をつぶさに検分することができた。家持が暮らした国庁跡のある高岡市に

は「高岡市万葉歴史館」があり、また家持が何度も足を延ばした潟湖跡や洞窟のある氷見市には「氷見

市立博物館」があって、それぞれ文化遺産としての“万葉の世界”が大切に保存されている。展示物に

は、古代国家成立期の地方の状況をうかがい知る貴重な資料が数多く含まれている。以下、その保存状

況も確認しながら、家持を中心とした『越中万葉』の世界が今に伝える人と自然の営みの報告である。 
 

２.越中国守・大伴家持  
しなざかる 越

こし

に五年
いつとせ

 住み住みて 立ち別れまく 惜
を

しき宵
よひ

かも（巻 19・4250） 
  〈しなざかる（多くの山坂を隔てた遠い）越の国に 5 年間住み続けて、今宵別れるとなると何とも名

残惜しいことだ〉 
天平勝宝 3（751）年 8 月、大伴家持が越中国守（えっちゅうのくにのかみ）としての 5 年間の任務を終

え、奈良の都に帰還するとき、部下たちが開いてくれた送別の宴で詠った歌である。「住み住みて」という

繰り返しや「惜しき」という言葉に、任地・越中に対する並々ならぬ愛着と惜別の情が表されている。 
家持は、古来、天皇の身辺を守護する武の名門・大伴家の嫡男として養老 2（718）年に生まれた、とさ

れる。父は万葉歌人としても知られる大伴旅人（たびと＝注 1）。17、18 歳ごろから聖武天皇の側近に仕

える内舎人（うどねり）として 10 年間つとめた後、天平 17（745）年、従五位下（じゅごいげ）に叙せ

られ、正式に貴族の仲間入りをする。翌 18（746）年 3 月、宮内少輔（くないしょうふ＝宮内省次官）と

なり、間もなく 6 月 21 日付で越中国守の任命を受けた。時に 29 歳であった。 
万葉集巻 17 に収められた家持の叔母、坂上郎女（さかのうえのいらつめ＝注 2）が送別に詠った歌の題

詞によれば、家持は 7 月には奈良の都を出発し、月末には赴任したものと思われる。8 月 7 日夜には、国

守館で家持主催の最初の宴が開かれている。 
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写真 2-1.上左から①二上山に建つ大伴家持の銅像②高岡市伏木国府、万葉ライン入口交差点にある「しなざかる…」

の歌碑③国庁跡とされる勝興寺の本堂。下左から④勝興寺境内の一角にある「もののふの…」の歌碑（奥）。手前に

井戸の跡⑤国府館跡の伏木気象資料館⑥その敷地内に建つ「朝床に…」の歌碑。 
 

当時の越中国は、今の富山県と石川県の一部（能登地方）を合わせた広大な地域で、当時の 4 等級区分

では「大国」に次ぐ上から 2 番目の「上国」にあたる。名門の家に育った青年貴族として、都から遠く離

れた地方への赴任は、かなり複雑な心境であったことは想像に難くなく、折に触れて都をしのぶ歌を詠っ

ている。しかし、一方で、豊かな自然や素朴な人情と接することで家持らしい繊細な感受性に磨きがかか

り、歌人としての新境地を開いていく。万葉集に全部で 473 首の歌を残した家持はこの地での 5 年間に半

分近い 223 首の歌を詠んでいる。華やかな恋の歌を中心とする越中赴任以前の 158 首、帰朝後の 92 首と

比べて、越中での歌がいかに多いかが分かる。 
家持が国守として暮らした国庁は、現在の高岡市伏木古国府 17－1（数理位置は北緯 36 度 79 分 27.7

秒、東経 137 度 05 分 65.55 秒）の勝興寺一帯にあったとされる。勝興寺は連如上人開基、加賀・前田藩

主ともゆかりの浄土真宗本願寺派の大伽藍。約 3 万平方メートルの広大な敷地に本堂をはじめ 12 棟の重

要文化財が立ち並んでいる。平成 10（1998）年から 20 年計画で大修理が行われており、訪れた時、本堂

と鼓堂以外は工事用の塀で覆われ見ることは出来なかった。ただ、周囲は鬱蒼たる古木に覆われ、往時を

しのばせるに十分な雰囲気に包まれていた。また、境内の一角には 
もののふの 八十娘

や そ を と め

らが 汲
く

みまがふ 寺井
て ら ゐ

の上
うへ

 の堅
かた

香子
か ご

の花（巻 19 4143） 
〈多くの少女たちが入り乱れて汲んでいる寺井のほとりに咲いているかたかごの花よ〉 
という歌の歌碑が建てられ、そばには銅版の屋根をかぶせ、竹の柵で囲った井戸跡も再現されている。

寺に湧く泉という意味の「寺井」の場所は不明だが、「万葉寺井の跡」という高岡市教育委員会等が設置し

た現場の説明版には、次のように書かれている。「寺井の跡について異説もあるが、この場所を推定地とす

る説が最も多い。ここには最近まで古い湧水の井戸が残っていた」。さらに「国府跡の付近一帯には堅香子

が群生していたこともあって、特に昔から『清水』と呼称されていた」と、この歌が詠まれた地であるこ

とを強調している。 
堅香子はユリ科多年草のカタクリ。春先に紫がかったピンクの 6 弁の小さな花を咲かせる。地下茎から

片栗粉ができる。万葉集でこの花が詠われているのはこの 1 首だけで、高岡市の花に指定されている。高

岡市万葉歴史館、高岡古城公園などで植栽されており、季節には群生を見ることができる。 
勝興寺から西、海の方へ 150 メートルほど緩やかな坂道を下ったところに国府館跡だったと考えられる

「高岡市伏木気象資料館」がある。明治初年、地元の廻船問屋が灯台代わりに建てたものを富山県が譲り

受け、改築して測候所としたのが始まりで、その後富山地方気象台が観測を続けてきたが、平成 10（1998）
年からは無人化。今は機器による観測のみが行われている。現在の建物は明治 40（1907）年に建てられ

た洋風の木造建築で、歴代の観測機器などを展示する資料館として一般に開放されている。鉄筋コンクリ

ート 3 階建ての測風塔も併設されている。屋上から小矢部川河口から富山湾が広く望めそうだと思い、頼
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んでみたが入ることは出来なかった。 
ここにも家持の歌碑がある。資料館の門を入ってすぐ左手の庭に道路に面して建っている。高さ 2 メー

トル以上の大石で、資料館側に「越中国守館址」と大書、反対の道路側に 
 朝

あさ

床
どこ

に 聞けば遥
はる

けし 射水
い み づ

河
かは

 朝
あさ

漕
こ

ぎしつつ 歌ふ船人
ふなびと

（巻 19 4150） 
〈朝の床で聞くともなしに聞いていると、遠くから遥かな歌声が聞こえてくる。射水川を漕ぎ上る船頭

の舟歌が〉 
射水川は今の小矢部川。高岡市と射水市の境を流れ、伏木港から富山湾に注ぎ込む。現在、気象資料館

のあたりは海抜 12メートルの高台で、全長 610メートルの伏木万葉大橋の向こうには工業地帯が広がり、

川面を見通すことはできない。だが、当時海岸線はずっと陸地側に入り込んでいて、川は国守館のすぐそ

ばを流れていた。両岸には葦の葉が茂り、ゆったりとした流れに、鳥の鳴き声がこだまするのどかな光景

が広がっていた。 
こうした環境の中で家持は 5 年間を過ごした。館には客の出入りが絶えず、にぎやかな宴会が繰り返さ

れていた。同時に国守にとって、国内巡視も大きな役割だった。特に、農民に種籾を貸し付けて収穫時に

利息を収めさせる出挙（すいこ＝注 3）では、家持自ら国内を一巡、珍しい自然と様々な階層の人々に触

れた貴重な体験を歌に残した。 
 

３.国指定史跡・大境洞窟住居跡 
3-1.洞窟前の海路を行く家持 
珠洲
す ず

の海に 朝
あさ

開
びら

きして 漕
こ

ぎ来
く

れば長浜
ながはま

の浦に 月照りにけり（巻 17 4029） 
〈珠洲の海に朝早く船を出して漕いで来ると、長浜の浦にはもう月が照り輝いていた〉 
この歌の前の題詞には「珠洲

す ず

郡
のこほり

より発船
ふなだち

して、治
ち

布
ふ

に還
かへ

り

し時に、長浜
ながはま

の湾
うら

に泊
は

てて、月の光を仰ぎ見て作れる歌一首」

とある。また、この歌の後書きには、「右の件
くだり

の歌詞は、春

の出挙によりて、諸郡を巡行し、その時その所に嘱目
しょくもく

して作

れり。大伴宿禰家持」と記されている。天平 20（748）年、

家持 31 歳の春、出挙のため国内を回ったとき詠った 9 首

（4021～4029）の歌の一つであることが分かる。 
その時の出挙順路を歌で辿っていくと図 3-1（高岡市万葉歴

史館編著「越中万葉をたどる」より）の通りで、旅の最終コース

で海路をとっている。能登半島の先端・珠洲を朝出て、国府

に近い長浜（高岡市の雨晴海岸付近か）へ着いたときは月が

出ていたというのだから一日がかりの船旅である。能登郡（石

川県）を過ぎて射水郡（富山県西部）に入って間もなく、船

の進行方向に向かって右手、西側の海岸沿いに、複雑に入り

組んだ断崖が目につく。その一角、南西方向にぽっかり開い

た穴が「大境洞窟住居跡」である。全行程のほぼ半分近くを

過ぎたころだろうか。 
能登半島の付け根東側の氷見市の海岸線は約 20 キロ、北半分は出入りの激しい断崖が多く、南半分は

穏やかな砂浜、という好対照をなしている。有磯海や松太枝浜など国府周辺の穏やかな海岸線を見慣れた

家持にとって、断崖が続く光景はひときわ印象深かったに違いない。 
 

図 3-1.家持越中巡行推定図 
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家持越中巡行推定図（万葉歴史館資料より） 

 

 
写真 3-2.左から①家持が船で南下した富山湾に面した大境漁港。手前奥の山裾に大境洞窟がある②氷見市阿尾付近。中央、

突き出した丘陵が阿尾城址③高岡市・雨晴海岸。家持の船旅の終着点か。 

 
海岸線の状況が一変するのが氷見市阿尾の阿尾城址付近。小高い丘陵が富山湾に突き出し、白い断崖が

海の青さに映える景勝地だ。中世に城が築かれていたことからこの名がある（大境洞窟から南西約 5.5 キ

ロ）。家持はここの光景を詠んだ歌も残している。 
英
あ

遠
を

の浦に 寄する白波 いや増しに 立ち重
し

き寄せ来
く

 東風
あ ゆ

をいたみかも（巻 18 4093） 
〈英遠（阿尾）の浦に打ち寄せる白波はいよいよひどく、立ち重なるようにして寄せてくる。東風が激

しいからだろうか〉 
題詞に「英遠の浦に行きし日に作れる歌一首」とあり、実際に阿尾を訪ねた時の歌だが、前掲の「珠洲

の海に…」より１年後、天平感宝元（749）年 5 月の作とみられる。今の暦では 6 月初旬にあたり、この

ころから夏にかけて富山湾一帯では東北または東の風がよく吹き、これを土地の人は「あゆ」と呼んでい

た（今でもアイとかアイの風と呼ぶという）。家持はこうした方言を「越の 俗
くにぶり

の語
ことば

、東風をあゆのかぜ

といふ」（巻 17 4017）などと注を付けてよく使っている。越中国守時代の家持には、都人には珍しいこ

うした方言や土地の動植物を詠んだ歌が多い。任地に溶け込もうとした姿を裏付ける歌でもあり、越中で

の家持の心情の一面を表してもいる。この点については、「家持と越中歌壇」として後述する。 
 

3-２.大境洞窟の概要と発掘の経緯 
家持がその前を通り過ぎたであろう「大境洞窟」の所在地は氷見市大境字駒首。数理位置は北緯 36 度

92 分 15.59 秒、東経 137 度 02 分 76.63 秒。富山湾を望む灘浦海岸のほぼ中央に位置する。 
大境漁港の奥に高さ 2 メートルほどの「白山社」と刻まれた石柱が建ち、幅約 5 メートル、高さ約 2.5

メートルの大きな石の鳥居をくぐって 13 段の石段を上がると白山社の高床式拝殿。その左側に「史跡 大

境洞窟住居跡」と書かれた黒御影石の碑が据えられている。高さ約 70 センチ、幅約 2 メートル、裏面に

は「文化庁 富山県教育委員会 氷見市教育委員会」とあり、昭和 49（1974）年 3 月に建てられたこと

が分かる。 
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拝殿から 10 メートルほど進んで 5、6 段石段を上った辺りが洞窟の入り口にあたる。洞窟の奥約 15 メ

ートル入ったところに白山社本殿が見える。幅 2.5 メートル、奥行き 4 メートル、高さ 1.5 メートルほど

の小さな社だが、一段高く鎮座しており、屋根はその付近で 3.7 メートルほどの洞窟の天井部分にもう少

しで接するように見える。 
洞窟は 6、7000 年前の縄文時代前期の海進時、海の浸食によって形成された海食洞窟。丘陵の斜面に南

西方向に開口している。海抜 4～5 メートル（入り口付近で 5 メートル）。幅 16 メートル、入口の高さ 8
メートル、奥行き 35 メートル。奥へ行くほど低く狭くなっている。地層は、石灰質シルト岩（砂と粘土

の中間の細かさの土が固まった堆積岩）で構成されている。薮田シルト岩層と呼ばれる。 
この地域の年貢高などを書き留めた江戸時代初期の記録にも、大境村の岩屋（洞窟）についての記述が

ある。それには、「岩屋は奥行約 28.8 メートル、入口幅約 10.8 メートル、奥の横幅 7.2 メートル、入口

高さ約 9 メートルで、内部に 3.6 メートル四方の堂があり、菊理姫（きくりひめ）が祀られている」とい

う意味のことが書かれており、当時からこの洞窟が信仰の対象になっていたことが窺われる（注 4）。本格

的な発掘のきっかけは大正 7（1918）年、白山社の改築工事。地元民が洞窟内を掘り起こして整地しよう

としたところ、多数の人骨や土器などが出土した。新聞記事でこのことを知った東京帝国大学人類学教室

の柴田常穂らが駆けつけ、学術的に見て貴重な洞窟であることを確認。考古学、地質学の専門家や富山県

の土木技師らも加わって大がかりな発掘調査が行われた。 
調査は同年 9 月 28 日から 10 月 15 日にかけて行われた。トレンチを掘って、層位ごとに遺物を取り上

げ、その都度詳細なスケッチや写真撮影を行うなどして全貌を明らかにしていった。その結果、落盤によ

る岩石層を挟んで、縄文時代から弥生前・後期、古墳、古代、中世・近世にかけて 6 つの層に分かれ、各

層からそれぞれの時代を表す遺物が出土した。落盤は縄文時代晩期から古墳時代にかけて少なくとも 4 回

起きていたことも分かった。大規模な地震によるものと推定されている。 
我が国の洞窟では初めての本格調査であり、4 年後の大正 11（1922）年 3 月、国の史跡に指定され、正

式に「大境洞窟住居跡」と名付けられた。地元の新聞・高岡新報（当時）にもたびたび報道されたが、調

査自体が急遽行われ、出土物がすべて東京帝国大学に運び込まれたといった事情もあって、洞窟の全貌が

広く知られることはなかった。測量図も行方不明になっていたが昭和 48（1973）年、7 枚が東京・神田の

古本屋で偶然発見され（現在、氷見市立博物館所蔵）、その精巧さとともに洞窟の価値が再びクローズアッ

プされることになった。また、当時の写真も見つかり、現在、国学院大学でデジタル化したものをインタ

ーットで見ることもできる。 
以下は、平成 14（2002）年 10 月から 11 月にかけて、氷見市立博物館で開かれた特別展「大境洞窟

をさぐる」の解説図録および現在洞窟内に設置されている解説版に基づく 6 つの層の時代区分と主な出

土物である。 
・第 6 層（最も下の層）＝約 4000 年前の縄文時代中期から後期にかけての縄文土器、石器。カキ、サザエなどの貝類。少量の動

物遺体 

・第 5 層＝縄文時代晩期末から弥生時代中期中ごろの土器、石器（やじり、石包丁、網の石錘）。動物の骨、貝を加工した骨角器

（突き刺す道具、装身具、貝玉、貝輪、へら状貝製品）。イノシシ、マグロなど大量の動物遺体。貝塚のように密集堆積した貝殻。

人骨の大部分（うち 11 体に抜歯） 

・第 4 層＝弥生時代中期末から古墳時代前期初めの土器（マツリに使われたと見られる赤く色を塗ったものも）。動物の骨。人骨

若干 

・第 3 層＝古墳時代中期から後期の土師器、須恵器。骨角器（槍先）。人骨（抜歯なし） 

・第 2 層＝8 世紀第 2 四半期から 10 世紀前半（奈良時代から平安時代初期）にかけての須恵器、土師器、製塩土器。須恵器に

は煤やタール状の油痕があり灯火器（灯明皿）として用いられたと考えられる。製塩土器は能登半島一帯に分布する棒状尖底の

もの 
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・第 1 層＝14 世紀から 16 世紀（室町～安土桃山時代）の珠洲陶器（かめ、すり鉢）、土師器皿、白磁皿。17 世紀・江戸時代には

白山社の前身となる菊理姫神が祀られている 

  
第 2 層が家持が国守として越中国で暮らした時代に相当する。いわば“同時代人”の生活ぶりを想像する

ことができる。イノシシやかシカを捕まえてその油を灯明皿で燃や

して灯りをとり、その肉や目の前の海で採ったサザエ、網にかかっ

たタイなどを塩で味付けして食べながら家族で談笑している姿が浮

かぶ。土師器杯はヘラ先による暗文を入れた畿内型のものであると

いう。※人骨は全部で 14 体とされる。うち成人男性 5 体、成人女

性 2 体、性別不明 7 体。性別不明の中には未成年 3 体も含まれる（藤

田富士夫著「代の日本文化」中公新書による） 

① 
② 

写真 3-3.左から上①白山社の鳥居をくぐり、左から下②石段を上がると③右の拝殿その奥に洞窟。入ったところに本殿が

ある。壁面は金網で補強されている。 

 
3-3.平成の保全整備事業 
 史跡指定から 70 年近く経って洞窟は風化が進み、崖上の樹木が落下したり、表面の岩盤が剥落するな

ど危険な状態になったため、平成 9（1997）年には、洞窟入口に防護ネットを張るなどの安全対策が講じ

られた。さらに、洞窟内部を含めた本格的な保全整備を行うため、氷見市では国及び富山県の補助を受け

て平成 14（2002）年から調査を開始した。洞窟全体の測量に始まって、赤外線カメラによる崖地表面の

測定、地質調査ボーリング、地下水水質調査、地下の文化層の残存状況確認などを行った。調査の結果、

補強を必要とする洞窟入口周辺の崖は幅 55 メートル、高さ 30 メートルの広範囲にわたり、剥落・崩落危

険個所が多数見つかった。 
平成 17（2005）年度から本格的な工事に入り、洞窟内部は内壁から岩盤に向けて長さ 3 メートルのロ

ックボルトを 1.5 メートル間隔で計 222 本打ち込んで洞窟全体を補強した。洞窟としての自然な景観を損

なわないため、ボルトの頭部を埋め込み、表面には擬岩処理を施した。また、入口から中央付近までの岩

盤表面に網目間隔 50 ミリのロックネットを張って落石防止を図った。景観に配慮して岩盤に近い色の金

網が使われた。さらに風化防止のため、表面には基質強化剤、表面強化剤を塗った。 
一方、史跡としての見学者の利便のために洞窟入口から奥へ約 20 メートル、白山社本殿裏あたりまで

を自由に出入りできるよう整備した。その見学区域三方に危険防止用に高さ約 1 メートルの金属製の柵を

設け、直接洞窟内壁に触れないようした。また、洞窟の発生から地層の成り立ちや、前述した通りの第 6
層から第 1 層までの出土物や当時の人々の暮らしの様子をイラストで表した説明版を柵に沿って設置した。

さらに、大正時代の調査の図面、当時の写真、保全工事の状況なども加え、説明版は全部で 12 基。洞窟

の全貌が分かるようになっている。6 年間の総工事費は 1 億 1000 万円を超える。 
保全工事は社殿を一時移設したり、足場を組むために車両が出入りするなど遺跡への影響が心配された

ため、工事に先立って洞窟内部計 7 か所で掘削調査を行った。その結果、大正時代の調査で明らかになっ

ていた土器、骨角器などのほか、多数の動物遺体が確認された。主なものは以下の通りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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[海の生物] サザエが最も多く、他にマガキ類や魚ではカサゴ類▽スズキ・ハタ類▽マダイ・サバ類▽

フグ類の計 6 種類。マダイやハタ類が多い 

[鳥類] カモメ類▽アビ類▽アホウドリの 3 種類 
[哺乳類] 人のほかノウサギ・イルカ類▽イヌ▽アシカ▽イノシシ▽ニホンジカの計 7 種類 
[獣類] イノシシ、ニホンジカが大半 
 
これだけを見ていても、当時の人々の暮らしぶりが想像できて興味深い。アシカは約 10 キロ南の朝日

貝塚（注５）でも出土しており、氷見海岸一帯に広く生息していたことが推測される。（この項、「国指定

史跡 大境洞窟住居跡 保全整備報告書」2008 年 3 月氷見市教育委員会から）。 
 
3-4.洞窟最深部の検分 
洞窟入口から 20 メートルの所に柵が設置され、それより奥は立ち入り禁止になっていることは前述し

た通りだが、今回は氷見市教育委員会の特別の許可をいただき、洞窟最深部まで検分することができた。 
柵がある辺りの洞窟の幅は約 10.5 メートル、高さは約 4 メートル。ここから奥へ向けて急角度で低く、

狭くなっていく。最深部までは 14.5 メートルほどだが、中ほどまで行くと 
ヘルメットが天井部分に当たり、立って進むことができなくなる。空気はひんやりとして、“洞窟”の実感

が湧いてくる。遠浅の海辺に打ち寄せたさざ波が形作ったような緑がかった岩肌が続く。ゆっくり進むと、

さらに天井部分が低くなって思わず腰をかがめる。岩塊の崩落があった跡だろう、高く盛り上がっている。

かなり大きく長い割れ目も走っている。 
氷見市立博物館作成の「大境洞窟遺跡関連年表」（前記「大境洞窟をさぐる」）によると、洞窟が縄文人

によって利用されるようになってから1000年ほど経った今から約3000年前に洞窟中央から北側にかけて

第 1 回目の落盤が起きている。第 2 回目の落盤は紀元前後ごろで、やはり中央から北側にかけて。3 回目

は 4 世紀ごろ、4 回目は 7 世紀前後にいずれも洞窟全般にわたって落盤があったとされる。4 回とも大規

模な地震によるものと推定されている。その落盤の跡がくっきり残る大きな岩の隙間を縫うように進むと、

深い溝のようなところに出て再び立つことができる。 
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写真 3-4.上左から①さざ波のような岩肌②奥へ行くにしたがって低くなる天井部。石灰で堅くコーティグされている③

岩塊の崩落跡か。下左から④岩壁の襞に小さな突起物が無数に付着している⑤湧水の名残を思わせる水溜り⑥月面のクレー

ターのような造形美。 

 

天井部分はシルト岩層から地下水中に溶け出した石灰が沈殿し、硬くコー

ティングされたような状態になっている。所々に小さな鍾乳石も見られる。

地下水の浸み出しで今も成長中なのだという。緑や赤みがかった小さな突起

が無数に付着した岩肌も目に付く。洞窟が今も生きていることを窺わせる光

景だ。 
直径 30 センチほどの窪みが点在している。洞窟入り口の方から射すかす

かな逆光の中、月面のクレーターのように浮かび上がる自然の造形美はひと

きわ印象的だった。大正 7（1918）年の調査の際、作成され、昭和 48（1973）
年に発見された測量図「富山懸氷見郡宇波村大境白山神社洞窟附近平面圖

（図 3-2）」では、洞窟最深部に最長 3 メートル、幅 1.5 メートル程の縦長楕

円形の湧き水が青色で図示されているが、それほど大きな水面は見当たらず、

30 センチ程度の小さな水溜りが数か所点在するだけだった。 
この測量図を詳細に分析した氷見市立博物館館長補佐、大野究（もとむ）氏によると、和紙に烏口で描

かれた計 7 枚の図面（洞窟全体の平面＝図 3-2、周辺の環境、全体の断面、断面の層位等）は、当時の洞

窟の状況を的確にとらえたもので、保全工事で行った測量結果と照合してもほぼ正確なものだったという。

湧水面の消滅などは、その後 1 世紀近くたった洞窟の微妙な変貌と見るべきだろう。 
しかし、洞窟全体としては、家持が暮らした万葉の時代はもとより、洞窟生成期から落盤を繰り返して

きた太古の空気を、そのまま今に伝えるに十分な神秘性を保っていた。しかも数千年という途方もない時

間の中でなお呼吸を続け、地球の鼓動が直に感じさせる洞窟最深部であった。 
大境洞窟から海岸沿いに 8 キロほど南下、氷見の市街地を抜けて新川沿いに西へ 2 キロほど入ったとこ

ろに、家持の時代、「布勢水海（ふせのみずうみ）」と呼ばれた「十二町潟（じゅうにちょうがた）水郷公

園」がある。 
 

４.「布勢水海」の変遷  

布勢
ふ せ

の海
うみ

の 沖つ白波 あり通
がよ

ひ いや年
とし

のはに 見つつしのはむ（巻 17 3992） 
〈布勢の海の沖の白波が寄せるようにずっと通って来て、毎年毎年この景色を愛で続けよう〉 

 この歌の前にある長歌（3991）の題詞には「布勢の水海に遊覧する賦
ふ

」とあり、長歌の後半部で「渚
なぎさ

に

は あぢ群騒
むらさわ

き 島廻
し ま み

には 木
こ

末
ぬれ

花咲 ここばくも 見
み

のさやけきか」〈波打ち際にあぢ（鴨の一種）が群

れ遊び、島の周囲の木々の梢には花が咲いて、何と清らかな眺めだろう〉―と、その景色の素晴らしさを

賛えている。家持は越中国守として過ごした 5 年間に、この布勢の海には以下の通り 4 回も訪れ、計 24

図 3-2.洞窟平面図 
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首の歌を万葉集に残している。彼にとって一番気に入っている場所の一つであった。 
①天平 19（747）年 4 月 24 日＝家持 30 歳、万葉集搭載歌 2 首 
②同 20 年 3 月 24 日＝31 歳、8 首。翌 25 日、8 首 
③天平勝宝 2（750）年 4 月 6 日＝33 歳、2 首 
④同年 4 月 12 日＝4 首 
 歌にある通り当時、船を浮かべてゆったりと遊覧できるほど大きな「海」（潟湖）であったが、今は、氷

見市管理の「十二町潟水郷公園」としてわずかにその名残を残すだけだ。 
 現在の住所地は氷見市十二町中開 4322 の１（数理位置は北緯 36 度 84 分 01.54 秒、東経 136 度 97 分

38.12 秒）。国のアーバンエコロジーパーク（自然生態観察公園）の指定を受け、昭和 51（1976）年から

20 年以上をかけて公園として整備した。公園全体の面積は 11.5 ヘクタール。万尾（もお）川の川筋、東

西約 2キロに沿って改修され、中央に高さ 1メートルほどに伸びたヒメガマが自生する湿地(潟)が広がる。

上流にあるオニバスの群生地は国の天然記念物に指定されている。冬には白鳥が飛来することでも知られ

ている。 
 

  
写真 4-1.左から①江戸時代に、家持の時代をしのんで描かれた「布勢水海」の絵（円山の頂上にある環境

省の説明版板から〉②十二町潟水郷公園。中央部の潟にヒメガマが繁る③公園に架かる横断橋。 

  
「布勢水海」の生成期から家持が遊んだ古代、そして現在への変遷を辿ると、前章で触れた大境洞窟の変

貌ぶりとオーバーラップして興味深い。以下、「氷見市立博物館 2005 年特別展『水辺の人びと―布勢水

海の歴史をさぐる―』」の冊子に基づいて見ていきたい。 

 海水の浸食によって大境洞窟ができた 6000 年前の縄文時代前期、海水面は今より 5～6 メートル高く、

氷見平野はほとんど海だった。縄文中期の海退期に現在の富山湾に沿うような形で砂丘が形成され、内陸

へ広がっていた湾が閉ざされ、潟湖としての「布勢水海」が生まれた。縄文時代中期から後期の遺跡分布

から、当時すでに谷奥は埋まり、人の暮らしがあったことが分かる。海水混じりの鹹水湖であったため海

産物の骨や貝殻が多く出土している。ちょうど、大境洞窟の第 6 層にあたる。その後、さらに海水面が低

くなって陸地が広がり、洞窟の第 4 層にあたる弥生時代後期から終末期にかけて稲作が始まった。 
 家持の時代（洞窟の第 2 層）には、水海周辺の平野部には集落が増加、農地としての開発が進み、潟の

ほとりでは製鉄が行われていた可能性もあるとされている。しかし、船遊びをするだけの広々とした湖面

はまだ健在で、鳥が群れ飛び、花が咲き乱れる豊かな自然が都育ちの家持らを魅了した。 
 鎌倉時代の終わりごろには河口付近に港が開設され、海運によってもたらされた珠洲陶器を使った火葬

墓の遺跡が見つかっている。同時期にあたる洞窟の第 1 層からも同じように珠洲陶器が出土している。江

戸時代になると、干拓が一層進み、潟の面積は急激に縮小、19 世紀中頃には十二町村の範囲にまで狭まり

「十二町潟」の名前が使われるようになった。その後も干拓が進み、農地が広がっていったが、昭和 30
年代までは依然として湿田であった。川の付け替えや排水機場の整備などによって、一面に青々とした田

園と住宅地が広がる現在のような状況になったのはここ半世紀のことである、という。 
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写真 4-2.は左から①家持の時代の「布勢水海」。中央上部の灰色の部分。黒丸は集落跡②は干拓が進んだ江戸時代③現在の

十二町潟。細長い川筋だけになっている〉（上記・氷見市立博物館「水辺の人びと」の冊子の図版 8、16、25 の各ページ

から。 

 
昭和 39（1964）年頃にこの地を訪れた万葉学者、犬養孝の「万葉の旅」（平凡社改訂新版）には当時の

湿田の様子を写した写真が掲載されている。また、近くの円山（標高約 20 メートル）に上れば、「旧水海

は一望のなかだ」とあり、急な坂を上ってみたが、生い茂った樹木に遮られて見渡すことは出来なかった。

ただ、「布勢の円山」という環境省が建てた説明版に、江戸時代に描かれたという絵が添えられており、水

海の中央に島に見立てて描かれている円山の姿から、かすかに往時をしのぶことができた。 
この絵は、家持の時代の国庁があったとされる勝興寺（高岡市伏木古国府）の住職が享和 3（1803）年、

万葉の故地をしのんで絵師に描かせたもので、「布勢湖八勝」として今も勝興寺に残されている。同寺に聞

くと、現在寺が工事中ため京都市下京区西本願寺前の龍 
谷大学龍谷ミュージアムに寄託。同ミュージアムでは 2013 年 11 月から一般公開する予定だ、ということ

だった。 
円山にはこのほか、全国で初めて家持を祀ったという御影社や、風化で字の判読も難しくなった 
明日の日の 布勢の浦廻

う ら み

の藤波
ふぢなみ

に けだし来
き

鳴
な

かず 散らしてむかも（巻 18 4043）。〈明日の布勢の

浦の藤の花には（ホトトギスは）やって来て鳴かないで、むなしく散ってしまうのではないでしょうか〉

という家持の歌碑も建っていた。地元の人たちの家持に対する思いの強さが伝わって来る丘だった。 
 

５.家持と越中歌壇 

磯
いそ

の上
うへ

の 都万
つ ま

麻
ま

を見れば 根を延
は

へて 年
とし

深
ふか

からし 神
かむ

さびにけり（巻 19 4159） 
〈海辺の岩に立つつままの木を見ると、根をしっかり張ってずいぶん年を重ねているようだ。神々しい

ことだ〉 
天平勝宝 2（750）年 3 月 9 日に春の出挙で氷見市の旧古江村へ出かける途中、高岡市渋谷を過ぎた海

辺の岩の上の老木を見て詠った歌で、「つまま」は、タブノキあるいはイヌグスとも呼ばれる暖地性常緑高

木。家持にとっては初めて見る木で、題詞には「渋谿
しぶたに

の崎を過ぎて巌
いはほ

の上の樹を見たる歌一首 樹の名は

つままなり」とわざわざ注を付けている。 
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写真 5-1.左から①「つまま」の木。氷見市立博物館玄関先に植えられている②越中万葉に 13 回も登場

する「二上山」③高岡市万葉歴史館。 

  
こうした越中独特の生物や方言、地名を詠いこんだ歌は他にも、「保

ほ

与
よ

」（ヤドリギ、巻 18 4136）▽

「葦附
あしつき

」（水
み

松
る

の類＝家持注）（巻 17 4021）▽「都奈之
つ な し

」（コノシロ、巻 17 4011））―などがある。ま

た「堅
かた

香子
か ご

の花」（カタクリ、巻 19 4143）については前述した通りだし、「東風
あ ゆ

」は「くにぶりことば

（俗の語）」として「3－1（大境洞窟）」で触れた（巻 18 4093）ほか、（巻 17 4017）（巻 19 4213）
にも登場する。 
 越中万葉には地名が非常に多く出てくるのも大きな特徴だ。「越中万葉百科」（高岡市万葉歴史館編）の

「越中万葉の地名」によると、「越中」や「越」を含め、同じ地名の異なる表現（たとえば「二上」「二上

の峰」「二上の山」「二上山」）を個別に数えると、実に 102 に上る（歌・題詞・左注等の合計）。前章で述

べた、家持お気に入りの「布勢水海」は 15 回、射水市北西部の富山湾に面した「奈
な

呉
ご

（の海）」は 11 回、

北陸きっての名峰「立山
たちやま

」は 8 回も登場する。さらに、地名を第一句目に詠みこんだ歌も立山をはじめ▽

雄
お

神
かみ

河
がは

▽鸕坂
う さ か

河
かは

▽婦負
め ひ

河
がは

▽之乎
し を

路
ぢ

（巻 17 4021～4025）▽香
か

島
しま

（同 4027）▽珠洲
す ず

の海（同 4029）―

などがある。 
 越中時代の家持の歌の数そのものが多いとは言え、これほどローカル色豊かな歌が続くのは万葉集全体

を通しても稀だ。それほど家持が任地・越中に解け込もうとし、愛着を覚えていたことの反映なのだろう。 
 前掲「越中万葉百科」で、小野寛・高岡市万葉歴史館前館長は、家持が越中国守として赴任するにあた

っての叔母・大伴坂上郎女の餞別の歌（巻 17 3927）から家持が都へ帰任する途上での歌（巻 19 4256）
までの 330 首と、巻 16 の地方民謡 7 首（能登国歌 3 首と越中国歌 4 首）を加えた計 337 首を「越中万葉」

と定義している。そのうち 223 首が家持の作で、地方民謡を除いた 330 首の 67.7%にあたる。家持は在任

中、部下にあたる越中国介
すけ

（次官）内蔵
く ら の

縄
なわ

麻呂
ま ろ

▽同掾
じょう

（判官）・大伴
おおともの

池
いけ

主
ぬし

▽同・久米
く め の

広
ひろ

縄
つな

や都からの使者・

田辺
たなべの

福
さき

麻呂
ま ろ

らと宴席などで歌を交わし、いわゆる“越中歌壇”を形成した。そのほとんどに歌を詠んだ日

にちが記載されており、そのまま歌日誌の体裁になっている。題詞や左注によって、都人にも、地方の雰

囲気が伝わるようにとの配慮も施されている 
そして、家持は冒頭に挙げた「しなざかる 越に五年 住み住みて 立ち別れまく 惜しき宵かも」の

歌を残して越中を去る。この歌は、家持の父・大伴旅人が九州・大宰府から都へ戻る際、山上憶良
やまのうえのおくら

(注 6)

が贈った「天
あま

ざかる 鄙
ひな

に五年
いつとせ

 住まひつつ 都のてぶり 忘らえにけり」（巻 5 880）〈遠い田舎に 5
年も住み続けて都の風習も忘れてしまった〉を意識したものとされている。確かに語調に似た点はあるが、

「立ち別れまく惜しき宵」という語だけでも、任地への哀惜の情の差は歴然としている。家持にとって、

越中は特別の地であった。家持を中心に生まれた「越中歌壇」「越中万葉」は、万葉集を世界に誇る抒情詩

と位置付けるのに欠かせない要素の一つとなった。  
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６.おわりに 

万葉学の権威で奈良万葉文化館館長、中西進は「２、越中国守、・大伴家持」で取り上げた「朝床に 聞

けば遥けし 射水河 朝漕ぎしつつ 歌ふ船人」の歌を解説して次のように述べている。 
「（歌の）中心は唱を歌っている人にある。（略）しかもどういう人間かというと、鄙の川の船頭である。

とうぜん、そこで歌っている唱も鄙唱にちがいない。都ぶりの聞き慣れた唱ではなく、めずらしい唱であ

る。それでいて、めずらしい唱そのものに関心がある以上に、歌っている越の国の人間に心をひかれてい

る」（「中西進著作集 29」四季社）。 
青年貴族・家持が 5 年間、都から遠く離れた越中に暮らして自然を愛で、風土になじむ以上に土地の人

との交わりに関心を強め、それが歌にも反映していったことを指摘している。大境洞窟や布勢の水海の遺

跡に、その暮らしぶりのかすかな痕跡を残す古代の越中の人々との交わりが万葉集という民族の叙事詩に

書き留められていったのだ。古代国家形成期、中央の支配層とは異質のたくましい民族の躍動が辺境の地

にもあった。それが万葉歌に歌われ、遺跡・遺物に刻み込まれていた。大和を中心とした古代国家は、こ

うした地方の基盤があってこそ成り立ちえたものであろう。 
一方、現代の人々は家持が残した「越中万葉」を誇りとし、大切にその文化を守っている。平成 2（1990）

年に、高岡市は市制施行百周年を記念する事業として日本初の「高岡市万葉歴史館」を同市伏木一宮に建

設した。万葉に関する学術論文 5 万 3000 点を含む 8 万点の文献が収蔵されているほか、館内には万葉の

世界を分かりやすく展示。随時、テーマを絞った特別展も開かれている。2012 年は 2 万 9000 人の入館者

があった。お隣りの氷見市では大境洞窟や布勢の水海の遺跡を長年かけて保全整備にあたってきたことは

前に触れた。また、昭和 57（1982）年にオープンした市立博物館には、大境洞窟のジオラマや「氷見の

歌枕」と題した万葉ゆかりの資料が数多く展示されている。玄関先にはあの「つまま」の木が植えられて

いた。 
万葉の歌碑は全国各地に約 2 千基あるとされているが、100 基を超えるのは奈良（273 基）、兵庫（126

基）、高知（121 基）、福岡（120 基）と富山（104 基）の 5 県。富山には歌碑のほか、ゆかりの地を示す

関連碑や長径 72～35 センチの自然石に歌を刻んだ越中万葉植物園のものなどを加えると計 161 基を数え

る。さらに、家持時代の越中国であった石川県のそれらを合計すると 239 基と、万葉の故郷、大和・奈良

に匹敵する。（万葉の碑を訪ねる会編「万葉二千碑」、前掲「越中万葉百科」による）。 
高岡市では、毎年 10 月に「高岡万葉まつり」が開かれ、15 万人以上の人出でにぎわう。ハイライトは

3 日間で万葉集 4516 首を一般の人が詠う「万葉集全二十巻朗唱の会」。2012 年には 2300 人が参加、会場

の高岡古城公園には、深夜から未明にまで朗々と万葉歌が響きわたっていたという。 
 大伴家持は帰京後も、最高傑作とされる「春愁三首」（注７）や東国の防人（さきもり）たちの歌（注 8）

を記録に残すなど歌作に深く関わっていくが、天平宝字 3（759）年正月の「新
あらた

しき年の始めの初春の今日
け ふ

降る雪のいや重
し

け吉事
よ ご と

」（巻 20 4516）〈縁起のいい年の初めの雪のように、いいことが重なって欲しい

ものだ〉という歌を最後に万葉集は幕を閉じる。家持はまだ 42 歳。その後 68 歳の生涯を閉じるまで 27
年間、1 首の歌も残していない。晩年は政治家として激しい浮き沈みを経験、最期は暗殺事件に関与した

として官位を剥奪され、埋葬さえも許されなかった。許されて復位するのは 21 年後になる。 
そんな悲運の後半生だっただけに、29 歳から 34 歳までの充実期を過ごした越中での 5 年間が輝いて見

える。家持は「しなざかる鄙の国」に、都の第一級の文化を伝えた。それが見事に根付き、1300 年経った

今も衰えを見せてはいない。それを実感することができた取材行だった。 
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注 1）大伴旅人（おおとものたびと）：天智 4（665）年―天平 3
（731）年。奈良時代初期の貴族、歌人。父は安麻呂。官位は従 2
位、大納言。万葉集に「酒を讃（ほ）むる歌 13 首など計 76 首（78
首説も）搭載。大宰府師時代の作品が多く、山上憶良らとともに

筑紫歌壇を形成。大伴坂上郎女は異母妹。家持は長男。 
注２）坂上郎女（さかのうえのいらつめ）：生没不詳。額田王（ぬ

かたのおおきみ）以後最大の万葉女流歌人。長短合わせて 84 首

が搭載されている。大伴宿奈麻呂との間にもうけた坂上大嬢（さ

かのうえのおおいらつめ）は家持の正妻。旅人の妹で、旅人の妻

亡き後、大伴家を仕切る。 
注３）出挙（すいこ）：古代に行われた稲などの利子つき貸付制

度。国が行う公出挙と私人が行う私出挙があった。公出挙では国

府が春と夏に穂付の稲を貸し付け秋の収穫期に回収する。利息は 5 割。越中守だった家持も 2 回、出挙に

出かけていたことが万葉集から窺える。一種の税制度で、出挙の収支は毎年「正税帳」に記載され、中央

政府に報告された。 
注４）「明暦二歳加納組高覚帳」（1656 年）の記述。「2002 年氷見市立博物館特別展『大境洞窟をさぐる』」

の解説図録から 
注５）朝日貝塚：氷見市朝日にある縄文時代前期から中期を中心とする遺跡。大境洞窟と同様、大正 7（1918）
年に発見、東京大人類学教室の柴田常恵らによって発掘され、3 年後国指定史跡になった。その後の調査

で日本で初めての住居床面が確認されるなど日本海側の代表的な縄文時代貝塚の一つとして知られている。 
注６）山上憶良（やまのうえのおくら）：斉明 6（660）―天平 5（733）年？。出自は不明で百済渡来人説

も。学識を買われ、遣唐使としても活躍。筑前守時代、大伴旅人らと筑紫歌壇を形成。万葉集には 75 首

（78 首説も）残している。「貧窮問答歌」など社会的弱者に目を向けるなど異色の社会派歌人として有名。 
注７）春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影にうぐひす鳴くも（巻 19 4290）〈春の野に霞がたなびいて

悲しみに沈んでいると、薄明の彼方からうぐいすの鳴き声が聞こえてくるよ〉・わがや屋
や

戸
ど

のいささ群
むら

竹
たけ

吹

く風の音のかそけきこの夕
ゆふべ

かも（同 4291）〈我が家の小さな竹群を吹く風の音がかすかな、この夕暮れ

よ〉・うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば（同 4292）〈うららかな春の陽光の

中にひばりが上がっていく。悲しいことだ。独りもの思いにふけっていると〉家持が越中から帰京して 2
年後の天平勝宝 5（753）年 2 月 23 日（前 2 作）と 25 日の歌。今の４月初旬にあたる。複雑な都の政情

の中にあって、独特の繊細な感性でとらえた心象風景。家持抒情歌の最高傑作とされる 3 部作である。 
注８）九州の守りのため東国各地から徴集された防人の歌が万葉集には 98 首搭載されている。そのうち

巻 20 の 84 首は、天平勝宝７（755）年、兵部少輔（ひょうぶのしょうふ）として難波の地にいた家持が

収集、記録したものである。家族と別れる寂しさや残された家族への思いを率直に歌った庶民の歌で、万

葉集の大きな特徴の一つとなっている。家持自身も防人の気持ちを汲んだ「防人の別れを悲
かな

しぶる情
こころ

を陳

べたる歌（巻 20 4408）など 3 首の長歌を残している。 
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ABSTRACT 
Osaka University of Economics and Law opened the special course called “Media and Modern Society”, 

in 2013. As a part of this course, I lectured on “The Role of Newspaper as Opinion Leader”, and 
inspected editorials of 4 major Japanese newspapers; Asahi, Mainichi, Yomiuri and Sankei Shimbun. 
This report is based on the lecture. Themes remarked are “The state secret protection law”, “Nuclear 
power plant”, “Futenma U.S. Marine base”, “Achievement test”, etc. Opinions of those themes are 
divided into two groups; Asahi・Mainichi Shimbun vs Yomiuri・Sankei Shimbun. It is very important to 
recognize the differences and to have own opinion. 
 On the other hand, sometimes 4 newspapers have similar opinions. For example, “Increase of 
consumption tax” “Participation in the negotiation TPP” “Reform of election systems”, etc. About those 
themes, I considered of impacts on the reality of politics. At the end of report, I pointed out the area 
required improvement on the current editorials.   
キーワード：新聞の二大機能、社説、二極分化傾向、特定秘密保護法、原発 
Keywords  : Two important function of the newspaper, Editorial, Tendency to divided into two major 
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1.はじめに 

大阪経済法科大学では2013年度、「現代社会とメディア」という講座を設け、様々なメディアの現場で活動している

講師を招いて、メディアを通して現代社会の実像を学ぶユニークな授業を行った。本稿は、その一環として、「オピニ

オンリーダーとしての新聞の使命＝社説検証」と題して行った講義録の一部を修正したうえ、大幅に加筆したもので

ある。新聞の 2 大機能としての論評、その中核である社説の役割と重要性を説明したうえで、朝日・毎日・読売・産経

の 4 大全国紙の社説で“二極分化”傾向が顕著であることを指摘。世論を二分した「特定秘密保護法」を初めとして、

脱依存か再稼働かをめぐる原発論争▽沖縄・普天間の米軍基地移設▽民主党政権と自民党政権で対応が分かれ

た全国学力テスト―などの具体的なテーマごとに前記 4 紙の社説をチエック。その違いを詳述しながら実際の政策や

世論にどのような影響を及ぼしたかを検証した。 

一方、消費税増税やＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）、猪瀬・東京都知事をめぐる 5000 万円疑惑…など 4

紙が共通の主張を展開している問題も取り上げ、同じくその影響などを論述した。さらに、こうした事実関係を踏まえ

たうえで、読まれることの少ない社説の課題と問題点を何点か指摘。講義では一つの法令、政策でも新聞社によって、

その主張に大きな違いがあり、違いを読み解くことによって自分の考えをまとめ、発信していくことの重要性を強調し

た。 

 

２.新聞の二大機能としての論評・社説 

 新聞の代表的な機能としては大きく分けて二つある。一つは事実を迅速かつ正確に伝える報道としての機能。も

う一 つが社会の様々な事象を分析し、その意味合い、対処すべき方途を示す論評という機能である。 

報道機能は①事実のみを伝える「客観報道」②記者の個人的な意見を含む「主観報道」（署名記事など）③ひとつ

の事象を集中的・多角的にとらえ、改善を目指す「キャンペーン報道」（例えば飲酒運転追放、性暴力撲滅等）④公

的な機関や当事者の発表に頼らず、メディア独自で調査し、問題提起を行う「調査報道」…などに区分けされる。日

本新聞協会の新聞倫理綱領（2000 年 6 月制定）に「報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信

条に左右されてはならない」とあるように、基本は客観報道である。一般的には無署名の記事が多いが、最近の傾向

としては、事件・事故を含めていわゆる客観報道でも、記事の責任を明確にし、読者と接点を持たせるという意味合い

から署名記事が増える傾向にある。 

こうした報道形態の中で、メディア本来のあるべき姿として注目されるのが調査報道である。世界的に有名なのは

1974 年、時のニクソン米大統領を辞任に追い込んだ「ウォーターゲート事件」。ワシントンポスト紙の 2 人の記者が民

主党本部のあるウォーターゲートビルに盗聴器が仕込まれていた事件を 2 年余に渡って追跡取材、共和党の幹部が

関与していたことを突き止めた。取材源はＦＢＩ副長官だったが、本人が 33 年後に名乗り出るまで秘匿された。日本で

は、朝日新聞が 1988 年 6 月 18 日付で報じた神奈川県川崎市の助役の疑惑をきっかけに発覚したリクルート関連会

社の未公開株を巡る大型汚職事件がある。国会議員をはじめ高級官僚、大企業トップなど 20 人が起訴され、時の竹

下内閣が崩壊した。産経新聞が 1980 年 1 月 7 日付で第 1 報を報じ、その後 20 年余にわたって追跡報道を続けた

北朝鮮による日本人拉致事件は 2002 年、小泉首相（当時）の訪朝で拉致被害者 5 人の帰国に結び付いた。教科書

を書き換えるきっかけになった旧石器捏造事件は 200 年 11 月 5 日付の毎日新聞によるものだった。著名考古学者

の発掘で日本列島の旧石器時代は 70 万年前に遡るとされ、教科書にも記述されたが、根拠となった石器は、当の考

古学者が事前に埋めたものを新たに発掘したように装い、歴史を捏造していたことを突き止め、間違った教科書の記
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載が訂正された。その他、鳩山元首相に関わる不正政治献金や一連の食品偽装問題など新聞報道をきっかけに刑

事事件に発展したケースが少なくない。 

一方、「世におもねらず所信を貫く」（前記新聞倫理綱領）のが論評で、その代表例が新聞社としての考え方、主張

を展開する「社説」である。現在新聞協会加盟新聞・通信社 104 社のうち 64 社（共同通信配信を含む）が社説欄を常

設している。担当するのは「論説委員室」というセクションで、全国紙の場合、20～30 人のベテラン記者で構成する。 

社説はどうして作られるのか―。まず、今最も重要な問題は何か、その日の社説として何を取り上げるべきかを討

議する（アジェンダセッティング）。テーマが決まれば、それをどういう方向付けで論じるかを議論し、結論に従ってそ

れぞれ専門分野の委員が執筆する。通常 1 日に 2 本掲載、大きな問題では 1 本の大型社説になる。年頭に１年の課

題を取り上げる元日から数日間は大型社説が続くことが多い。社説欄は固定されているが、きわめて重要と判断した

場合、社によっては 1 面に掲載することもある。合議制による全会一致が原則だが、論説委員長（論説主幹）が裁断

するケースもある。個人の考えではなく、あくまで新聞社としての主張であるから無記名が原則である。 

 

３.二極分化傾向 

社説のスタイルとして、かつては色々な考え方を紹介しながらそれぞれの長所、短所、問題点を指摘する解説型

が多かったが、80 年代後半からは世論が分かれているような場合でも、賛否をはっきり主張する論評型が主流となっ

ている。「大部数を発行する新聞は、どっちつかずのあいまいな国際的無責任、進歩を偽装した保守的、観念的中

立主義に耽溺することは許されない」と述べた 84 年元日の読売新聞の社説以降、各社の姿勢がより鮮明になった、

とされる。ちなみに産経新聞は 92 年に「新聞はみな同じではありません」として「ものを言う新聞」をプレスアイデンティ

ーに掲げた。朝日新聞は 02 年、「闘う社説」を標榜、「新聞は似たり寄ったりだと思っているようだ。だが、決してそうで

はありません」（04 年 4 月 1 日付社説）と論じている。読売は「読売ｖｓ朝日社説対決 50 年」（2001 年 8 月 中公新書）

など、朝日との主張の違いをまとめた本を出して、その独自性をアピールしてきた。産経は月に一度、重要テーマを

取り上げて各紙の社説を比較する「社説検証」という欄を設けている。他 3 紙がすべて匿名なのに対し、毎日は随時、

論説委員個人の署名を入れた「視点」というコーナーを設けている。 

憲法改正に始まって自衛隊の海外派遣、従軍慰安婦、首相の靖国神社参拝、脱原発、ゆとり教育、学力テスト…

など大きく世論が分かれるような問題では、それぞれの社説が対立するケースが目立つようになった。多くの場合、朝

日と毎日に対して読売と産経、という二極分化の傾向が顕著になっている。ややリベラルな傾向があると言われる「朝

毎」に対して保守的な色彩が強いとされる「読産」という構図は、時に国政の与野党の対立とも重複。さらに、それぞ

れの 2 紙を合計した発行部数が拮抗しているという事情もあって、世論への影響度が注目されることになる。 

以下、国論を二分したような最近の重要テーマについて４紙各社の社説の見出しを比較しながらその違いを見て

行きたい。 

 

４.特定秘密保護法 

特定秘密保護法は、国の安全保障にかかわる重要な秘密を洩らした公務員らの罰則を強化する法律で、2013 年

11 月 26 日、衆院を通過。12 月 6 日に参院で可決され、成立した。1 年以内に施行されることになっている。 

防衛・外交・スパイ活動・テロの 4 分野で、特に秘匿する必要がある情報を閣僚らが「特定秘密」に指定。これを洩ら

した公務員らに10年以下の懲役、不正取得の共謀、教唆などにも5年以下の懲役刑を科す。秘密指定は5年だが、
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更新できる。ただし 30 年を超える場合は内閣の承認が必要で、その上限は 60 年（暗号や人的情報をなど 7 項目を

除く）。国民の知る権利につながる報道・取材の自由に十分配慮し、正当な取材は罰しない―などという内容だ。    

政府・与党は、中国、北朝鮮など北東アジアの情勢が緊迫化する中、同盟国や友好国と情報を共有、信頼を得てい

くためには情報漏洩を防ぐ措置が必要であり、安全保障の司令塔となる国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）の機能を

発揮させるためにも欠かせない―として法案を提出した。これに対し、民主党などは、秘密の指定や公開の基準があ

いまいで、政府や官僚の拡大解釈によって情報を隠し続けることができる―などと反対。国会でも激しい論戦が繰り

広げられたが、全国紙 4 紙の主張もはっきり賛否が分かれた。 

 毎日が法案提出前の 10 月 21 日付社説で「この法案に反対だ」としたのに続いて、朝日が法案提出を受けて同月

26 日付で「この法案に反対する」と旗幟を鮮明にした。読売、産経は知る権利との関係や後世の検証などに注文を

つけながらも法案を支持する姿勢をとった。下記で示した社説の見出しは、自民・公明・みんなの党の賛成多数（維

新は欠席）で法案が衆院を通過した翌日の 11 月 27 日付のものである（表 1）。 

 

表 1.特定秘密法案衆院通過を受けての 4 紙の社説。カッコ内は掲載日＝以下同じ 

朝日 特定秘密保護法案 民意おそれぬ力の採決（13・11・27） 

毎日 秘密保護法案衆院通過 民主主義の土台壊すな（同上） 

読売 秘密保護法案 指定対象絞り「原則公開」確実に（同上） 

産経 秘密保護法案 成立に向け大きな前進だ（同上） 

 

 読売は「原則公開」という注文を見出しにとりながらも「日本にも他の先進国と同様の機密保全法制が必要だとの意

思が、明確に示された」「与野党の枠を超えた多くの支持によって、衆院を通過したことは評価できる」と賛同の姿勢

を明確に示した。産経も「国として安全保障の機密を守る法整備は欠かせない」と論じた。一方は「数の力におごった

権力の暴走としかいいようがない」（朝日）「あぜんとする強行劇だった」（毎日）と怒りをあらわにした。そのうえで朝日

は「この法案の問題の本質は、何が秘密に指定されているのかがわからないという『秘密についての秘密』にある。こ

れによって秘密の範囲が知らぬ間に広がっていく」とし、毎日も「『知る権利』に対する十分な保障がなく、秘密をチエ

ックする仕組みが確立されていないなど問題点や疑問点はふくらむばかりだ」と強調した。  

法案が参院で可決、成立した翌日、12 月 7 日付で、4 紙ともテーマを特定秘密保護法 1 本に絞った大型社説を展

開した（表 2）。 

 

表 2．秘密保護法成立を受けての 4 紙社説 

朝日 秘密保護法成立 憲法を骨抜きにする愚挙 外される歯止め 権力集中の危うさ 国会と

国民の決意を（13・12・7） 

毎日 特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ 息苦しい監視社会に 民意を問うべきだ

（同上） 

読売 秘密保護法成立 国家安保戦略の深化につなげよ 疑念を招かぬよう適切な運用を 統

一的なルール明確に 知る権利とのバランス 「原則公開」も問われる（同上） 

産経 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな 国民のために

ある秘密 ＮＳＣが機能する前提（同上） 
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朝日は「憲法の根幹である国民主権と三権分立を揺るがす事態だ」と非難。毎日も、強行採決で法が成立した 12

月 6 日を「民主主義が損なわれた日として記憶にとどめたい」と強調したうえで、両紙とも法の廃止や全面的見直しを

求めた。一方、読売、産経は発足したばかりの国家安全保障会議（ＮＳＣ）との関係でも不可欠な法律だ、として歓迎。

ただ、法案審理の過程で政府への不信感が増し、懸念が生じたことや説明が不十分だったことを指摘。第三者によ

る秘密指定のチエック、指定解除のあり方などについて注文を付けた。 

内容と同時に、この問題を取り扱った社説の量からみても姿勢の違いがはっきり分かる。毎日は 11 月 5 日から「秘

密保護法案を問う（後半は「秘密保護法案参院審議を問う」というカットをつけて 12 月 8 日までに計 25 回、この問題

を取り上げた。ほぼ連日といっていい。同じ期間に朝日は 18 回、これに対し読売は 6 回、産経は 4 回しか取り上げて

いない。この 4 紙のほか、全国紙の日本経済新聞は、法整備の必要性は認めながらも内容に疑問を呈し、強行採決

という国会運営を厳しく批判するなど反対の立場をとっている。また、地方紙の大半も批判的な社説を掲載している。 

こうした社説がどれほど世論に影響したか、厳密に検証する手立てはないが、参考までに法案成立直後のそれぞ

れの社の世論調査結果を見ると、内閣支持率に一定の傾向が顕著に表れている（表 3）。 

 

表 3.法成立直後の各紙の世論調査結果。単位％。カッコ内は前回比 

  朝日 毎日 読売 産経 

支持率 46（－3） 49（－5） 55（－9） 47（－9） 

不支持率 34（＋4） 34（＋8） 38（＋15） 39（＋13）

 

朝日は法成立翌日の 12 月 7 日の緊急世論調査で（紙面は 8 日付）を行った。安倍内閣の支持率は 46％、不支持

は 34％。前回の 11 月 30 日～12 月 1 日の調査結果と比べて支持が 3 ポイント減り、不支持は 4 ポイント増えた。毎

日は 12 月 21、22 日の調査（24 日付）で、支持が 11 月の前回より 5 ポイント減って 49％と、同紙の調査としては 2012

年 12 月の安倍内閣発足以来初めて 5 割を切った。不支持は 8 ポイント上がって 34％と、こちらも最高を記録。 

読売は 12 月 6～8 日の調査で（紙面は 10 日付）、支持は 1 か月前より 9 ポイント減の 55％で、こちらも同内閣発

足以来最低。不支持は 15 ポイント増えて 38％。産経（12 月 14、15 日調査で 16 日付）も 47％で、1 か月前より 9 ポイ

ント減少。逆に不支持は 13 ポイント増の 39％だった。 

 

 

 

図 1. 2013 年 12 月 24 日付毎日新聞 図 2.2013 年 12 月 10 日付読売新聞 図 3.2014 年１月６日付産経新聞 

 

このように 4 紙とも支持が減り、不支持が増えている。さらに特徴的なのは、もともと安倍政権寄りで、今回の特定秘

密法に対しても賛成の立場だった読売と産経の支持率の下落幅が 9 ポイントと、朝日・毎日の 5～3 ポイントと比べて

高い。不支持率も読売・産経は 2 ケタ増で、朝日・毎日より 4 ポイント以上高くなっている。 

 

更新できる。ただし 30 年を超える場合は内閣の承認が必要で、その上限は 60 年（暗号や人的情報をなど 7 項目を

除く）。国民の知る権利につながる報道・取材の自由に十分配慮し、正当な取材は罰しない―などという内容だ。    

政府・与党は、中国、北朝鮮など北東アジアの情勢が緊迫化する中、同盟国や友好国と情報を共有、信頼を得てい

くためには情報漏洩を防ぐ措置が必要であり、安全保障の司令塔となる国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）の機能を

発揮させるためにも欠かせない―として法案を提出した。これに対し、民主党などは、秘密の指定や公開の基準があ

いまいで、政府や官僚の拡大解釈によって情報を隠し続けることができる―などと反対。国会でも激しい論戦が繰り

広げられたが、全国紙 4 紙の主張もはっきり賛否が分かれた。 

 毎日が法案提出前の 10 月 21 日付社説で「この法案に反対だ」としたのに続いて、朝日が法案提出を受けて同月

26 日付で「この法案に反対する」と旗幟を鮮明にした。読売、産経は知る権利との関係や後世の検証などに注文を

つけながらも法案を支持する姿勢をとった。下記で示した社説の見出しは、自民・公明・みんなの党の賛成多数（維

新は欠席）で法案が衆院を通過した翌日の 11 月 27 日付のものである（表 1）。 

 

表 1.特定秘密法案衆院通過を受けての 4 紙の社説。カッコ内は掲載日＝以下同じ 

朝日 特定秘密保護法案 民意おそれぬ力の採決（13・11・27） 

毎日 秘密保護法案衆院通過 民主主義の土台壊すな（同上） 

読売 秘密保護法案 指定対象絞り「原則公開」確実に（同上） 

産経 秘密保護法案 成立に向け大きな前進だ（同上） 

 

 読売は「原則公開」という注文を見出しにとりながらも「日本にも他の先進国と同様の機密保全法制が必要だとの意

思が、明確に示された」「与野党の枠を超えた多くの支持によって、衆院を通過したことは評価できる」と賛同の姿勢

を明確に示した。産経も「国として安全保障の機密を守る法整備は欠かせない」と論じた。一方は「数の力におごった

権力の暴走としかいいようがない」（朝日）「あぜんとする強行劇だった」（毎日）と怒りをあらわにした。そのうえで朝日

は「この法案の問題の本質は、何が秘密に指定されているのかがわからないという『秘密についての秘密』にある。こ

れによって秘密の範囲が知らぬ間に広がっていく」とし、毎日も「『知る権利』に対する十分な保障がなく、秘密をチエ

ックする仕組みが確立されていないなど問題点や疑問点はふくらむばかりだ」と強調した。  

法案が参院で可決、成立した翌日、12 月 7 日付で、4 紙ともテーマを特定秘密保護法 1 本に絞った大型社説を展

開した（表 2）。 

 

表 2．秘密保護法成立を受けての 4 紙社説 

朝日 秘密保護法成立 憲法を骨抜きにする愚挙 外される歯止め 権力集中の危うさ 国会と

国民の決意を（13・12・7） 

毎日 特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ 息苦しい監視社会に 民意を問うべきだ

（同上） 

読売 秘密保護法成立 国家安保戦略の深化につなげよ 疑念を招かぬよう適切な運用を 統

一的なルール明確に 知る権利とのバランス 「原則公開」も問われる（同上） 

産経 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな 国民のために

ある秘密 ＮＳＣが機能する前提（同上） 
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発足以来高い数字を保ってきた安倍内閣の支持率が、ここへきて一斉に下落に転じたのは、審議のあり方を含め

た特定秘密法問題が影響していることは否めない（図 1.2013 年 12 月 24 日付毎日新聞、図 2.2013 年 12 月 10 日付

読売新聞、図 3.2014 年１月６日付産経新聞参照）。ただ、減ったとはいえ 46～55％の支持率を保っているのは、致

命的な打撃にまではなっていない、とも言える。（内閣支持率の危険水域は 30％台とされる）。 

 

5.脱原発依存か再稼働か 

 資源小国の我が国は、これまで国策として原子力発電を積極的に推進してきた。温室効果ガスの削減や石油の高

騰もあって、民主党政権下の 2010 年の第 3 次エネルギー計画では 50 基の原発を 2030 年までに 14 基以上新増設、

エネルギーの原発比率を約 50％まで持っていこうとしていた。しかし、東日本大震災による東京電力福島第一原発

の事故で事情は一変。民主党政権は 2012 年 9 月、「原発の新増設は一切認めず、2030 年代までに原発ゼロを可能

にする」と、脱原発依存に舵を切った。稼働中の原発も、安全審査基準を根底から見直すこととし、2013 年末現在 1

基の原発も稼働していない。太陽熱、風力など再生可能エネルギーの導入に力を入れているが、実際には原子力の

変わりは火力発電で補っており、それに伴う原油・液化天然ガスの輸入増加額は年間 3 兆円を超えている。 

自民党は政権復帰後の 13 年 12 月、第 4 次エネルギー計画を策定、原発を「重要なベース電源」と位置付け、安

全が確認された原発から再稼働させる方針を明らかにしている。 

こうした状況下で、原発を巡る問題でも４紙の社説は下記の通り、典型的な二極分化の主張を展開している（表

4）。 

 

表 4.原発問題を巡る 4 紙の社説の主な見出し 

朝日 原発世論調査 国民の不信は当然だ（12・3・14） 

 原発ゼロ 最後は国民の決断だ（13・11・14） 

毎日 原発政策転換 脱依存の道筋早く示せ（12・3・7） 

 小泉氏の発言 首相は耳を傾け決断を（13・11・13） 

読売 「原発検査」了承 政府が決断し再稼働目指せ（12・3・24） 

 小泉元首相発言 「原発ゼロ」を掲げる見識を疑う（13・10・8） 

産経 福島事故 2 年 原発活用し生き残ろう（13・3・12） 

 小泉会見 「原発ゼロ」は無責任だ（13・11・14） 

                          

 表に出てくる「小泉発言」というのは、小泉純一郎元首相が首相時代の原発推進の主張を一変させて、13 年秋ごろ

から「脱原発」を言い出し、多くのメディアに取り上げられるなど波紋を呼んだことを指す。それを読売が 10 月 8 日付

社説で厳しく批判。これに対し、小泉氏が 11 月 12 日に日本記者クラブで記者会見を開いて反論したのを受けて朝

日、毎日がこれを支持、産経が非難する社説を展開したものである。 

 原発問題は、我が国のエネルギー政策の根幹にかかわる問題であるだけでなく、地球的な規模で論争が続いてい

るだけに各メディアの“対決”が、なお一層厳しさをましていくことは間違いないところだろう。 
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６.米軍普天間基地移設問題 

 沖縄問題、なかんずく米軍基地問題は防衛、日米安保と直結するだけに、常にシビアな論戦が展開される。米軍

普天間基地（宜野湾市）は、住宅街のど真ん中にあって、「世界一危険な飛行場」と呼ばれ、早くから移転問題が起

きていた。前の自民党政権下の 2007 年、名護市辺野古沖を埋め立てて滑走路をつくり、基地を移設するという日米

合意ができ、必要な手続きに入っていた。ところが、政権交代を果たした民主党の鳩山首相（当時）が「最低でも県外」

と言い出し、事態が紛糾。オバマ大統領に「腹案はある」「トラストミー」と大見えを切ったものの、何の解決策も示せず

日米関係は最悪の状態に陥った。 

野田首相になってようやく動き出し、名護市辺野古沖埋め立てに伴う環境影響評価（アセスメント）手続きを仲井

間・沖縄県知事に対して行うことを決めた。それを受けた 4 紙の社説が分かれた（表 5）。 

 

表 5.民主党・野田内閣の方針に対する社説 

朝日 普天間アセス 展望なき一手の愚かさ（11・10・19） 

毎日 普天間移設 辺野古案は実現困難だ（11・10・17） 

読売 普天間移設 首相は辺野古に「本気」示せ（11・10・24） 

産経 普天間移設 首相は沖縄説得に汗流せ（11・10・19） 

 

もともと知事は辺野古移設に対し条件付き容認の態度だったが、鳩山発言を機に「県外」を主張するようになり、地

元名護市の市長も容認派から反対派に代わり、県議会も県外・国外を求めるなど当時、容易に知事の承認を得られ

るような状況ではなかった。このため、朝日・毎日は辺野古移設は不可能だとして、野田政権に撤回を求めた。対す

る読売・産経はこの移設計画を最良だとして、強く政府に推進を迫った。 

その後膠着状態が続いたが、安倍政権になって動きが活発化。2014 年度の予算編成にあたって沖縄支援を大幅

に増やしたほか、沖縄の負担軽減策を前面に打ち出したこともあって、仲井間知事の態度が軟化。13年12月27日、

辺野古沖の埋め立てを承認した。翌日 4 紙がそろって取り上げた。（表 6）。 

 

表 6、沖縄県知事の埋め立て承認を受けての 4 紙社説 

朝日 辺野古埋め立て 沖縄の負担を分かち合おう（13・12・28） 

毎日 辺野古埋め立て 県民は納得していない（同上） 

読売 辺野古移設承認 日米同盟強化へ重要な前進だ（同上） 

産経 辺野古承認 重い決断受け着工急げ（同上） 

 

朝日は一見、賛否が明確でないような見出しだが、「普天間の危険は一刻も早く除かなければならない。だからと

いって在日米軍基地の 74％を抱える沖縄県内に新たな基地をつくらなければならないのか」「知事は 3 年前『県外移

設』を掲げて再選された。なのになぜ埋め立てを認めるのか」と批判。あくまで「県外移設」の努力をすべきだと求めて

いる。毎日も「県外移設」の選挙公約と矛盾するものだとしたうえで、「『普天間の 5 年以内の運用停止、早期返還』は、

首相は明確に回答せず、普天間の危険性除去の重要性を知事と確認するにとどまった。いずれも空手形に終わりか

ねない」と手厳しい。そして沖縄の負担軽減策がある程度実行されたとしても県民の納得を得るのは難しいだろう―と

述べている。 

 

発足以来高い数字を保ってきた安倍内閣の支持率が、ここへきて一斉に下落に転じたのは、審議のあり方を含め

た特定秘密法問題が影響していることは否めない（図 1.2013 年 12 月 24 日付毎日新聞、図 2.2013 年 12 月 10 日付

読売新聞、図 3.2014 年１月６日付産経新聞参照）。ただ、減ったとはいえ 46～55％の支持率を保っているのは、致

命的な打撃にまではなっていない、とも言える。（内閣支持率の危険水域は 30％台とされる）。 

 

5.脱原発依存か再稼働か 

 資源小国の我が国は、これまで国策として原子力発電を積極的に推進してきた。温室効果ガスの削減や石油の高

騰もあって、民主党政権下の 2010 年の第 3 次エネルギー計画では 50 基の原発を 2030 年までに 14 基以上新増設、

エネルギーの原発比率を約 50％まで持っていこうとしていた。しかし、東日本大震災による東京電力福島第一原発

の事故で事情は一変。民主党政権は 2012 年 9 月、「原発の新増設は一切認めず、2030 年代までに原発ゼロを可能

にする」と、脱原発依存に舵を切った。稼働中の原発も、安全審査基準を根底から見直すこととし、2013 年末現在 1

基の原発も稼働していない。太陽熱、風力など再生可能エネルギーの導入に力を入れているが、実際には原子力の

変わりは火力発電で補っており、それに伴う原油・液化天然ガスの輸入増加額は年間 3 兆円を超えている。 

自民党は政権復帰後の 13 年 12 月、第 4 次エネルギー計画を策定、原発を「重要なベース電源」と位置付け、安

全が確認された原発から再稼働させる方針を明らかにしている。 

こうした状況下で、原発を巡る問題でも４紙の社説は下記の通り、典型的な二極分化の主張を展開している（表

4）。 

 

表 4.原発問題を巡る 4 紙の社説の主な見出し 

朝日 原発世論調査 国民の不信は当然だ（12・3・14） 

 原発ゼロ 最後は国民の決断だ（13・11・14） 

毎日 原発政策転換 脱依存の道筋早く示せ（12・3・7） 

 小泉氏の発言 首相は耳を傾け決断を（13・11・13） 

読売 「原発検査」了承 政府が決断し再稼働目指せ（12・3・24） 

 小泉元首相発言 「原発ゼロ」を掲げる見識を疑う（13・10・8） 

産経 福島事故 2 年 原発活用し生き残ろう（13・3・12） 

 小泉会見 「原発ゼロ」は無責任だ（13・11・14） 

                          

 表に出てくる「小泉発言」というのは、小泉純一郎元首相が首相時代の原発推進の主張を一変させて、13 年秋ごろ

から「脱原発」を言い出し、多くのメディアに取り上げられるなど波紋を呼んだことを指す。それを読売が 10 月 8 日付

社説で厳しく批判。これに対し、小泉氏が 11 月 12 日に日本記者クラブで記者会見を開いて反論したのを受けて朝

日、毎日がこれを支持、産経が非難する社説を展開したものである。 

 原発問題は、我が国のエネルギー政策の根幹にかかわる問題であるだけでなく、地球的な規模で論争が続いてい

るだけに各メディアの“対決”が、なお一層厳しさをましていくことは間違いないところだろう。 
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一方の読売は「1996 年の日米合意以来、様々な曲折を経てきた米軍普天間飛行場の移設問題の解決に向けて

重要な前進である」と書き出して、「日本の安全保障環境が悪化する中、同盟関係をより強靭で持続可能なものにす

るという大きな意義を持つ」と、知事の「苦渋の決断」を評価。政府には地元の理解を得る努力をするよう求めている。

産経も、長年の懸案が実現に向けて大きく前進した、と歓迎。「国民と領土を守るために必要な移設実現への取り組

みを加速しなければならない」と、沖縄県民を含む国民全体で抑止力を考えることの重要性を指摘している。 

この問題では、移転先の名護市長が移設に絶対反対であるうえ、県議会の大勢も移設反対。さらに与党内で自民

と公明の足並みも揃っていないなど、なお懸案は山積しており、先行き予断を許さない状況が続いている。 

◇ 

安全保障問題では、沖縄米軍基地に象徴される日米安保とともに、自衛隊のあり方が論争になることも少なくない。

自民党の憲法改正草案で自衛隊を「国防軍」に名称変更するとし、同党が2012年12月の衆院選の選挙公約に掲げ

た際も 4 紙の主張が真っ二つに分かれた(表７) 。 

 

表７.「国防軍」に対する 4 紙社説 

朝日 国防軍構想 自衛隊でなぜ悪い（12・11・29） 

毎日 自民の「国防軍」 名称変更の意図を疑う（12・11・27） 

読売 「国防軍」 本質的な憲法論議に踏み込め（12・11・28） 

産経 「国防軍」 平和と安全守るに必要 民主党は見解を明確にせよ（12・11・27） 

  

７.全国学力テスト                                     

教育問題でもしばしば二極分化が鮮明になる。全国学力テストを巡る様々な論争もその一つである。現在の学力

テストは 2007 年から始まり、小学 6 年、中学 3 年を対象に国語、算数（数学）の 2 教科で行われている。民主党政権

下では抽出方式（3 割）だったが、自民党が政権に復帰した 2013 年 4 月には、4 年ぶりに全員参加方式で行われ、

全国で 228 万人が参加。8 月に結果が公表された。学力テストでは、結果を公表することによって序列化が進み、過

度の競争を生む恐れがある、ということが問題になってきた。旧学力テストが 1960 年代に廃止されたのもその弊害が

出たためとされ、新しいテスト制度でも市町村別や学校別の結果公表は、その学校が自主的に公表する以外禁じら

れてきた。しかし、文部科学省が 2013 年 11 月、14 年度以降市町村教委の判断で学校別結果を発表してもいいと、

実施要項の見直しを決めた。これに対する 4 紙の社説は以下の通りである(表８)。 

 

表 8.学力テスト結果公表の見直しに対する 4 紙社説 

朝日 学力調査公表 序列化解禁ではない（13・11・30） 

毎日 学力テスト成績 学校別の公表は無用だ（同上） 

読売 全国学力テスト 結果公表を教育改善に生かせ（13・12・1） 

産経 学校別公表 順位付け嫌わず活用せよ（13・12・3） 

 

もともと学力テストは抽出方式で十分であり、50 億円もかけて全員参加方式にする必要はない―としてきた朝日、

毎日は学校別公表にも異を唱えた。特に毎日は「無用」と言い切り、「結果から子供たち全体の改善指導を工夫し、

追跡調査で成果を検証していく。その方が、学校の成績順位よりはるかに重要だろう」と強調。「（公表の）判断を教委
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にゆだねること自体、責任の丸投げではないか」と文科省を批判した。朝日も「学校や家庭の心配が根強いのに、な

ぜ『来年から』と急ぐのか疑問が残る」「大切なのは格差是正に役立てることだ」と、結果公表が学校格差を広げるリス

クが高いことに強い懸念を示している。 

一方、産経は、これまで公表を禁じてきたことを「競争や評価を嫌う。結果をあいまいにし、責任をとらない。戦後の

教育界の悪弊である」と指摘、「適正な公表は学力向上に欠かせない」「順位付けを嫌っては長所や弱点が分からな

い」と公表結果の積極的な活用を促している。読売も「子供の学力テストの結果は出来る限り、教育委員会や教師、

保護者で共有する。それが学校教育への理解と協力を得ることにつながろう」と述べ、「学力テストを通した適切な競

い合いは、教育現場を活性化させる効果が期待できよう」と文科省の決定を評価している。 

2013 年 4 月の学力テストについては、結果が公表された直後の 8 月末にも 4 紙が一斉に取り上げ、それぞれの立

場から以下のように論述している(表 9)。 

 

表 9.学力テスト結果についての 4 紙社説 

朝日 全国学力調査 ランキングから卒業を（13・8・28） 

毎日 学力テスト 少人数指導で向上図れ（同上） 

読売 全国学力テスト 苦手分野をどう克服するか（13・8・29） 

産経 学力テスト 全員調査を続けてほしい（同上） 

 

結果公表で序列化、ランキング化が進むのを懸念する朝日・毎日に対し、読売・産経は全国調査で詳細なデータ

が得られたことを歓迎、教育現場で有効活用するよう求めている。 

◇ 

教育関連では、教科書検定改革問題でも 4 紙の社説が二分化した。2013 年 11 月、下村文科相が「教科書改革実

行プラン」として、教科書検定の基準見直しを発表した。主なものは①重大な欠陥があれば検定不合格とする②政府

の統一見解や確定判決を踏まえる③伝統と文化を尊重し国と郷土について学ぶ④見解が分かれるものはバランスの

とれた記述をする―などだが、朝日・毎日がこれに激しく反発、読売・産経は肯定する姿勢を示した。4 紙の社説の見

出しは表 10 の通りだが、朝日は「検定制度の根幹である多様さと客観主義が損なわれる。撤回すべきだ」とし、毎日

も「政権の関与介入がこれを足がかりに進みはしないか」と強い危惧の念を示した。一方、読売は郷土や歴史認識に

関し日本の立場を教えることは「国際社会で日本の正当性を発信する人材を育てる上でも重要だ」とし、産経は「他

国の主張ばかり強調するような教科書の偏向記述が後を絶たない」と述べて、是正を求める方針を当然視した(表

10)。 

 

表 10.教科書検定基準見直しに対する 4 紙社説 

朝日 教科書検定 「重大な欠陥」の欠陥（13・11・19） 

毎日 教科書検定改革 多様化の流れを止めるな（13・11・23） 

読売 教科書検定基準 領土と歴史の理解に役立つ（13・11・16） 

産経 検定基準改正 「国」深く学べる教科書に（13・11・17） 

◇ 

原爆の悲惨さを描いた故中沢啓二さんの漫画「はだしのゲン」について、松江市教育委員会が市内の小中学校に

対し、閲覧制限の措置を取っていたことも大きな話題になった。 

 

一方の読売は「1996 年の日米合意以来、様々な曲折を経てきた米軍普天間飛行場の移設問題の解決に向けて

重要な前進である」と書き出して、「日本の安全保障環境が悪化する中、同盟関係をより強靭で持続可能なものにす

るという大きな意義を持つ」と、知事の「苦渋の決断」を評価。政府には地元の理解を得る努力をするよう求めている。

産経も、長年の懸案が実現に向けて大きく前進した、と歓迎。「国民と領土を守るために必要な移設実現への取り組

みを加速しなければならない」と、沖縄県民を含む国民全体で抑止力を考えることの重要性を指摘している。 

この問題では、移転先の名護市長が移設に絶対反対であるうえ、県議会の大勢も移設反対。さらに与党内で自民

と公明の足並みも揃っていないなど、なお懸案は山積しており、先行き予断を許さない状況が続いている。 

◇ 

安全保障問題では、沖縄米軍基地に象徴される日米安保とともに、自衛隊のあり方が論争になることも少なくない。

自民党の憲法改正草案で自衛隊を「国防軍」に名称変更するとし、同党が2012年12月の衆院選の選挙公約に掲げ

た際も 4 紙の主張が真っ二つに分かれた(表７) 。 

 

表７.「国防軍」に対する 4 紙社説 

朝日 国防軍構想 自衛隊でなぜ悪い（12・11・29） 

毎日 自民の「国防軍」 名称変更の意図を疑う（12・11・27） 

読売 「国防軍」 本質的な憲法論議に踏み込め（12・11・28） 

産経 「国防軍」 平和と安全守るに必要 民主党は見解を明確にせよ（12・11・27） 

  

７.全国学力テスト                                     

教育問題でもしばしば二極分化が鮮明になる。全国学力テストを巡る様々な論争もその一つである。現在の学力

テストは 2007 年から始まり、小学 6 年、中学 3 年を対象に国語、算数（数学）の 2 教科で行われている。民主党政権

下では抽出方式（3 割）だったが、自民党が政権に復帰した 2013 年 4 月には、4 年ぶりに全員参加方式で行われ、

全国で 228 万人が参加。8 月に結果が公表された。学力テストでは、結果を公表することによって序列化が進み、過

度の競争を生む恐れがある、ということが問題になってきた。旧学力テストが 1960 年代に廃止されたのもその弊害が

出たためとされ、新しいテスト制度でも市町村別や学校別の結果公表は、その学校が自主的に公表する以外禁じら

れてきた。しかし、文部科学省が 2013 年 11 月、14 年度以降市町村教委の判断で学校別結果を発表してもいいと、

実施要項の見直しを決めた。これに対する 4 紙の社説は以下の通りである(表８)。 

 

表 8.学力テスト結果公表の見直しに対する 4 紙社説 

朝日 学力調査公表 序列化解禁ではない（13・11・30） 

毎日 学力テスト成績 学校別の公表は無用だ（同上） 

読売 全国学力テスト 結果公表を教育改善に生かせ（13・12・1） 

産経 学校別公表 順位付け嫌わず活用せよ（13・12・3） 

 

もともと学力テストは抽出方式で十分であり、50 億円もかけて全員参加方式にする必要はない―としてきた朝日、

毎日は学校別公表にも異を唱えた。特に毎日は「無用」と言い切り、「結果から子供たち全体の改善指導を工夫し、

追跡調査で成果を検証していく。その方が、学校の成績順位よりはるかに重要だろう」と強調。「（公表の）判断を教委
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同市教委は、漫画の中に旧日本兵がアジア人の首を面白半分に切り落としたり、妊婦の腹を裂いて赤ん坊を引っ張

り出すなど残酷な場面があるとして、2012 年 12 月、それまで子供たちが自由に読めたのを、書庫に収めて教師の許

可がなければ読めないようにした。この問題が 13 年 8 月発覚、強く非難して即時撤回を求めた朝日・毎日に対し、教

育上の配慮にも言及した読売・産経の主張が違いを見せた。市教委は公開の委員会に諮っていなかったという手続

き上の不備があったことを理由に、間もなく制限措置を撤回した(表 11)。 

 

表 11.「はだしのゲン」閲覧制限についての 4 紙社説 

朝日 はだしのゲン 閲覧制限はすぐ撤回を（13・8・20） 

毎日 はだしのゲン 戦争知る貴重な作品だ（同上） 

読売 「はだしのゲン」 教育上の配慮をどう考えるか（13・8・25） 

産経 はだしのゲン 教育的配慮も無視できぬ（13・8・28） 

 

８.全国紙 4 紙同趣旨の主張 

8-1.消費税増税 

ここまで「二極分化」にこだわって、明確に社説が対立するテーマを選んで論述してきたが、4 紙が同じ方向で社説

を展開することもある。例えば、2014年4月から3％の増税が決まっている消費税。4紙とも早い段階から一貫して「値

上げせざるを得ない」という主張を繰り返してきた。ＧＤＰの 2 倍を超える 1000 兆円もの借金を抱える世界最悪の財政

状況であるうえ、年間 1 兆円ずつ増える社会保障費のねん出には、消費税増税で対処するしかないという見解であり、

政府方針とも一致している。ただ、増税によって低所得者層の負担がより重くなるという逆進性にどう対処するかという

難しい問題がある。政府としては、現行の 5％から 3％上げ 8％にする 2014 年 4 月の時点では、低所得者層には一

定の現金給付で対処する方針だが、さらに 2％上げて 10％にする予定の 2015 年 10 月の段階でどうするか。ヨーロッ

パの多くの国は、食品など生活必需品は低い税率のまま据え置くという「軽減税率」制度を導入している。この制度導

入については与党内でも公明党が積極的なのに対し自民党は慎重と、意見が分かれている。結局、「10％時に導入」

(与党税制大綱)というあいまいな表現で決着したが、10％にすると同時に軽減税率を導入するのか、上げた後適当

な時期に導入するのかがはっきりしていない。この導入時期については 4 紙の社説も一致しているわけではない(表

12)。 

 

表 12.軽減税率導入に対する 4 紙社説 

朝日 軽減税率 増税の趣旨を忘れるな（13・12・16） 

毎日 軽減税率 10％と同時に導入せよ（13・12・13） 

読売 与党税制大綱 消費税 10％と同時に軽減税率を（同上） 

産経 軽減税率導入 「10％と同時」は不可欠だ（同上） 

 

毎読産の 3 紙が「10％と同時」を強く主張しているのに対し、朝日は「所得の多い人まで恩恵を受け、税収が目減り

する」「適用する商品やサービスの線引きも難しい」など軽減税率には課題が多く、10％までは現金給付などで低所

得者対策を講じ、10％超時に欧州各国を参考に軽減税率を検討すべきだ、という主張だ。 
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ただ、ヨーロッパの多くの国々と同様、「文化に税金をかけるべきではない」として、新聞・雑誌類を食品などと同じく

軽減税率の対象にすべきだという点では一致している。なお、主なヨーロッパの消費税率,軽減税率の食品等、同新

聞等は以下の通りである(表 13)。 

 

表 13.主な国の消費税率と軽減税率（単位％） 

 消費税 食品 新聞 

イギリス 20 0 0 

フランス 19.6 5.5 2.1 

ドイツ 19 7 7 

スウェーデン 25 12 6 

 

8-2.ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定） 

 ＴＰＰへの参加交渉も 4 紙がそろって早くから主張してきた問題である。ＴＰＰは物品の関税は例外なく 10 年以内に

すべて撤廃するほか、知的財産、国有企業と私企業の競争政策など幅広い分野での包括的な自由化によって太平

洋地域の経済統合を目指そうという交渉で、日米豪やペルー、ベトナム、マレーシアなど経済発展の異なる 12 か国

が参加している。日本は農業や医療関係者を中心に参加反対の声が強く、2013 年 7 月に一番遅れて参加した。交

渉ではコメ、麦など農業 5分野の関税維持を主張する日本と全品目の撤廃を譲らない米国との対立や医薬品の特許

など知的財産を巡る米国と新興国との溝が埋まらず、目標としていた 13 年中の妥結はならなかった。4 紙とも、日本

がアジア太平洋地域の発展を取り込み、成長していくためにはぜひとも必要な協定であり、アメリカを説得、新興国と

の橋渡し役を務める一方、譲るべきは譲って合意へ向けて努力すべきだとの見解を述べている(表 14)。 

 

表 14.ＴＰＰ交渉に関する 4 紙の社説 

朝日 ＴＰＰ交渉 日本がなすべきことは（13・12・12） 

毎日 ＴＰＰ交渉越年 日米は打開に知恵絞れ（同上） 

読売 ＴＰＰ交渉 日米対立が招いた合意先送り（13・12・11） 

産経 ＴＰＰ交渉 期限を設け早期の妥結を（13・12・12） 

 

なおＴＰＰについては、日本にとって特に農業問題が重要課題であることから、地方紙では参加に慎重な論陣を

張る新聞社が少なくないことを付記しておく。 

 

8-3.国会改革・一票の格差 

 一票の価値に最大 2.43 倍の格差があった 2011 年 12 月の衆院選について、最高裁は 13 年 11 月 20 日、「選挙

は違憲状態だった」とする判決（15 人の裁判官のうち 2 人は「違憲」）を言い渡した。翌 21 日、4 紙はこの問題 1 本に

絞った大型社説を展開、特に朝毎産の 3 紙は怒りも込めて国会の怠慢を非難した。さらに 4 紙そろって、国会自らの

手で抜本的な改革ができない以上、「第三者」にゆだねるべきだ、と迫った。 

今回対象になった選挙は前回、2009 年の衆院選（最大格差 2.30 倍）より格差が拡大。また、高裁段階では 14 件

が「違憲」（うち 2 件は選挙無効）と判断、「違憲状態」は 2 件だけだっただけに、最高裁も「違憲状態」より厳しい「違憲」

という初の判断を下すのでは、という見方もあった。それだけに、朝日・毎日は国会への非難とは別に、最高裁の判
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育上の配慮にも言及した読売・産経の主張が違いを見せた。市教委は公開の委員会に諮っていなかったという手続

き上の不備があったことを理由に、間もなく制限措置を撤回した(表 11)。 

 

表 11.「はだしのゲン」閲覧制限についての 4 紙社説 

朝日 はだしのゲン 閲覧制限はすぐ撤回を（13・8・20） 

毎日 はだしのゲン 戦争知る貴重な作品だ（同上） 
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産経 はだしのゲン 教育的配慮も無視できぬ（13・8・28） 

 

８.全国紙 4 紙同趣旨の主張 

8-1.消費税増税 

ここまで「二極分化」にこだわって、明確に社説が対立するテーマを選んで論述してきたが、4 紙が同じ方向で社説

を展開することもある。例えば、2014年4月から3％の増税が決まっている消費税。4紙とも早い段階から一貫して「値

上げせざるを得ない」という主張を繰り返してきた。ＧＤＰの 2 倍を超える 1000 兆円もの借金を抱える世界最悪の財政
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政府方針とも一致している。ただ、増税によって低所得者層の負担がより重くなるという逆進性にどう対処するかという

難しい問題がある。政府としては、現行の 5％から 3％上げ 8％にする 2014 年 4 月の時点では、低所得者層には一

定の現金給付で対処する方針だが、さらに 2％上げて 10％にする予定の 2015 年 10 月の段階でどうするか。ヨーロッ

パの多くの国は、食品など生活必需品は低い税率のまま据え置くという「軽減税率」制度を導入している。この制度導

入については与党内でも公明党が積極的なのに対し自民党は慎重と、意見が分かれている。結局、「10％時に導入」

(与党税制大綱)というあいまいな表現で決着したが、10％にすると同時に軽減税率を導入するのか、上げた後適当

な時期に導入するのかがはっきりしていない。この導入時期については 4 紙の社説も一致しているわけではない(表

12)。 

 

表 12.軽減税率導入に対する 4 紙社説 

朝日 軽減税率 増税の趣旨を忘れるな（13・12・16） 

毎日 軽減税率 10％と同時に導入せよ（13・12・13） 

読売 与党税制大綱 消費税 10％と同時に軽減税率を（同上） 

産経 軽減税率導入 「10％と同時」は不可欠だ（同上） 

 

毎読産の 3 紙が「10％と同時」を強く主張しているのに対し、朝日は「所得の多い人まで恩恵を受け、税収が目減り

する」「適用する商品やサービスの線引きも難しい」など軽減税率には課題が多く、10％までは現金給付などで低所

得者対策を講じ、10％超時に欧州各国を参考に軽減税率を検討すべきだ、という主張だ。 
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断を「寛容すぎる」「消極的」と批判した。朝日は「立法府をチエックする役割をみずから限定するかのような判断であ

り、それを言い出せば、最高裁に違憲審査権が与えられている意味がない」とまで言い切った。毎日も「最高裁の消

極的な姿勢は疑問だ。政治への配慮が、国会の怠慢を許すことに明らかにつながっているからだ」とした。読売が「1

票の格差を絶対視せず、地域事情に配慮する必要性を認めたのは、現実的且つ極めて妥当な判断である」としたの

と、対照的だった(表 15)。 

 

表 15.一票の格差訴訟判決に対する 4 紙の社説 

朝日 一票の格差 司法の役割はどこへ 「違憲の府」の異様さ（13・11・21） 

毎日 

 

衆院「違憲状態」 怠慢国会もう許されぬ 最高裁の消極性に疑問 小選挙区削減の検討

を（同上） 

読売 

 

衆院選違憲状態 国会の裁量に配慮した最高裁 与野党は選挙制度改革を急げ 「0 増

5 減」評価される 地方の声反映が必要 定数削減を絡めるな（同上） 

産経 

 

最高裁「違憲状態」 現状容認と思い違うな 選挙制度の抜本的な改革を 第三者機関を

活用せよ 未来に適用する制度に（同上） 

 

8-4.猪瀬・東京都知事進退問題 

 東京都の猪瀬知事が 2012 年 12 月の知事選を前に、医療法人・徳洲会の徳田虎雄前理事長に挨拶に行き、子息

の徳田毅衆院議員から 5000 万円を受け取っていた事実が 2013 年 11 月発覚。知事は「個人的な借りで、選挙資金

とは無関係」と弁明したが、都議会で厳しい追及を受け、答弁が二転三転。抗しきれず 12 月 24 日に辞任した。徳洲

会グループの大がかりな選挙違反事件の捜査の過程で露呈したものだったが、知事はオリンピックの東京招致を実

現させた直後の、絶頂からの転落だった。当然各紙はそろって辞任を要求した(表 16)。 

 

表 16.猪瀬都知事の辞任を求める 4 紙の社説 

朝日 猪瀬都知事 自ら進退考えよ（13・12・12） 

毎日 猪瀬知事釈明 もはや重責は担えない（同上） 

読売 猪瀬氏と 5000 万 説明と規範意識が足りない（13・12・17） 

産経 猪瀬氏 5000 万円 自ら進退を決める時だ（13・12・11） 

 

9.社説の課題と問題点 

9-1.「読まれる」社説 

「読まれることまことにすくなく、一説によると全国の論説委員を合計した数しか読者はいない」。丸谷才一が女性論

説委員を主人公にして書いた小説「女ざかり」（93 年、文芸春秋）で揶揄したように、新聞の中でも「社説」は最も読者

が少ない欄の一つではなかろうか。日本のジャーナリズムを代表するベテラン記者の総力が傾注され、オピニオンリ

ーダーとしての気概をもって書かれるはずの社説が、なぜ多くの読者の目を引かないのか。いくつかの問題点と課題

を考えてみたい。 

 まず、「読んでもらおう」という姿勢に欠けるのではないか。取り上げなければならないテーマが政治や経済、国際問

題といった問題が多くならざるをえず、その分見出しも文章も硬く、難解になりがちで、勢い読者は敬遠したくなる。ト
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ップの政治家や各国のリーダーらを除いて市井の人の固有名詞が登場することもきわめて稀である。当然親しみが

わきにくい。新聞で一番よく読まれる面はテレビ・ラジオ欄で、閲読率は 75～80％とされる。続いて天気予報、スポー

ツ、社会記事、国内政治、地域ニュースなどがほぼ 50％台。社説は 20％を切ることが多い。1 面下のコラム（「天声人

語」「余禄」「編集手帳」「産経抄」）と比べても明らかに“硬さ”が目に付く。見出しにも読者の目を引き付ける工夫がな

い。なにはともあれ「読まれる」社説であってほしい。 

 

9-2.目立つ“上から目線” 

 見出しについては、社説に独特の「〇〇せよ「□□を急げ」「××するな」という命令文が目立つ。10～15 字の限ら

れた文字数で読者に強く訴える見出しとしてはそれなりの効果があるから多用されるのだろう。しかし、行き過ぎると

“上から目線”でものを言われている不快感が付きまとう。よく指摘されるマスコミの傲慢さがこんなところにも出ている

ような気がしてならない。 

 具体的にどの程度命令文があるのか。2013 年 10 月から 12 月までの 3 カ月をざっと見ただけで 4 紙で 156 本の見

出しが命令文で終わっている。3 カ月の新聞発行日が 89 日、ほぼ 1 日 2 本の社説（大型の場合は 1 本で、小見出し

も入れると 4 本から 5 本の見出しになる）として全体の約 20％が命令文見出しである。その他に「〇〇を」「××か」な

どと言う、場合によっては命令文より強い印象の体言止めなどを加えると 30％以上が命令調になっている。 

権力を監視し、暴走に警告を発するのは新聞の根源的な使命であることは言うまでもない。しかし、その権力者の

「上から目線」を批判するのに同じ「上から目線」の強い、時には激越な命令調が果たして適正な見出しなのだろうか。

ましてや何事につけ「話し合い」を強調する新聞の姿勢として、自己矛盾さえ感じられる。また、新聞は正しく美しい日

本語の手本でもなければならない。命令調ばかりが目立つのは、言葉としても決して褒められたものとは言えない。

新聞全体の品性に関わると言っても言い過ぎではないのではないか。     

権力者など批判の対象者、意見の異なる相手ともじっくり話し合えるような、それでいて十分説得力のある見出しを

工夫していただきたい。がみがみいがみあってばかりいるような見出しが、鮮明な主張を補強するものでは決してな

い。むしろ逆効果でさえある。 

 

9-3.欠ける地域への視点 

 「地方の時代」と言われながら、相変わらずの東京一極集中は、情報の世界も例外ではない。特に論説委員が東京

に偏在する社説で地方の問題が取り上げられることはごくまれだ。前述の「命令文」同様、2013 年 10 月から 12 月ま

での 3 か月間を見て見ると、米軍基地がらみの沖縄や福島の原発を除けば、4 紙のうちで１紙以上が取り上げたのは、

大阪・堺市長選の維新の会候補の敗北▽防火体制の不備から 10 人の死者を出した福岡医院火災▽台風 26 号に

伴う伊豆大島の土石流災害▽教科書採択を巡る沖縄・竹富町の混乱―くらいだ。他に諫早湾の開門問題も取り上げ

られているがこれは農水産省の問題だ。 

 この期間は、前述した通り、とくに秘密保護法が集中的に取り上げられた影響があるかもしれないが、論説委員の

目は政治や国際問題に向きがちだ。各社とも大阪など東京以外にも論説委員が常駐しているのだから、もう少しきめ

細かい取材に基づく発信力を高めて欲しい。論説委員と言えども取材が基本だ。 

 ４紙以外の地方紙では、当然その地方の問題を多く取り上げているのだろうが、問題提起が全国に波及していく傾

向は少ない。論説委員の陣容が整わず、過去には他社の社説を盗用して問題になったケースもあった。全国紙、地

方紙を問わず、地方の時代をリードする強固な論陣を展開してもらいたい。 
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10.おわりに 

 冒頭で述べた通り、本稿は大阪経済法科大学での講義録をもとに、４紙の社説を検証しながら安全保障や教育な

ど、この国のあり方に関わる問題について考えて来た。それぞれの問題で大きな意見の違いがあり、しかも決着を見

るどころか議論はますます激しさを増していることも分かった。各紙の社説が今後の動きをどう捉え、どこまで現実の

政治に反映されていくか予断を許さない。しかし、議論を通して、より良い道を選択していくしかなく、社説はその判断

の一定の基準となることも確かだ。読者は各紙の社説との対話を通して自らの思考回路を鍛え確かなものにしていく。

その結果が選挙や世論調査、ツイッターなどで具現化され、それがさらに社説に反映していくという好循環を生んで

いくことが望ましい。その意味で新聞社の社説は、他のメディアにも増してオピニオンリーダーとしての枢要な役割を

果たさなければならない。 

 

謝 辞 

特別講義という形で、改めて社説について論考する機会を与えていただいた大阪経済法科大学の諸先生方、中

でも直接ご協力いただいた教養部の呉志賢教授、仲介の労を取ってくださった澤勲名誉教授には深く感謝申し上げ

ます。 
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ABSTRACT 
The effect of the laughter in the health has a good influence on a body by a person laughing. Study of 

laughter is also demonstrated in Europe and Japan ten years ago. 2013, Comedy introduces activities of 
ritual Hiraoka shrine.  
In addition, we discussed the relationship between immunity and comedy. The effect of the 

laughter that had been reported showed the effectiveness from a mental aspect and a physical aspect so far. 
In terms physical, there is a report of the effect on the "immunity of laughter" in a number of studies. The 
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reported.  

It is different by the researchers for the definitions and classifications of laughter. For this reason, 
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1.はじめに 

 世間ではクリスマスで賑わう１２月２５日に、枚岡神社では毎年恒例の儀式すなわち神事として「注連縄掛神事（しめかけ

しんじ）通称「お笑い神事」が行われている。新しく注連縄を作り、古い注連縄と掛け替えを行う。そして新しく掛け替えられ

た注連縄の前で、宮司の先導により「アッハッハ」と発声され、氏子や参拝客全員が一同に「アッハッハ」と３回笑う予祝の

神事である。まさに天の岩戸開きの神話を髣髴させる神事である。その後宮司のお話のあと、太鼓の合図で参拝客らが一

斉に大きな口を開けて、２０分間笑い続ける行事である。「笑う門には福来る」にちなんで「笑う神には福来る」そのものであ

る。 

笑いの発達によって微笑は新生児においても観察され、覚醒時のみならず、睡眠中にも規則的な周期を伴って生起す

ることである。生まれた乳児が微笑するのは、あの世にいる仲間や天使らが無事に生まれたことに祝福する瞬間である。

すなわち、あの世とこの世の霊信であるが、次第に成長するにしたがって、霊線は３次元世界と４次元世界が遮断されるか

らである。その間は母親の乳を飲もうと求める本能は、前世において行われた貴重な習慣があるからである。 

乳児は生後 2～3 か月の頃から社会的交渉を持つために周囲の者に対して自発的に微笑を向けながら感情領域が成

長するのである。しかし、笑い本能と好き嫌いの感情の領域から笑いを喚起する刺激には、驚きや恐怖をもたらす要素が

含まれる。発達的に先行する泣きから派生する。表１は笑いを取る行動・演芸で、笑いによって人生は変わる。そして、笑

いを取る職業も増加している現状、著名なコメディアンを記述した。 

 

表１.笑いを取る行動・演芸と職業とコメディアン 

笑いの行動・演芸 
ギャグ ジョーク ユーモア 小話 アネクドート 喜劇（コメディー） 

狂言 落語 漫才 風刺 ギャグ漫画 コミックソング 

笑いの職業 芸人 漫才師 戯作者 道化師 喜劇俳優 お笑いタレント 

コメディアン 
バスター・ 

キートン 

ハロルド・

ロイド 

ローワン・ 

アトキンソン

マルク

ス兄弟

モンティ・  

パイソン 

チャールズ・    

チャップリン 

 

既存の笑い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。笑いと免疫力に関して、 「笑い」の定義、「笑い」の細胞および笑いの免疫力について調査し、その

関連性を纏めたのである。さらに、東洋医学の五行説から.笑い(火性）と五臓色体モデル、笑いと人体および笑いと食物と

の関係を纏めたのである。笑いの関連資料に関する報告は、これまで少ない現状である。住民発達史や環境変遷史との

関わりで、笑い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、大阪府東大阪市、河内国一之宮の太古聖域、枚岡神社のお笑い神事と健康について比較検討を

行った。その結果、筆者らは、東洋医学と西洋医学の立場から実態を考察した。 

今後の研究課題として、神社の氏子に関連する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。国際化時代に人類社会に相応すべく、神社のお笑い神事と健康について内容を纏めることができた。 
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2.枚岡神社の由緒 

 枚岡神社の創祀は初代神武天皇が大和橿原の地で即位された皇紀前三年と伝えられている。神武天皇が東征された

際、天児屋根命（あめのこやねのみこと）と比売御神（ひめみかみ）の二神を本殿の背後にそびえる神津岳（霊地神津嶽）

に祭ったのが枚岡神社の始まりといわれている。その後孝徳天皇白雉元年（６５０）に中臣氏である平岡連等により現在の

場所に奉遷された。 

 二神は７６８年、奈良・春日大社に分祀されたことから「元春日」と呼ばれ、その後、経津主命（ふつぬしのみこと）、武甕

槌命（たけみかづちのみこと）の二神が増祀され、現在の形の四殿となった。また、延喜式神名帳では、名神大社に列せ

られ、中世には一宮制度の成立で河内国一之宮となり、その後勅使参向のもとにお祭りが行われ、また随時、祈雨、祈病

平癒、の奉幣にあずかる等優遇を受け、寛治５年に堀河天皇が参拝されるなど、勅旨により創始されたことにより朝廷から

特別な尊崇を受けた。明治４年（１８７１）には官幣大社に列せられた。 

 

3.枚岡神社の神事 

 枚岡神社の神事には普通神事として、「節分」「平国祭」「灯明祭」「秋郷祭」「大祓」などが行われているが、特殊神事と

して、「粥占神事（かゆうらしんじ）」と「注連縄掛神事」通称「お笑い神事」が行われている。 

 粥占神事は毎年１月１１日に行われている。火 （ひきり）杵臼で熾した火で小豆粥を大釜で炊き、そこに篠竹５３本を縄

で縛って釜に入れ、竹に詰まった小豆粥の量により、お米以下、雑穀、芋、瓜、綿に至るまでの農作物の出来を占う神事

である。また燠火（おきび）上に樫の小木１２本を順番に並べ、その焦げ具合により一年の天候も占う。終了後、境内では

神事で炊かれた小豆粥が参拝者に振る舞われる。無病息災の霊験があらたかと言われている。この神事は大阪府無形民

俗文化財に指定されている。 

 注連縄掛神事、通称お笑い神事は毎年１２月２５日に行われている。氏子総代によって作られた注連縄を夏見川前の注

連柱に掛け、その注連縄を仰ぎ宮司をはじめ、神職、氏子総代、参列者が宮司の「アッハッハ」の笑いに続いて大きな声

で笑い、これを三度行うという天の岩戸開きの神話を髣髴させる神事であり、別名「お笑い神事」とも呼ばれている。天照

大神が天の岩戸に隠れた際、天児屋根命が祝詞をあげ、天鈿女命（あめのうずめのみこと）が踊り、神々が笑って大神を

誘い出し、岩戸を開かせた神話にちなんでいる。 

 

   

写真 1.枚岡神社鳥居 写真 2.宮司様と学会員 写真 3.禰宜様と学会員．  写真 4.注連縄掛準備 
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写真 5.枚岡神社本殿 写真 6.お笑い神事呼び 写真 7.参列者のお笑い 写真 8.お笑いプラカード 

 
 現在では「三度の笑い」に続いて、宮司のお話の後、太鼓の合図と宮司のかけ声に合わせて、全員で２０分間、大声で

笑う形式になっている。今や約１５００人近くの人々が訪れる人気行事である。まさに現代人の心の岩戸を開く行事であり、

枚岡神社は神気に充ち満ちた太古の聖域であり、元気快復の古社に相応しい催しである。笑い（わらい）とは、楽しかった

り、嬉しかったりなどを表現する感情表出行動の一つである。 

全く自発的な場合もあるが、他人の行動に対して、「笑う」という表現を通して、自分の意思を伝えることにも使われる。

周りにつられて笑うというような現象もあるが、公式の場や話題によっては失礼・不謹慎とされることも多い。また、人をどう

にかして笑わそうとする行為もあり、一般に「笑いを取る」などと呼ばれる。職業的にこれを行うことを「お笑い」、そのプロフ

ェッショナルを「お笑い芸人」などと呼ぶ。一般に同じ相手に対して、怒らせるのは簡単でも、笑いを取ることは非常に難し

いことである。表 3-１は、笑いに関する表現である。表 3-2 は笑いについての名言・格言・四字熟語である。 

 

表 3-１.笑いに関する表現 

笑顔 爆笑、大爆笑 苦笑 失笑 冷笑 

照れ笑い 微笑 愛想笑い 空笑 嘲笑 

 

表 3-2.笑いの名言・格言・四字熟語 

破顔一笑 呵々大笑 抱腹絶倒 目屎鼻屎を笑う 

一笑を買う 笑壺に入る 笑みの中の刀 樽抜き渋柿を笑う 

一笑に付す 笑中に刀あり 痘痕も靨(笑窪) 来年のことを言うと鬼が笑う 

笑いを噛み殺す 笑う門には福来る 笑い三年泣き三月 怒れる拳笑面に当たらず 

 

4.笑いと免疫力 

4-1.「笑い」の定義 

 「笑うと免疫力が上がる」とは、最初に調べたのは、「笑い」とは何かと考えることである。笑いとは、筋肉運動と言えるだろ

うか。「笑い」の定義は、イメージが個々人で違っているさまざまである。笑顔とは、陽性の感情に伴って表情が特有の緊

張時である。同時に特有の発声（笑い声）を伴うことである。笑いの形成とは、「発声」・「感情」・「表情の変化」・という３要素

である。３要素の一つでも欠けていると、偽の「笑い」になる（表 4-1）。 
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表 4-1.笑いの３要素 

感情 表情の変化 発声 

心に響かせる 明るいセンス 元気な態度と声 

 
  まず感情を持つための脳細胞は 38 億年間歴史の発達がある。また「表情の変化」を作り出すのに、微妙な筋

肉の発達と統合が筋肉や脳の連携が必要である。音声によって「笑い」を表現するために、声帯等が発達し、声

帯をコントロールできる脳の発達が必要である。ゆえに、人間の脳や声帯でないと、「笑い」は人間特有なもの

で表現できない。体内どのような生理的変化が起きるのか？ 
 

4-2.「笑い」の細胞 

笑うことにより、脳内の末梢血管系が広がるため、血流が良くなり、末梢まで十分な酸素や栄養分が行き渡るシステムを

構成している現象である。その結果、新陳代謝が活発になり、老化や病気を防ぎ、体の悪いところを治癒しようとする免疫

細胞が増加する。一方、ストレスや疲労が続くと血管は縮んで細くなり、新陳代謝は悪くなる。このような状態では免疫力

が低下していくから病気になりやすい。つまり、免疫力は心の持ちようで強くも弱くもなる神秘的なエネルギーである。 

 明るく愉快な気分や前向きやプラス志向で生きようとすれば、病気と闘う力も向上してくる。その意味で笑いはとても大切

なものである。ただ「笑い」とひと口で言っても、心の底から楽しく笑うことと、無理に作り笑いをするものなどもある。笑いは

分類上三つに分けることができる（表４-2）。すなわち、快の笑い・社交上の笑い・緊張緩和の笑いである。 

 

表４-2.笑いの分類 

快の笑い 本能充足 優越感 意味を取り違えたりするときの笑い 

社交上の笑い 挨拶 つくられ笑い つくり笑い 防衛や攻撃のための笑い 

緊張緩和の笑い 緊張がゆるんだ時の笑い    

 

快の笑い・社交上の笑い・緊張緩和の笑いなどがあるが、笑っているうちに、気分も楽しくなり前向きな気持ちになってくる

こともある。面白くなくても笑った表情を作ることで免疫力が向上してくる笑いは、表 4-3 のとおりである。 

 

表 4-3.笑いの種類 

含み笑い 作り笑い 思い出し笑い 追従笑い 

薄ら笑い 苦笑い 独り笑い 貰い笑い 

せせら笑い 馬鹿笑い 高笑い 誘い笑い 

 

人間の笑うと身体の免疫力がアップする潜在意識のエネルギーは、人によって異なる現象である。それは、笑うと NK 細

胞の活性化につながるからである。 さらに、笑うと生命活動を維持するために必要な神経があるからである。それは、主

に内蔵器官の働きを私たちの意識とは、無関係に調節・統制・制御する自律神経に変化をもたらしているからである。そ

の変化によって、身体中の様々な器官に刺激が与えられる。この時、笑いによる脳への刺激は、神経ペプチドという免疫

機能活性化ホルモンの分泌を促している。このホルモンの影響で NK 細胞は、たちまち活性化される。さらに強力な戦士と 

してガン細胞などを攻撃する作用がある。作り笑顔の場合でも、NK 細胞の働きが活発になるので、とにかく笑うことである。 

「休養」には「休む」と「養う」の２つの意味がありため、ストレスに負けないためには「適切な休養」と「積極的休養」が大切で
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ある。 

 

4-3.免疫力 

免疫とは、一言で「疫病（病気)を免れる」ことで、「自分と違う異物」を攻撃し、排除しようとする人間の体の防御システム。

動物にもこのシステムがある。たとえばウイルスや細菌など病気の原因になる微生物（＝病原体）が体内に侵入したときも、

体は「自分とは違うものが入り込んだ」と判断し、排除しようとする。すなわち、特定のもの（はしかのウイルス）などに対して

は、細胞が「これははしかのウイルス」と覚えます。２度目にはしかウイルスが入ってきたときは、記憶していた細胞が「はし

かウイルスだけに反応する対抗物質（抗体：こうたい）」をたくさん作り、撃退します。一度かかれば２度はかからない病気が

あるのは、このためです。予防接種もこの免疫システムの利用があるからである。病気の原因となるウイルスの毒性を弱め、

活動しないように処理して体内に入れ、抗体をつくりだす。表 4-4 は免疫力の種類を表示した。 

 

表 4-4. 免疫力の種類 

免疫は自然治癒力の主役 加齢と共に免疫機能は崩れる 免疫細胞は頼もしい戦士たち 免疫の仕組み 

免疫力を高める(調整する)

ために 

免疫は体内システム全体に関

っている 

免疫バランスが崩壊すると病気

になる 

 

 

免疫系は、「非自己」であるガン細胞のような「自己」の細胞の変質したものまで攻撃することが判っている。免疫系は自己

以外のものを排除するシステムなので、免疫細胞はガン細胞のような自己細胞を、自己の一部とみなして攻撃しないと言

う説がある 

 (1)「自己(自分自身の本来の細胞など)」と「非自己(抗原=異物・自分の体の外から入ってきた細菌やウイルスなど)」を区

別し、「非自己」を攻撃・殺傷・排除することと、 

(2)ときには生命そのものを脅かす変質した「自己(ガン細胞など)」を攻撃・殺傷・排除して「疫病（病気)を免れる」働きのこと

で、このような働きを免疫力という。 

わたしたちの体内では自己と非自己のもの、そして変質した自己を区別することで、自己の体を自ら守っています。この様

な免疫のしくみを司っているのが、白血球のマクロファージ・リンパ球・顆粒球などのような免疫細胞や、サイトカイン・抗体

のような免疫物質からなる免疫系と言われるものである。 

この適応プロセスは適応免疫あるいは獲得免疫（あるいは後天性免疫）と呼ばれ、免疫記憶を作り出す。免疫系が異常

を起こすと病気になる場合がある。免疫系の活動性が正常より低いと、免疫不全病が起こり感染の繰り返しや生命を脅か

す感染が起こされる。免疫不全病は、重症複合免疫不全症のような遺伝病の結果であったり、レトロウイルスの感染によっ

て起こされる後天性免疫不全症候群 (AIDS) や医薬品が原因であったりする。反対に自己免疫病は、正常組織に対しあ

たかも外来生物に対するように攻撃を加える、免疫系の活性亢進からもたらされる。先天的に備わる自然免疫と、後天的

に得られる獲得免疫がある。 

免疫力が強いと、風邪やインフルエンザ、生活習慣病、ガンなどを予防することにつながる。この免疫力を高めるには、

運動、睡眠およびストレスをためないなど生活のしかたが重要である。特に、食生活の改善とストレスをためないことがキ－ 

ポイントである。「免疫力を高める」には、次の二通りがある。①免疫バランスを整えることである。②免疫力を上げることで

ある。体外から進入・体内で発生した異物への攻撃方法は２つに分類できる（表 4-4）。先天的に備わる自然免疫と、後天

的に得られる獲得免疫がある。機構としては細胞性免疫と体液性免疫の二つが働く。免疫は、抗体が主役になる免疫と、

免疫を担う細胞が中心になる免疫の 2 つに分かれる。抗体が主役になる免疫は液性免疫、免疫を担う細胞や物質が中心
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になる免疫は細胞性免疫と言われる。免疫は一部のリンパ球の記憶と言われる。 

 

表 4-4.異物への攻撃方法 

直接攻撃 異物に免疫細胞

による直接攻撃 

マクロファージ 顆粒球(主に好中球) リンパ球(T/キラー細胞 

間接攻撃 異物に対して作ら

れる免疫物質 

サイトカインや抗体

などによる攻撃 

NK/ナチュラルキラー

細胞 

抗体(免疫グロブリン) 

 

◎免疫系に関する基本的な重要点は、過剰反応や健康な細胞の攻撃をして消耗できないように、迅速かつ有効的に反

応することである。また、免疫系のバランス適応力を高めることが重要である。そのためには、つぎの３点を考察する。 

①如何にして、外敵に対して迅速に反応できるよう促すかである。 

②如何にして、外敵を特徴づけ認識できるように標識となれるかである。 

③如何にして、排除した外敵を再確認し、再度の侵入者か否かの目標を定めるかで役割がある。 

◎免疫力のバランスが崩れると、さまざまな弊害は、次の４点である。 

①自己細胞の変質として、代表的なものにガンである。死亡率が第一位。 

②生活習慣病として、代表的なものに糖尿病などがある。 

③誤爆(自己免疫疾患)として、味方の細胞を“敵”と誤認すれば・・・。 

④自分自身の細胞が、破壊され、慢性的な炎症を惹き起こし安いことがある。 

 

5.東洋医学の五行説 

5-1.笑い(火性）と五臓色体モデル 

感覚器官（五官）とは、人間の「からだ」と「こころ」である。人間の外界との接触は、感覚器官で、個人の内側と外側を隔

てるものは感覚である媒体は感覚器官である。空気でも皮膚でも内臓でもない。笑いに関する舌…五行の火性に属し、心

臓と小腸に支配される。舌が赤や紫になったら、心臓病の予備軍であると疑うことである。黄色や苔色になったら、飲食を

節制して欲しいという、小腸病の危険信号であると注意することである。 

自発的に出る「笑い」ももちろんあるが、たいていは「笑う」ことを通じて相手に好意的な感情を伝えるのが主である。しか

し、相手を「嘲笑う」「鼻で笑う」ような、挑発的な態度をとるときも「笑い」が使われるときがある。一般的に、相手を故意的に

怒らすことは簡単でも、故意的に笑わせることは難しい。笑いとは、喜怒哀楽の「喜」と「楽」、およびナンセンスや滑稽への

可笑しさや皮肉などの意を表す感情表現の一つである。自発的に出るものと故意的なものがあり、よく顔に表れる。笑った

顔、ニコニコした顔を笑顔と呼ぶのである。生理的な効果として、笑いによって自律神経の頻繁な切り替えが起こる。この

結果、交感神経と副交感神経のバランスの状態が代り、副交感神経が優位の状態になる。副交感神経は、安らぎ・安心を

感じた状態のときに優位で、副交感神経が優位な状態が続くとストレスが解消される。五臓の色体において、表 5-1 は五

臓色体の五行。表 5-2 は五臓色体の火性の 16 項目。表 5-3 は五臓色体モデルの要訳である。 
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①五臓の心臓と②五腑の小臓は、感覚器官の元にある臓器である心臓・腸（火性）である。心臓は血液を送るポンプの役

割をする陰の臓器で、全ての組織にエネルギーを与える使命がある。小腸は主に栄養分を吸収する臓器である。心臓と

小腸の関係は血液の循環と栄養素の吸収という密接なコンタクトがあるから闘争心、自衛を司る役割がある。 

③五行の火と④五根・五官は、五行の火性に属し、舌の色と内臓の関係は心臓と小腸に支配される。舌が赤や紫になっ

たら、心臓病の危険信号である。すなわち、心臓＝九紫火星＝色は赤、紫である。黄色や苔色になったら、飲食を節制し

て欲しいとなったら、小腸の危険信号である。すなわち、小腸＝体の中心部分の内臓＝土性＝黄色、土色である 

⑤五主・五体の血脈は、身体を構成する部分の総体である。五主とは皮毛（ひもう）、肌肉（きにく）、筋（きん）、血脈（けつ

みゃく）、骨髄（こつずい） の５部位である。五臓から栄養を補給する感覚器である。血脈とは、身体の血管に血が流れる

のにたとえて，その持続性と同一性をあらわすものである。 

⑥五味の味覚は、心体質には食べ物の味や好みも、ほろ苦い食品を好む傾向がある。しかし、苦味を採り過ぎるのは心

臓・血液・骨に害がある。心臓病人の好む食味は五味の苦である。苦の働きは、心臓のオーバーヒートを和らげるのも苦

味である。苦味は、炎症を消す・熱を冷やす・血を止める・痛みを鎮める消炎作用があり、湿りを乾かす・体内の不要物を

排泄する働きがあります。苦味が不足すれば、狭心症、心筋梗塞、動悸、息切れ、不整脈などの心臓に負担が大きくなる。

摂りすぎは脾や胃に負担をかけます。辛味と一緒にバランスよくすることである。苦味の食材は、苦温ではふき・よもぎ・た

らの芽である。苦平ではうど・菊花・ぎんなん・春菊・レタスである。苦寒ではにがり・お茶・コーヒー・ビール・たけのこ・ごぼ

う・苦瓜・鯉胆・アロエ・たかな・ ほうれん草である。 

⑧五香の焦は、口臭体臭を診るには焦げ臭い苛立ち・焦り・イライラ・不快な感覚・汗臭い・不安感・じりじり、そわそわであ

る。臭いは体臭にもその人の体質、病気などが現れる焦心の支配を受ける。 

⑨五悪の熱は、きらう外味の性状である。 
⑩五感の喜・笑は、頂天になって大声で笑うことは、気が緩み心臓の力を弱める。そのために、度が過ぎた笑い事は禁物

である。それは健康的であるが、長時間も訓練すれば肉体的には心臓とつながりがあるため神の子である人間は理性をも

って活動すべきである。長時間によく笑ったり独り言を言ったりすると心臓に弱点が起こる可能性があるため 2０分程度に。 

五志の感情：嗅覚・聴覚・味覚・発声の感情は感覚器官の受け取る情報も五行に分類できる。五行の色は赤（火性＝心）

である。体質や病気の傾向の分類は、人間の心（感情）にどういう影響をするのか。私たちが感じる気持ちの持ち方、思考

にも体質と内臓が密接に関係していて、それも全て五行に分類できる。 

ここで、心の想念体には表面意識(約 10％)と潜在意識(約 90％)に分類できる。一方、心の想念は、自動車と比較すれ

ば、第１段階では、我々は生まれた時は、「ガソリン」のような本能がある。第２段階では、成長するに従って「アクセル」のよ

表 5-1.五臓色体の五行 表 5-2.五臓色体の 16 項目 表 5-3.五臓色体モデルの要訳 
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うな感情（好き嫌い）の On あるいは Off の作用が生じるのである。第３段階では、さらに成長すると学業や多くの情報の入

力によって「ハンドル」のような知慧や智慧が成長するのである。第４段階では、「ブレ－キ」のような理性のように道理が判

断できるのである。心の自動では、第 1 に入力装置、第 2 に情報システム装置(制御装置・記憶装置・演算装置)、第３に出

力装置、第４に帰還装置 (feedback) 側に戻す操作装置に類似している。 

⑪五液の汗は、五液の心臓の鼓動が早くなり、血圧が上昇すると汗（火性）を調節する。 

⑬五労の視は、過労が五労の傷害を与え、分泌液は五液の汗になる。 

⑭五色の赤は、赤い皮膚になる。 

⑮五声の声(言う)は、声が大きくはっきりとして余韻があると、腹が座り充実していて運勢も安定する。声が弱く語尾が消え

ると運勢にも影響する。何も大きな声を出さなくとも、明瞭でよく響く声であれば、体力も運勢も良好である。病的な声は内

臓の度合いが感知できる機能がある。初対面者の声の判断によって、電話の声質から器が理解できる。  

五声の音声というのは振動、波動を内臓に与えるので、かなりの影響がある。うまく声の出ない人は発声練習をすると内

臓の働きもよくなる。空手道の気合が技術に関係があるので声と体は影響する。たとえば、新鮮な空気の中で「あいうえお

…」・『アカナハ・・・・』の発声練習は最高のエネルギ-になるでしょう。それらの原理は次式のように分類できる。 

波動力学において、横波は 振動方向と進行方向が直交で、縦波は振動方向と進行方向が同じである。 

◎波形の公式 y=A sin (ωt - kx)   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1） 

◎振動数を f (Hz)、周期を T (s) とすると f =1/ T    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

振動数 f (Hz)、波長 λ (m) のときの波の速さ v (m/s)v=fλ={1/ T}・・・・・・・・・・（3） 

音の場合の方程式 

◎うなり振動数 Ⅰf=Ⅰf_1-f_2}・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4） 

◎弦、両閉、両開気柱の振動モード λn={2l/ n}・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5） 

◎片開気柱の振動モードλn=4l / （2n-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（6） 

◎弦の振動周波数 f α√（F/ρ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7） 

五声の法則から言うと、同じ病人であっても、肝臓病で寝ている人は大きな声を出してはいけないが、肺病や腎臓病の場

合は少し声がはっきり通るような練習をしたほうが、病気の軽減につながることになります。 

◎運動エネルギーと速度の基本式 

運動エネルギー E＝（1/2）ｍV2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（8） 

ここで、物体の質量 m と速度 V であり、運動エネルギーは速度の 2 乗に比例する。 
◎質量とエネルギーの等価性で言うと相対性理論の基本式  
量子エネルギー (E) = 質量 (m) × 光速度 (c) の 2 乗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（9） 

量子力学の言葉で言うと、 光のエネルギー（E）は、(m と c の 2 乗に比例する。 

◎電磁波という波の光が、「光電効果」という現象の光のエネルギー 

光エネルギー振動数（ν） × プランク定数（ｈ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10） 

νに、ｈを掛けた粒子のように振る舞うということで提唱されて発見された。 

◎熱力学系の絶対温度を T とすると、ボルツマン定数 k によって 

熱エネルギー（E） = kT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11） 

が定義され、これは大まかに言うと系中のミクロな粒子によって運ばれる典型的な熱エネルギーである。 

⑯五病の噫は、出す声の気が病むと起こす症状は噫（げっぷ）である。病変の発現は五変の憂でもあ

る。憂の働きとは、①自分の思うようにならない。②ある状態をいとわしく、不愉快に思うさま・わずらわしい・気が進まない。
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③つらい・冷たい・悩ましい・せつない・心苦しいである。 

 
5-2.笑いと人体 

五志には笑に関連し、感情の所属。怒るは肝病になり、甚だ怒る時は肝を傷るため用心することである。 
五行には火に関連し、五臓には心臓に関連し、五腑には小腸に関連し 五官には舌に関連し、心臓が悪ければ心

臓を治すため栄養を補充して治すことである。 
笑いと人体については、Fig.1～Fig.5 である。笑いに関連する心臓を図示した。 

◎五体には血脈に関連し、五支には毛(面色）に関連し、精気の発すること、 
◎五色には赤に属にし、病人の皮色を診て診病を検査する。赤は心臓が悪いから管理することである。 
◎五香には焦に属にし、病人の口臭体臭を検査して直すことである。 
◎五変には憂に属にし、五臓の病変の発見に役立つのである。 
◎五声には言に属し、病人の出す声によって病気の症状が発見できる。 

 
    

Fig.1.笑いは眼相の心臓 Fig.2.五臓の心臓 Fig.3.耳相の心臓 Fig.4.手相の心臓 Fig.5.足相の心臓 
 
◎五病には噫（げっぷ：強く感動したり、驚いたりしたときに発する語）、五臓の気が病むと起こす症状である。 
◎五労には視に属し、過労が傷害を与える時に検診できる。 
◎五液には汗に属し、分泌液に関連する。五悪には熱に属し、心臓や小腸に注意することである。 
◎五禁には鹹（トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である）に属するから

 多食してはいけないものである。 
 
5-3.笑いと食物   

五穀には、黍（キビイネ科の一年草で、穀物の 1 種である。日本では五穀の 1 つ）に属する。 

五畜には、羊肉の食用及び薬用となる家畜である。 

五菜には、薤（ラッキョウ：ユリ科の多年草・野菜）に属し、五臓の食用及び薬用となる野菜である。 

五果には、杏（アンズ：中国発祥のデザート）に属し、五臓の食用及び薬用となる果物。 

五味には、苦の 

①痛みや圧迫感で、肉体的に我慢ができない。 

②悩み・せつなさ・悲しさ・後悔などで、心が痛んでつらい。 
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③物や金銭のやりくりが思うようにならない。④過状になれば害となる。 

五宣には、酸に属し、多食しては良いものである。表 5-4 は、五臓関連する飲食生活と肉体調教である。 

 

表 5-4.五臓に関連する飲食生活と肉体調教 

飲食生活 

喫煙をひかえる 適度の飲酒を心がける 飲料水に気をつける 

バランスの良い食事 健康補助食品 ストレスをためない 

質の良い睡眠をとる 充分な休養をとる  

肉体調整 
笑う 爪の運動ともむこと 筋肉を鍛える 

体温を下げない 薬・抗生物質を乱用しない  

 

6.おわりに 

 笑いといっても自己に置き換えた共感の笑いや落語に見られるような人情に触れるような笑いが大切である。昔から「笑

う門には福来る」といわれるように、ムスッとした顔をしているとお互いにいやな気持になるが、笑うことで人間関係が良くな

り、みんなが幸せになれる。思いっきり笑った後は気分もすっきりするなど多くの人は笑顔の効用を実際の体験で分かって

いる。現代医学の研究からは「笑う人には健康来る」である。笑いは副作用のない良薬である。笑いはお金のかからない

一番身近な健康法といえる。人はそれぞれ笑いの質は違うが、笑いを生活の中に取り入れて、心も体も健康になることが

重要である。今後はさらに笑い療法と免疫との関係や笑いと解剖生理学としての特に脳との関係について検討をしていく

予定である。 

体と心が病む原因は。外因と内因に分類できる。外因（外邪）とは、五臓の嫌う外気の五悪である。季節とも関係が深く、

五悪に遭うと、五臓が傷つけられ、病変を招くのである。心（火性）は、傷暑で、暑さにアン・バランスなる時に心害する。外

因は五悪の環境から来るのに対し、内因は生活態度や心の不調和から起こる。ゆえに、生活態度を反省すべきである。そ

の反省は、①運動不足･②睡眠不足・食不量（食の過不足、偏食）である。つぎに、過度の疲労と性のコントロールである。

さらに、日常生活には悲しみや怒りなどの悪感情を持つと、抵抗力を弱める内因となる。 

自分に自信を持つこと(自負心)は、自己愛的な利己、他人を排他する非協調、独善的な優越、異質なものを排斥する

非寛容、自然や社会に対する傍若無人を意味するものではない。 

 人はそれぞれ何がしかの潜在能力を持っているものです。その自分の能力を信じることです。先天的に生まれながらに

持っているものではなく、各人、後天的に学習・訓練・努力の結果習得されたものである。 

 

認識力 観察力 創造力 想像力 知力 体力・精力 学力 徳力 

運動能力 記憶力 暗記力 計算力 企画力 収集力 編集力 速記力 

読解力 表現力 演技力 歌唱力 説得力 展開力 包容力 集中力 

政治力 指導力 統率力 技術力 忍耐力 引率力 決断力 意志力 

腕力 実行力 決定力 経営能力 経済力 交渉力 生活力 透視力 

予知能力 予見力 推進力 判断力 掌握力 持続力 把握力 分析力 

調整力 理解力 構成力 構想力 感化力 継続力 精神力 魅力 
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上記以外にも様々な能力が想像されるが、それらは当然一人の人間にすべて備わっているものではない。複数の能力

を兼ね備えている者もいるが、大概はなんらかのひとつ以上の能力に長けた人々が社会を構成している。これらの能力は

そのほとんどが、他者との比較における優劣ではなく（優劣を気にし過ぎるとストレスになる)、自分が持っている何らかの

能力に、自ら人知れず自信を持つことは、免疫を上げるためにストレスを解消する上で光明の一助となることであろう。  
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 ABSTRACT  

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

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

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

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

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

 
キーワード：神社由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の由来、神社の社殿、鎮座地の方位 
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別表 1.枚岡神社、２７00 年間の略年譜。  

別表 2.枚岡神社、灯籠の高さと建立年(和歴と西暦)。 

 

1.はじめに 

本研究の目的は、文化遺産学として、地域に貢献する資料を後世に残す参考文献として作成したいからである。本

稿は、古代河内国において物部氏が勢力を持っていた地域である大阪府東大阪市、枚岡神社で行った洞窟環境

NET 学会の総合学術調査(2013)報告の一部である。 

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

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

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

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

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

らおかは神様の御霊が一杯の「神気」満ち満ちた神社とも言える。 

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

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

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

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

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

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

の名勝に指定されている。 

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

-ﾉ-ﾐｺﾄ)、第四殿：武甕槌命(ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ)である。社格等は式内社（名神大社）で、河内国一宮、旧官幣大社であ

る。創建は神武天皇紀元前 3 年（紀元前 662 年）である。本殿の様式は枚岡造。別名は元春日。札所等は神仏霊場

巡拝の道 60 番（大阪 19 番）である。例祭は 2 月 1 日、主な神事は粥占神事である。 
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悠久限りなき上代に勅旨にて創祀せられた故を以って、古来朝廷の尊崇最も厚く大同元（806）年には封戸 60 戸を

有し、貞観年中に神階正一位を授けられ、同時に春秋の勅祭にあずかり奉幣を受け、これを以って永例と定められ、さ

らに延喜の制成るや大社として三大祭に案上の官幣に預り、名神祭や相嘗祭の鄭重なる祭祀を受け、殊に春冬の二

回勅使を遣わされて厳粛なる枚岡祭を行わせらる外、随時祈雨祈病大祓等祈願奉幣に預る等、最高の優遇を受けた。  

大正 4（1915）年に枚岡村、大正 5（1916）年に枚岡南村が誕生、昭和 4（1929）年の縄手村、昭和 14（1939）年枚岡

町、昭和 22（1947）年縄手町を経て昭和 30（1955）年に枚岡市が発足、市名は神社に因み決められた。昭和 42（1967）

年布施市・河内市・枚岡市の 3 市が統合されて東大阪市が誕生、定住外国人を含め人口 51 万人足らずである。 

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

示す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居や灯籠の関連資料に関する報告はこれまで少ない。住民発達

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

における社殿と鳥居の測量値は、八尾市内の神社にある鳥居の比較を行った。その結果、鳥居の笠木(上端と下段)と

貫（上端と下段)の関係を回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。 

今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であったた

め、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。

測量した値は、回帰方程式の多項式によって解析を行った。さらに、観察を行った結果について報告する。 

そうした歴史背景を抑えつつ枚岡神社の社殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータを測量して、さらに解析を行った。さら

に文献等によって神社及び周辺の歴史、伝承地の由来についての調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決

定づけた実証研究の報告である。国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（英語、韓国語、中国語）

の翻訳を添付した。 

 

２．枚岡神社の由来 

 2-1.枚岡神社の変遷 

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

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

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

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

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

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

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

背にむけて大和へ進むことを決意される。  

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

兼ねた参拝者で賑わい東大阪市の名勝に指定されている。 

悠久限りなき上代に勅旨にて創祀せられた故を以って、古来朝廷の尊崇最も厚く大同元年には封戸 60 戸を有し、

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

祭の鄭重なる祭祀を受け、殊に春冬の二回勅使を遣わされて厳粛なる枚岡祭を行わせらる外、随時祈雨祈病大祓等

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2-2.枚岡神社の和文由来と現在 

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

天児屋命 比売神
建御雷神 経津主神

建御雷神 経津主神

天児屋命 比売神

建御雷神 経津主神 経津主神 建御雷神

天児屋命 比売神 天児屋命 比売神

枚岡神社

春日大社

鹿島神宮 香取神宮

枚岡神社 

春日大社 

香取神宮 

鹿 島 神 宮

－ 144 －



 5

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

一峰である神津嶽に祭ったのが神社の始まりである。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

栽された枚岡梅林が広がる。現在の鳥居は３基、石燈籠は４0 基以上である。 

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

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

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

 
表 2-2.大阪府東大阪市、枚岡神社の和文詳細資料 

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

甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）における第 1～４殿の４神である。 

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

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

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

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

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

6 鎮座地 〒579-8033 東大阪市出雲井町 7-16。  

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

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

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

10 本殿の様式 春日造（別名：元春日）、現社殿は 1９８９年に新築。  

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

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

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

14 札所等 神仏霊場巡拝の道 60 番（大阪 19 番）  

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

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

 
2-３.枚岡神社の英文由来と現在 

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

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

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

表 2-3.大阪府八尾市、枚岡神社の英文詳細資料 

1 Worshipped 

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

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

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

4 Annual 
Festival 

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

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

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

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

10 Shrine 
Pavilions  

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

11 Keidai 
Massha 

Sessha:Wakamiya-sha,  
Massha:Amatukami, Kunitukami 

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

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

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

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

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

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

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

이코마산위의 한 봉우리인 카미쯔다케에서 제를 지낸 것이 신사의 시작이다。 

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

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

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

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

연희식 신명부에는 명신대신사로 열거되어 있고、중세에는 일궁제도의 성립으로 가와치국 치노미야가 

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

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

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

카미츠다케혼미야 、 텐신지기샤 。 경내의 남쪽에는 수백주의 매화나무가 식목되어 히라오카 매화림이 

조성되었다。현재의 도리이는３기、석등은40기 이상。 

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

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

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

 

表 2-4.大阪府八尾市、枚岡神社の韓文詳細資料 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

主命与式甕槌命两座神而成为现在的四殿。 

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

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

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

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

上石灯笼。 

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

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

表 2-5.大阪府八尾市、枚岡神社の中文詳細資料 

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

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

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

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

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

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

 

３．枚岡神社の社殿と末社 

3-1.枚岡神社の本殿写真 

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

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

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

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

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

しい神社建築である。（市指定文化財） 

写真 3-1 は枚岡神社本殿で、市指定文化財の『枚岡造（王子

造）』と呼ばれ、1826 年（文政９年）に近郡の氏子の奉納により造

営された四殿並列、極彩色の美しい神社建築でである（平成 3 年

に大修造）。さすが河内国一ノ宮とし、長き歴史に残る輝きを残す

でしょう。 

枚岡神社は水に関わる神様であるため、左奥に「出雲井」（ｲｽﾞ

ﾓｲ）と称する井戸があり、古くより神聖な水が湧き続けている。枚

岡神社の鎮座地は、出雲井町の井戸の名称から呼ばれている。 

御祭神は向かって右より、第二殿：比売御神（ﾋﾒｶﾐ）、第一殿：

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

斎主命）、第四殿：武甕槌命（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。右から第

二殿、第一殿、第三殿および第四殿となっている。 

第一殿：天児屋根大神（ｱﾒﾉｺﾔﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

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

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

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

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

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

第二殿：比売大神（ﾋﾒ-ｶﾐ） 

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

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

良妻賢母、女性の鑑と仰がれる。 

第三殿：経津主命（ﾌﾂﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

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

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

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

第四殿：武甕槌大神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

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

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

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

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

  

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

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

定における武力と権威の象徴ともいうべき神様である。 

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

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

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

登場する。 

 

 

写真 3-1.枚岡神社本殿。        

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

その後、徳川時代に、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされた。 

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

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

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

市指定文化財の『枚岡造（王子造）』と呼ばれた。 

 

3-2.枚岡神社の社殿規模 

表 3-1 は近鉄枚岡駅前にある神社の社殿規模を測量したデ－タ。図 3-1 は、近鉄八尾駅前にある神社の社殿規模

の測量値を図示した。グラフの上にある数字は、測量値である。社殿規模は次のように要約できる。 

 

表 3-1.東大阪市、枚岡神社の社殿規模（m） 

 

 

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

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

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

 

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

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

ことが多いのである。 

 

3-3.枚岡神社の摂末社の写真と考察 

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

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

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

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

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

我氏・源氏の祖）、ヒルコ・ナガスネヒコ（阿曇族）と考えられる。 

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

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

高天原から降りてきたスサノオとその子孫も国津神とされる。 

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

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

 

    

写真 3-3.摂社の若宮社、天押雲根命   

（ｱﾒﾉｵｼｸﾓﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。 

写真 3-4.末社の天神地祇社、天津神・国津神。 

 

3-4.枚岡神社の神木と梅林   

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

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

根が施された。胸高幹周囲６.５ｍ、高さ２５ｍありました（写真 3-5）。 

 

 
写真 3-5.枚岡神社の神木 写真 3-6.枚岡神社の梅林 

 

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

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

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

頃から３月中頃、紅白の花が咲き競い梅香を漂す（写真 3-6）。 

 

3-5.年中行事と特殊神事   

表 3-3.枚岡神社の主な年中行事 

月  日 行  事 月  日 行  事 月  日 行  事 

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

0２月 01 日 例祭 0２月 0３日 節分灯明祭   

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

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

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

09 月 25 日  風鎮奉賽祭 10 月 14 日、15

日 

秋郷祭 12 月初申日 上申祭 

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

毎月一日 早朝 朝市（参道広場） 
 

3-6.特殊神事の粥占 

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

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

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

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

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

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

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

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

宗源、⑨特殊神事の天孫輔弼である。 
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4.枚岡神社の鳥居写真と数値解析 

鳥居とは神霊として鳥を招くという意味である。神社鳥居の構造と区分として、構造は２本柱に２本横木(笠木と貫)か

ら構成され、神明系と明神系の鳥居の違いは、笠木の下に島木が無と有(装飾)と、笠木の反りの有(神明系)と無(明神

系)といった特徴がある。 

 

4-1.枚岡神社の鳥居の写真 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

より改修されました（写真 4-1 と写真 4-2）。 

 

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

 

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

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

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

 

4-2.枚岡神社の鳥居の計測値 

表 4-1 は、渋川神社と樟本神社の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側

間と中心間)、貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 4-1. 枚岡神社の鳥居の測量値（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

6.35m である。 

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

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

点 7.19m である。 

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

柱）で、測量値を表示した。 

 

4-3.枚岡神社・恩智神社・弓削神社の鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

正門の一の鳥居は、二の鳥居より大きい値であることが理解できる。石鳥居は、最大値である。ここで、河内国二の鳥

居である恩智神社と河内国三の鳥居である弓削神社との比較を行った。 

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

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

 

 

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

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

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

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

木の高さは下点 3.18m、上点 3.37m である。 

 

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

式とすれば、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

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

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

 

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

 

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

すれば、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

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

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

 

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

 

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

弓削神社 
恩智神社 

枚岡神社

弓削神社

恩智神社 

枚岡神社
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５.枚岡神社の灯籠と考察 

石灯籠には笠、火袋、中台、竿、基礎という各部位の名称がある。石燈籠は、①基本型、②変化型、③山燈型等に

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

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

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

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

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

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

辻に見られる石燈籠である。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

と不明５基である。ここでは、判明した３５基について解析を行った。 

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

高の高さは 9.11ｍで最低の高さは 1.49ｍである。 

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

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

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

ある。 

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

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

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

 

 

   

写真 5-1.石鳥居南、1830

年、高さ 4.57m 

写真 5-2.鳥居西、1821

年、高さ 5.21m 

写真 5-3.鳥居南、1724

年、高さ 4.11m 

写真 5-4.石鳥居南、1723

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

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

である。 

 

 

写真 5-5.参道中南、1850

年、高さ 5.11m 

写真 5-6.広場南西、1868

年、高さ 7.71m 

写真 5-7.広場北西、1907

年、高さ 9.11m 

写真 5-8. 斎間北、1878

年、高さ 5.41m 

 

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

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

高さ 5.41m である。 

 

 

写真 5-9.手水西、1880

年、高さ 5.11m 

写 真 5-10. 鶏 鳴 殿 前 、

1669 年、高さ 1.99m 

写真 5-11.拝殿北東、1735

年、高さ 1.55m 

写 真 5-12. 本 殿 西 北 、

1759 年、高さ 1.63m 

 

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

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

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

 

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

 

 

   

写真 5-16.巽参道、1801

年、高さ 2.32m 

写真 5-17.巽参道、1650

年、高さ 2.57m 

写真 5-18.巽参道、1799

年、高さ 1.95m 

写真 5-19.巽参道、1799

年、高さ 2.11m 

 

  

写真 5-19.巽参道、1721

年、高さ 1.91m 

写 真 5-20. 巽 参 道 、 不

明、高さ 2.11m 

写真 5-21.巽参道若宮、

1649 年、高さ 1.67m 

写真 5-22.巽参道、1735

年、高さ 1.71m 
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写真 5-23.巽参道、1688

年、高さ 1.91m 

写 真 5-24. 巽 参 道 、 不

明、高さ 1.61m 

写真 5-25.巽参道、1847

年、高さ 2.21m 

写真 5-26.巽参道、1761

年、高さ 1.91m 

 

   

写真 5-27.巽参道、1776

年 1.92m 

写真 5-28.巽参道、1802

年 2.01m 

写真 5-29.巽参道、1751

年 1.49m 

写真 5-30.巽参道天神、

天神、1939 年 2.15m 

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

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

図 5-3 は、枚岡神社の灯籠の高さと数との関係である。 

 

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

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

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

 

 

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

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

写真 5-32.新鮮な空気と新鮮な発想が

生まれる河の環境歴史は 2700 年 

 

６.おわりに 

6-1.枚岡神社の社殿建築  

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

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

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

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

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

と考えられる。枚岡神社の社殿の規模は、近隣の神社との比較を行った。社殿の高さは許麻神社（8.01m）が大きく、次に八

尾神社（6.35m）、穴太神社（5.84m）そして枚岡神社（4.81m）の順に低くなっている。間口は許麻神社（12.01m）が広く、次に

穴太神社（10.51m）、八尾神社（9.95m）、そして枚岡神社（8.98m）の順に狭くなっている。奥行きは枚岡神社（17.47m）が長く、

許麻神社（12.01m）が長く、次に穴太神社（10.51m）、八尾神社（9.95m）、そしての順に狭くなっている。ゆえに、枚岡神社の

高さと間口と奥行きは、四神社の中で最小値である。 

 

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

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

高さであることが判明できた。 

 

表 6-1.河内国、枚岡神社・恩智神社・弓削神社の正面における鳥居の勾配と決定係数 

神社名 位置 勾配 決定係数 位置 勾配 決定係数

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

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

平均 笠木 3.78 0.902 貫 3.18 0.902 

 

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

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

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

 

6-３.枚岡神社の石灯籠 

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

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

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

 

6-4.枚岡神社に関連する東経と北緯 

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

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

３神社は北緯 34 度 37 分に一致していることが確認できた。 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

この間には玉祖神社がある。 
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別表 1.枚岡神社、2700 年間の略年譜 

和 歴 西 暦 内     容 

神武天皇

天智元 

紀元前 

前 663 

初代天皇の神武天皇が大和の地で即位。枚岡神社の創建は、神武天皇時代？。 

初代神式天皇が大和橿原の地で即位。 

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

御神の二神を本殿背後の霊地神津嶽に祀られたのが始まりである。 

神武天皇 

紀元前 3 
前 660 

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

ﾀﾞｹ）の頂に一大磐境（磐坂）を設け祀る。 

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

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

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

孝徳天皇、中臣氏である平岡進等により、現在の場所に奉遷された。 

神護景雲

2 
768 

称徳天皇時代、奈良の春日大社が創建した。 

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

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

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

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

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

貞観元 859 「正一位」に叙せられ、『延喜式』の『名神大社』となった。 

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

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

堀河天皇が参拝、勅旨により創始により朝廷から特別な尊崇を受けた。 

永萬元 1165 平清盛、神馬・御幣奉納。 

承安元 1171 源義経、太刀二振奉納。 

建久元 1190 源頼朝、御剣・砂金奉納。 

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

建治元 1275 
蒙古襲来の情報を得た上人は、枚岡神社に参拝した。 

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

その際の経巻が、京都府宇治市の地蔵院に所蔵されている。 

暦応元 1338 足利尊氏、宝物奉納 

正平 04 1349 楠正行、1 月 2 日、太刀・物具献納 

文明 09 1477 社殿は、足利末頃に衰微していたのを、氏子らが再建 

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

天正 11 1583 関白近衛前久、薩摩下向の途次に参拝された。 

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

その後、徳川時代に、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされました。 

慶長 10 1605 豊臣秀頼による本殿建立、釣燈籠奉納（桑山重正奉行） 

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

昭和初期にかけ境内に 40 数基の燈篭が奉納。若宮社に燈龍がある。 

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

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

東側には｢出雲井｣と二つの末社があり、道沿いに多くの石造物が見られる。 

宝暦 05 1755 道の北と南には高さ 55cm の百度石が一対。 

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

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

束下に燈籠横にキリシタン燈籠の残骸ある。 

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

現在に至る。市指定文化財の『枚岡造（王子造）』と呼ばれた。 

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

3.23m の「道しるべ」がある。   

元治元 1864 灯籠は南端の天神地祇社へ向かう階段石に再建。 

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

その時、神社制度が確立され、神宮寺等が廃され『官幣大社』に列せられた。 

明治 04 1872 
延喜式神名帳では名神大社に列した。 

「一の宮制度」の成立で「河内国一の宮」となり、官幣大社に列せらた。 

明治 12 1879 中門・透き塀は中門・透き塀は：改築。 

明治 19 1886 二の鳥居は改築竣工。 

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

枚岡梅林には、平瀬露香(あし能家貞英)の句碑が造立。 

明治 38 1905 中門・透き塀は：現在の場所に移設。 

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

官幣大社枚岡神社と刻印。三條実美公書。 

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

明治 04 1969 
官幣大社列格以来、先輩諸氏が後世に書き綴った総数千点を越える文書がある。 

幸い戦災を受けずに文書の記載の中より、物部弓削守屋大連公の祭祀を記述。 

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

枚岡村名が変更。石鳥居は皇紀 2600 年を記念して新築。 

大正 05 1916 枚岡南村が誕生。 

昭和 03 1928 
神饌所（御釜殿）は神饌を調理する所。 

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

昭和 09 1934 二の鳥居は改築され現在に至る。鳥居の額面設置。 

昭和 10 1935 斎館は竣工の建物で、それまでも建物は存在していた。 

昭和 12 1937 斎館は貞明皇太后行啓をお迎えにため、建替した。 

昭和 14 1939 枚岡町変更。 

昭和 15 1940 石鳥居：皇紀 2600 年を記念して、新築された。 

昭和 22 1947 縄手町を経て。 

昭和 26 1951 中門・透き塀は再々修復。 

昭和 30 1955 枚岡市が発足、市名は神社に因み決められた。 

昭和 42 1967 年布施市・河内市・枚岡市の 3 市が統合されて東大阪市が誕生、人口 50 万人弱。 

昭和 54 1979 二の鳥居は竣工。 

平成 01 1989 ～1991 年、平成の大修造（現社殿）。 

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

平成 07 1995 一の鳥居阪神淡路大震災の影響で損傷がみられた。 

平成 10 1998 一の鳥居に鳥居町は、氏子の奉加により改修。 

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

 

 

 

神社の関係者と調査団との記念写真 2013 年 
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別表 2.枚岡神社、灯籠の高さと建立年(和歴と西暦) 
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大阪府八尾市、河内国二之宮の聖域と洞窟、恩智神社の由来と鳥居 

-写真撮影・測定値解析・由来の四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢  勲*・小山 博**・森下泰行*・呉紅敏* 

大阪経済法科大学*・河内新聞社** 

History of the Onji-Jinja Shrine and its Torii Surveying, 
Sanctuary and Cave of Kawachi Country Ninomiya 

Yao-City, OSAKA 
―Photography, Measurements Analysis, 

Multilingual Translation in Japanese-English-Korean-Chinese of History― 
Isao SAWA*・Hiroshi KOYAMA**・ 

Yasuyuki MORISHITA*・Hong-Min WU* 
 

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 
 Keywords：Multilingual Translation in Japanese-English-Korean-Chinese of History, Main shrine of 

大阪府八尾市、河内国二之宮の聖域と洞窟、恩智神社の由来と鳥居

―写真撮影・測定値解析・由来の四ヶ国語 ( 日英韓中 ) 用語―

沢　　勲 *・小山　博 **・森下泰行 *・呉紅敏 *

（大阪経済法科大学 *・河内新聞社 **）
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the Shinto shrine, torii, garden lantern, direction of the Shinto shrine 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) ,Vol.5(2014), 167-196pp］ 
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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。 

 

－ 183 －



 18

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。 

 

 

－ 191 －



 26

謝 辞 

 論文作成時には NPO 法人やお文化協会の渡瀬弘美様から多くの助言を頂きました。神社の測量時には、関西大学校

友会八尾支部の松井幸一・中尾達夫氏の方にお世話なりました。本論文作成にあたっては、資料提供のご協力を頂きま

した八尾市立歴史民俗資料館、ＮＰＯ法人やお文化協会の西辻豊理事長、さらに大阪府神社庁との関係各位に感謝申

し上げます。情報処理には、NPO 法人洞窟環境 NET 学会の肥塚義明事務局長に厚く御礼申し上げます。 

  (2013 年 12 月 1 日受稿、2014 年 1 月 25 日掲載決定)  

 

参 考 文 献 

1） 西辻豊：『八尾の道標』、八尾市郷土文化研究会、1981 年。 

2） 八尾市立歴史民俗資料館：『八尾の歴史と文化財』、八尾市立歴史民俗資料館、1987 年。 

3） 八尾市役所：『八尾市史（前近代）本文編』、八尾市史編集委員会、1988 年。 

4） 谷野 浩：『八尾の石塔』、八尾市郷土文化研究会、1988 年。 

5） 谷野 浩：『八尾の石塔』、八尾市教育委員会 文化財室、1988 年。 

6)  村川行弘・小林 博：『河内地域史-総論編-』、大阪経済法科大学出版部、1992 年。 

7） 八尾らしいすまいづくり編集委員会：『八尾らしいすまいづくり』、八尾市、1998 年。 

8） 瀧浪貞子：『最後の女帝孝謙天皇』、吉川弘文館、1998 年。  

9) 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。 

10) 八尾市立歴史民俗資料館友の石造物部会：『八尾の地蔵さん』、八尾市立歴史民俗資料館友の石造物部会、2001 年。 

11） 小林惠子：『争乱と謀略の平城京－称徳女帝と怪僧・道鏡の時代』、文藝春秋、2002 年。  

12) 根岸榮隆：『鳥居の研究』、第一書房、2007 年。 

13) 棚橋利光：『宇佐八幡宮の歴史と道鏡事件①八幡神と古代国家(河内どんこう８２)』 、やお文化協会、2007 年。  

14) 正木晃・中尾伊早子監修：『よくわかる! 神社 神宮』、PHP 研究所、2007 年。 

15) やお暦民友の石造物部会：『八尾の灯籠』、やお暦民友の石造物部会、2008 年。 

16) 井上順孝：『図解雑学!神道』、ナツメ 第五刷、2008 年。 

17) 渋谷伸博：『日本の神社』、日本文芸社、2008 年。 

18) 棚橋利光：『八尾の史跡（新訂版）』、NPO 法人 やお文化協会、2011 年。 

19) 沢 勲・水野冨藏・梶田梓聞・肥塚義明：「大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社（北木の本）の由

来と鳥居」、洞窟環境 NET 学会紀要、３号、2012 年。 

 

H1）http://www.onji.or.jp/ 
H2）http://www3.ocn.ne.jp/ 
H3）http://ja.wikipedia.org/wiki/ 
H4）http://kamnavi.jp/  
H5）http://www.geocities.jp/ 
H6）http://mononobe.digiweb.jp/  
H6）http://masakaki.web.fc2.com/ 
H7） http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html,2010。 
 

 

 

－ 192 －



 27

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。 
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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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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).  

 

キーワード：物部守屋、弓削道鏡、由来の四ヶ国語(日英韓)用語、神社の由来、神社の社殿 

 Keywords：Moriya Mononobeno, Doukyou Yuge, Prince Shotoku, Multilingual Translation of History，Main 
shrine consideration  
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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。 
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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 
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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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大阪府八尾市、河内国三之宮の聖域、弓削神社の由来と鳥居 

-弓削道鏡、測定値解析、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢  勲*・松井幸一**・呉  紅敏*・中岡愛彦*** 

大阪経済法科大学*・河内まつり家会**・元読売新聞*** 

History of the Yuge Shrine and its Torii Surveying, 
Sanctuary of Kawachi Country Sannomiya, 

Yao-City, OSAKA 
―Doukyou YUGE、Measurements Analysis、 

Multilingual Translation inJapanese-English-Korean-Chinese of History― 
Isao SAWA*・Koichi MATSUI**・Hong-Min WU*・ Naruhiko NAKAOKA*** 

 

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. 
 
キーワード：物部守屋、弓削道鏡、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の由来、神社の社殿 
 Keywords：Moriya Mononobeno, Doukyou YUGE, Prince Shotoku, Multilingual Translation of History，

Main shrine consideration  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.5(2014), 217-238pp］ 
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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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四国遍路の瀬戸内海への広がりと現代的意義 

梶川 伸 （元毎日新聞編集委員・大阪経済法科大学教授） 

A Spread and Modern Meaning to Setonaikai of the Shikoku Pilgrimage 
Shin KAJIKAWA 

 
ABSTRACT 

The temple in 88 Shikoku is developing variegated events, such as a special exhibition of 
secret Buddha statue, in 2014. Although the Shikoku pilgrimage calls at the place which is 
said for Kuukai (Kobo Daishi, 774-835) to have self-trained and the temple it is supposed 
that there is a connection, it is because Kuukai opens the Shikoku holy place and the holy 
place meeting is making it positioning for the year 1200.  

   The Shikoku pilgrimage spread at the Edo period and 88 minis were also prepared in every 
place. I am called a copy holy place. In it, the copy holy place of islands of Setonaikai is also 
called "island Shikoku." The island in Setonaikai has neither few where nor islands where 
decrease in population is serious and has abolished vitality. On the other hand, there are 
many islands where the tradition of Island Shikoku pilgrimage is valid. Island Shikoku also 
has an island which is useful to harden an inhabitant's bonds and I expect from the draw as 
power of island revitalization. The place which there is thought of a revival in the bottom of 
the Shikoku pilgrimage, and is resonant with reproduction of an island is interesting. 
 
キーワード：四国遍路 空海 八十八カ所、結願、島四国 
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１．はじめに 

四国八十八ヶ所霊場会は２０１４年、多彩な行事を繰り広げている。四国遍路は空海（弘法大師、７７４～８３５）が修行

したとされる場所や、ゆかりがあるとされる寺を訪ねてゆくが、霊場会は空海が四国霊場を開いて１２００年という年に位

置づけにしているからだ。 

四国遍路の瀬戸内海への広がりと現代的意義

梶川　伸

（元毎日新聞編集委員・大阪経済法科大学教授）
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 霊場会だけでなく、八十八カ所の札所になっている寺でも、秘仏の特別開帳など、さまざまな記念行事を行っている。

また２０１５年は空海の高野山開創１２００年とされる年にあたり、金剛峯寺を中心とする高野山真言宗は大々的に記念

行事を展開する予定だ。そのため、四国遍路は再び脚光を浴びている。 

 四国遍路は江戸時代に広がり、各地にミニ八十八カ所も設けられた。写し霊場と言われる。その中で、瀬戸内海の

島々の写し霊場は「島四国」とも呼ばれる。この稿では、島四国のいくつかを取り上げる。その代表は香川県・小豆島だ

が、拙文「小豆島遍路と洞窟霊場の魅力」を洞窟環境ＮＥＴ学会紀要・１巻に掲載していただいたこともあり、ここではそ

れ以外の場所を中心に取り上げる。岡山県笠岡市の神島（こうのしま）八十八カ所と、愛媛県今治市の大島八十八カ

所を中心とする。 

 論の展開は、実際に現地を歩いたことに基づく概観が中心で、それに私なりの考察を付け加えた。島四国ができて

長い歳月が流れているが、ここも再び注目され、あるいは注目される可能性を帯びていると分析できる。それは時代的

な背景と無関係ではない。 

 「遍路」と言う言葉は、さまざまな使い方がされる。まず、四国八十八カ所を回ることを言う。次に四国八十八カ所を回

る人のことを示し、四国では「お遍路さん」と親しみを込めて呼ばれる。三つ目に、遍路もお遍路さんも含めた四国八十

八カ所の文化を指すこともある。この稿では、巡拝することを「遍路」、巡拝する人を「お遍路さん」と表現として使い分け

る。また、本来の四国八十八カ所を「本四国」と書き、島にある写し霊場を「島四国」として区別する。 

 

２．島四国 

四国遍路は空海が弘仁６年（８１５年）に開創したとされるが、それが定着したのは１６世紀と見るのが一般的だ。やが

て江戸時代になると、八十八カ所の札所も確定し、ルートも定まって、道標も設置された。 

江戸時代は伊勢参りに代表されるように、旅がブームとなった。戦国時代というすさんだ時代が終わり、生活にゆとり

ができ、庶民を娯楽としての旅に向かわせたと考えられる。四国遍路も、その潮流の中で発展したのであろう。 

札所でお遍路さんは、納め札を寺に納める。納め札は自分の住所や名前を書いたもので、いわばお遍路さんの名

刺である。宿などの主人や世話になった人らに、名刺代わりに渡すこともある。大月へんろみち保存会（高知県大月町）

の西田忠雄さん宅は、江戸時代から善根宿（善意でお遍路さんを泊める家）をしていて、江戸時代から大正時代にか

けての遍路札（納め札）がいくつもの米俵に入れて残してある。 

また、香川県坂出市郷土資料館でも、古い納め札の展示を見たことがある。吉田省三さんの屋根裏から出てきたと

説明にあった。嘉永年間から明治、大正にかけてのもので、これも俵の中に入っていたという。 

これらは、江戸時代に遍路は一種のブームになっていたことを裏づける史料である。ブームを支えたのは庶民だっ

た。修行僧の遍路が、庶民も含めた遍路へと変わり、そのことが四国遍路の大きな特徴となっていく。 

四国遍路が盛んになるにつれ、各地に写し霊場ができていく。四国八十八カ所を身近な場所に再現しようとする

動きで、四国から遠い場所では、「四国までは出向けないので」の理由もあったに違いない。写し霊場は四国から近

い所から遠い所へと広がっていったようだ。初期は瀬戸内海の島々に、島四国ができていく。 

写し霊場、島四国の代表は香川県の小豆島八十八カ所だ。霊場会によると、小豆島八十八カ所が整備されたのは

１６８６年（貞享３年）とされる。本四国の定着から１世紀ほどの時期にあたる。距離は１５キロあり、札所は寺のほか、地

域の人たちが世話をしている堂、洞窟を使った霊場などバラエティーに富んでいる。特に洞窟霊場が特徴的で、最近

ではその特異性を強調する傾向がみられる。 

小豆島は観光地でもある。２０１０年、２０１３年に開かれて人気を得た瀬戸内国際芸術祭の会場の１つの島でもあり、
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芸術と観光と遍路という組み合わせが、新しい動きを作り出す可能性がある。 

 

３．瀬戸内海の島の現状 

 瀬戸内海には、人が住んだり働いたり、人の生活がある島が約１５０ある。しかし、ほとんどの島で、過疎化の進行とい

う大きな問題を抱えている。過疎が進めば、島の活力がなくなり、島を出ていく人がさらに増え、過疎化に拍車がかかる

悪循環を繰り返す。 

 瀬戸内海の中でも活気のある島として知られる兵庫県姫路市の坊勢島も例外ではない。１９９０年代に人口が増えた

時期があったが、２０００年代になると増加は頭打ちとなった。姫路市の人口統計によると、ここ数年は２００８年３月に２９

８０人、２０１０年３月に２８６６人、２０１３年３月に２６６２人と減り続けている。 

国や自治体は離島振興法などを活用して、島の活性化施策を繰り返しているが、必ずしも成功しているとは言えな

い。私は１９９６年から９７年にかけて、香川県の島のうち１９島を訪ね、過疎化の実態に触れた。 

香川県三豊市の粟島では、公営宿の支配人が冗談交じりに、「自分を埋めてもらう場所は自分で掘っておくことにな

る」と話していたのが印象的だった。瀬戸内海の島は土葬のところが多い。島に火葬施設がないためだ。遺体を埋める

場所を「埋め墓」や「うずめ墓」という。土をかぶせた上に簡単に墓石を乗せる。遺体は朽ちて容積が小さくなり、しっか

りした墓石をその上に建てても、倒れてしまうからだ。そのため、遺骨を納めていないが、きちんとした墓を別に作る。こ

れを「参り墓」「拝み墓」という。墓を２つ立てるので、両墓制とも呼ばれる、埋め墓を掘るのは島の若い人たちの役割だ。

ところが支配人は島の中では若い方で、高齢化はさらに進むため、自分が死ぬ時には、自分の墓は自分で掘ってお

かなければならない、という冗談だが、皮肉にも現実味を帯びている。それだけ、大きな問題というわけである。 

香川県多度津町の高見島で島の男性に話を聞くと、空き家を指しながら、「あっちも空き家、こっちも空き家」と自嘲

的に語った。多度津港まではフェリーで２５分ほどの近さだが、それでも若い人は島を出て行き、漁業などの仕事のた

めに高見島に通うという。それなら、島に住めばいいと思うが、男性は「島にはカラオケも何もないから、若い人は面白く

ないのだろう」と分析していた。 

瀬戸内海には、島四国が根付いている島が多い。歴史は古いものが目立つ。過疎化の影響で、遍路の伝統がすた

れているケースもあるが、その反対に、町おこしならぬ島おこしの力として、島四国を位置づけている島もある。 

四国遍路は円を描いて四国を１周する。１回だけの巡拝に限らず、何度も回るお遍路さんも多く、世界の巡礼旅で

は循環という特異性がある。これは、日は沈み日は昇る、季節は巡る、といった太陽信仰に基づく蘇りの思想と関係が

あると見る。 

徳島県上勝町の四国霊場別格３番慈眼寺（徳島県上勝町）には、穴禅定という修行場があり、お遍路さんに親しま

れている。ロウソクを手に、真っ暗な鍾乳洞の中に入って行くが、通路は非常に狭く、体をよじりながら進み、１番奥の

大師像に参拝して、入り口と同じ場所に戻ってくる。出口近くにはことさら狭い個所があり、はいつくばってくぐり抜ける。

これは母親の胎内からもう１度出てくると意味づけられている。生まれ直し、蘇りの思想に結びつく。 

ほかにも、戒壇という真っ暗な中を歩く場所がいくつかある。これも穴禅定と同じ思想に基づくとも推測できる。そうで

あるとすれば、島の再生、蘇りに島四国が使われることは、ふさわしいこととも言え、興味深いことである。 

 

４．神島八十八カ所の成立 

岡山県笠岡市に、神島（こうのしま）八十八カ所がある。神島はその名の通り、元々は島だった。今は干拓によって、
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笠岡市の中心部から陸続きになっている。八十八カ所は成立時に戻れば、島四国である。 

神島八十八カ所の遍路と観光用のパンフレット「神島八十八カ所めぐり」には、島四国の成り立ちについて、次の

ように記してある。 

「今田卯兵衛（慧弦）が晩年、最愛のひとりっ子を失い、救いを仏の道に求め、愛児の位牌を持って四国遍路に旅

立ち、四国八十八ヶ所霊場を五年かけて巡拝した。その途中、『四国そっくりの霊場を神島につくるよう』夢のおつげ

を受け自分の全財産をなげうっても霊場を建設したいと計画した。時を同じにして神島の住人、池田重郎兵衛も同じ

計画を持っていることを知った。そこで二人そろって四国に渡り、各札所の土を袋に入れて持ち帰り、元文五年（１７４

０）より延亨元年（１７４４）まで五カ年の間、苦心惨憺の末に成就したと伝えられる。道程２９㎞の中に四国の札所と同

じ形になるように考慮されており、各札所の本尊の下に四国の札所より持ち帰った土を埋めその上に堂を立てた。」 

この説明から、いくつかのことが分かる。１つ

は、各地にできていく写し霊場の成立過程の

基本形があるということだ。供養など何らかの

思いを持った人が本四国を回り、そこで功徳

を得て、そのミニチュア版を自分の地元に整

備するというパターンだ。 

 また、札所の砂を持ち帰り、その砂を埋める

方法で、写し霊場の札所にすることが、島四

国とともに伝播していったのかもしれないという

ことだ。近年は寺の境内に超ミニ八十八カ所

を設置することがあるが、砂を札所に埋めるケ

ースが目立つ。また、本四国の札所の砂を持

ってきて行う「お砂踏み」とという行事も、四国

から遠く離れた場所でしばしば行われる。 

 神島八十八カ所の成立は、小豆島八十八カ所の開創から約半世紀後である。その間に、本四国への巡拝者が増

え、写し霊場を整備しようという動きが増えていったことが推定される。ちなみに、京都府福知山市の夜久野八十八カ

所は文化１３（１８１６）年、兵庫県西宮市の甲山神呪四国八十八カ所は寛政１２（１８００）年、京都市の仁和寺・御室八

十八所は文政１０（１８２７）年の完成と伝えられている。 

 神島八十八カ所の遍路道は、全長２９㌔㍍あり、島外からのお遍路さんは１泊２日で歩く。神島自体が四国に似た

形をしていて、本四国と同じように１番札所は神島の北東部にある。巡拝は時計回りに歩く。ただし、笠岡市中心部か

らのバスなど、神島地区に入るアクセスの関係で、厄除神島大師と呼ばれる７９番札所を起点にするお遍路さんが多

い。このため、ここには遍路用品も売っていている。 

 私も歩いたことがあるが、厄除神島大師から７７、７６……７３番と逆打ち（正規の順路とは逆に回ること）をし、７９番

に戻り、８８番まで回った後、１番から進んでいき、神島厄除大師で結願（一周すること）した。このような順路をたどる

お遍路さんが多いと思われる。札所の間が短いところもあり、参拝は必ずしも順番通りにはならない。 

 寺が札所になっているのは３カ所だけで、残りは小さな堂であったり、ほこらであったりする。札所はすべて、本四国

の寺の名前をつけている。例えば神島１番は小さな堂だが、本四国１番の霊山寺（徳島県鳴門市）と呼ばれる。寺以

外の札所には、札所番号に該当する本四国の寺の本尊と弘法大師の石仏が安置されている(写真１)。 

 

 

写真 1.神島の島四国は、小さな

堂の札所が多い（神島８番） 

写真 2.神島３８番へ向かう遍

路道は浪打ち際を歩く 
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 神島八十八カ所は、本四国を強く意識している。本四国で１番高い場所にあるのは、標高９００㍍の６６番雲辺寺

（徳島県三好市）である。神島の６６番も、遍路道で１番高い場所にある。標高は１００㍍ほどと思われるが、車の通る

道から遍路道を登り、往復で４０分ほどかかり、コースの中の最大の難所となっている。 

 本四国の１２番焼山寺（徳島県神山町）や２７番神峯寺（高知県安田町）は急な登り坂を歩くため、「遍路転がし」の

異名がついている。神島の１２番、２７番も坂道を登るように設定してある。本四国の３８番金剛福寺は高知県土佐清

水市・足摺岬の切り立った断崖の上にある。３７番岩本寺（高知県四万十町）からは約８０㌔の距離で、札所間の距離

では最も長い。波打ち際を行き、最後は急な登り坂となる。神島の３８番も海岸から登っていった場所にある。 

 このようなことから、神島八十八カ所を整備した当時の人たちの遍路への思いの強さが分かる。それは、神島の住む

人たちの心には引き継がれてきたのではないか(写真２)。 

 

５．神島八十八所の現状と新しい動き 

 では、島四国の現状はどうか。笠岡市立神島公民館の宇根山肇館長に聞いてみた。 

 年間のお遍路さんは延べ５０

０人から６００人。冬場に回る人

はほとんどいない。４０年ほど

前はその倍くらいの参拝者が

あった。地域外からのお遍路さ

んが多く、神島に向けて臨時

バスが出ることもあったという。

宇根山館長の話によれば、神

島の遍路は衰退の道をたどっ

たことになる。 

 しかし、新しい動きが出てき

た。１９８４年に厄除神島大師

が建立された。その数年後か

ら、毎年１１月３日に大祭を行

うようになった。この大祭に今でも約３００人が訪れ、巡拝をするお遍路さんも多い。つまり、現在のお遍路さんの半分

は、大祭の時に訪れていることになる。逆に言えば、遍路だけに訪れるのは２００～３００人ということだ。大祭は衰退し

ていった遍路に、一定の蘇りの効果をもたらしたといえる(写真３)。 

子どもたちも、遍路の蘇りに寄与している。笠岡市立神内（こうち）小学校１９９１年度の６年生が、教師の協力を得

て、「わたしたちの宝 神島八十八所」と題したホームページを作った。自分たちの思いと、神島八十八所の情報を全

国に発信した。発信元が小学生というのが興味深く、「わたしたちの宝」としているのも訴える力を持つ。 

絵や写真をたくさん使った楽しい内容になっている。パソコン技術は教諭が担当したが、寺にまつわる言い伝え、お

遍路さんが神島を巡る目的、お接待をする理由など、１３項目にもわたる内容は、すべて子どもたちが調べた。 

「朝、たくさんお遍路さんが回っとったで」という情報が入れば、追いかけていき、インタビューをした。「健康になりた

い」「ぼんのうを振りはらう」「気持ちがよくなる」といったお遍路さんの言葉を集め、「ごりやくがあるみたい」と、子どもなり

にまとめた。どこからのお遍路さんが多いか、ということにも関心を持った。７７番札所に、寄付者の名前と住所を刻んだ

写真 3.神島厄除大師 写真 4.愛媛県西予市に完成したヘンロ小屋４９号「ひ

じ川源流の里」の落成式のテープカット。次世代への

継承を意識し、子どもが中央で主役を務めた 
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石柱があったので、それを数えた。その結果、１千葉県、２東京都、３福岡県の順番だった。 

いずれも子どもらしい調査結果や結論ではあるが、人や実物にあたっていることで、一定の説得力を持つ。それ以

上に、遍路文化を継承していく努力は評価されて良いのではないか。 

また、神島公民館が呼びかけて、２００９年度に神内小学校に入学した子どもたちから、実際に遍路道を歩く「てくて

く神島」を行っている。少しずつ歩き、６年間で結願する。宇根山館長によると、幼いころに両親に連れられて遍路をし

た人が、大人になって再び訪れ、遍路用の地図を求めに来たことがきっかけだったという。宇根山館長は、子どものこ

ろの体験や印象が大事なことを知った。そこで、子どもたちの歩き遍路を提案したという。 

子どもへの継承は、地域の文化を考えるうえで、大きな意味を持つ。地域文化を守るのは、たやすいことではない。

情報媒体の発達もあり、文化の大きな流れは全国化、画一化に向かっている。その潮流に押し流されるかのように、地

域共同体も結束が弱まり、都市部への人口流出が続いていると感じる。逆に言えば、神島の子どもたちのように、地域

の文化を守り、引き継いでいくことは、地域に安心感と未来を与えるような気がする。地域の蘇りの原動力が、若い世代

や子どもたちにあるのは間違いない。そのフックに、島四国が使われている。 

本四国については、遍路文化を世界遺産にしたいという動きがある。この運動も、文化の継承という側面を持つ。 

「四国八十八カ所ヘンロ小屋プロジェクト」という活動がある。徳島県出身で大阪在住の建築家、歌一洋さんが提唱

者である。お遍路さんが足休めをできる簡単な休憩所「ヘンロ小屋」を、遍路道沿いに造るものだ。土地の提供、設

計、建設資金など、すべてがボランティアで成り立っている。ヘンロ小屋は２００１に１号ができ、２０１４年１月現在で４

９棟が完成している。 

歌さんはヘンロ小屋を、お遍路さんと地元の人、地元の人同士の交流の場として位置づけるとともに、世代間の交

流の場としている。歌さんの活動に同調した人たちが、「四国八十八カ所ヘンロ小屋プロジェクト」を支援する会を２０

０６年に結成し、歌さんと一体となってプロジェクトを推進している。支援する会の会則の２条は会の目的として、「ヘン

ロ小屋プロジェクトを支援し、遍路文化の保存と継承をするための活動を行う」とうたっている。このように、本四国でも

遍路文化を引き継いでいこうとする動きが目立ってきている。 

人の一生は短いが、文化は長く続く可能性がある。四国遍路の歴史は、空海から数えれば１２００年に及ぶ。文化

の継承は、人が移り変わっていくたびに、新たな人が担い手となって再生していくことと見ることができる(写真４)。 

 

６．大島八十八カ所 

 愛媛県今治市に大島がある。四国本土とは、しまなみ海道の来島海峡大橋で結ばれている。大島にも島四国があり、

地元では「大島准四国霊場」とも呼ぶ。 

 大島准四国霊場のパンフレット「お大師さんのいる島 えひめ大島 島四国」によると、文化４（１８０７）年に、島民の医

師、毛利玄得、修験者の金剛院玄空、庄屋の池田重太によって開創された。玄得は幼少のころに出家して仏門に入

ったが、成人になって医業を継ぐことになり還俗した。後年、志を断念したことを悔いて、本四国を数回巡拝し、その地

理地形に合わせて、大島に島四国霊場を開いた。 

 本四国に比べて簡単に巡拝できることから、多くの巡拝者を迎えるようになったが、当時の今治藩は多くの民衆が集

まることに危惧を感じ、霊場巡拝を禁止し、３人を流罪とした。 

 しかし、民衆の信仰は篤く、巡拝者が絶えることがなかったため、文化７（１８１０）年４月３日に、京都にある真言宗御

室派の総本山、仁和寺から「准四国八十八ヶ所霊場」の称号と仁和寺紋章の使用許可が与えられた。これにより、自

由に巡拝ができるようになった。 
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 大島の島四国の開創は、小豆島八十八カ所の開創から２２１年後、神島八十八カ所の開創から６７年後となる。島

四国の広がりを示す１つの例である。ちなみに、仁和寺の裏山にも、御室八十八カ所と呼ばれる写し霊場がある。文

政１０（１８２７）年に、仁和寺２９世・済仁法親王の本願によって、本四国の札所の土を持ち帰り、堂を建てたのが始ま

りとされている。仁和寺八十八カ所は、大島に影響を受けたとも考えられる。 

 大島も四国に近い形をしている。四国を９０度ほど左に回転させた

ようなイメージである。島四国は、行程６３㌔。島外からのお遍路さん

の場合は２泊３日で歩いて回るのが一般的だ。 

札所は４つの住職のいる寺のほか、無住の寺、堂と小さな庵が混

在している。札所名は、地元の寺や堂や庵の名をそのまま使いなが

ら、本四国の札所名も使っている。地形上、本四国の１番霊山寺に

あたる場所を１番とし、おおむね時計回りに札所ができている。 

大島の島四国の札所も、地形的に本四国に似せた場所に設けよ

うという意思が見られる。足摺岬にある本四国の３８番金剛福寺は、

大島では仏浄庵だが、やはり海岸の崖の上に作られている。本四国

４５番岩屋寺（愛媛県久万高原町）は、バスツアーで行ったとしても、

最後は１５分ほど上りのきつい坂道を歩くこととなる。島四国の４５番も同名の岩屋寺で、急な坂道になっている。この

ため、足の弱いお遍路さんのために、海岸沿いにももう１つ４５番の札所を設けているほどだ。 

島外からのお遍路さんは、来島海峡大橋からの降り口や、フェリー乗り場に近かった関係から、４４番十楽庵から回

る人が圧倒的だ。本四国では札所に参ると、有料ではあるが朱印を押してもらう習慣がある。小規模な写し霊場では、

朱印のないところがほとんどだが、大島の場合は朱印をもらう。ただし、小さな堂では、お遍路さん自身が用意されて

いる朱印を押すケースもある(写真５)。 

 

７．大島の島四国の特徴と現状 

 大島の島四国の特徴は、年に１度の「島四国へんろ市」だ。空海の命日（３月２１日）をまたぐ３日間がそれにあたる。

長い間、旧歴の３月２１日を新暦に直して続けられてきた。ただ、毎年日程が変わるので、２０１４年から４月の３日曜

日を中心にした土曜、日曜、月曜日に固定した。 

 へんろ市の日は、島をあげてお遍路さんを接待する。「お接待」とは、お遍路さんをもてなすことだ。このため、島四

国を巡拝するお遍路さんは、この時期に集中する。今治市吉海支所産業建設課によると、毎年２０００人ほどだという。

私は２００６年と２００７年に巡拝したが、人であふれていた。その一方で、へんろ市の期間以外に巡拝するお遍路さん

はほとんどいない。 

 お接待は地元の人たちが、札所ごとに行っている。そのほかにも接待所が設けられ、全部で１００カ所ほどの展開と

なる。これまでは、へんろ市の日程が変動するため、３日間がウィークデーに当たると、仕事を休む人もいた。その点

を考慮して、休日である土曜、日曜を含む３日間に固定したようだ。 

 お接待の内容は、バラエティーに富んでいる。私が訪れた時を振り返ってみる。当然のように、お茶は用意されてい

る。それ以外に、飲み物ならコーヒーやお酒を出すところがあり、持って帰るように乳酸菌飲料、缶ビール、缶ジュー

スなどを手渡してくれる。中には抹茶をたてる野点のような席をしつらえている接待所もあった。 

 食べ物はお菓子やミカンが多かった。ほかに、おにぎり、竹輪、ゆで卵、スイカもあった。熱いうどんのお接待も受け

 

写真 5.大島の島四国の札所は、堂になって

いるところが目立つ 
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た。ある接待所では、地区の婦人会がヨモギなどの天ぷらと、鯛のアラでだしをとったみそ汁をふるまっていた。持ち

帰り用として、名産のヒジキや、食べ物以外ではちょっとした工芸品や炭もいただいた(写真６)。 

 

 このようなお接待が、お遍路さんを呼び寄せると言っても過言ではない。人間関係が希薄化している現代で、お遍

路さんということだけで、見ず知らずの人をもてなす。そのことに感銘したり、人間づきあいが今よりも活発だった昔の

状況を、大島に見出す人が多いのではないか。 

 ただし、大島も瀬戸内海の多くの島と同様、苦しい事情も抱えて

いる。４４番札所に近かった港では、私が訪ねた後にフェリーが廃

止され、２０１３年には快速線がなくなり、船便は姿を消した。以前

はへんろ市に３０００人が詰めかけたことがあったそうだが、船便の

廃止が影を落としているかもしれない。 

 それでも、人口が約５０００人の島に、２０００人の入れ込みは大き

い。島の活性化や再生の１つの原動力にはなっていると思われる。

島外からのお遍路さんは、島の中で宿をとる人が多い。それどころ

か、満室のため、四国本島の今治市中心部に宿泊し、島に通う人

もいるほどだ。そのような人が島に渡る際、船を利用していたが、

航路がなくなったことで、島が受けた痛手は大きいはずだ。 

 へんろ市には、もう１つ大きな役割があると見る。島あげて、地域あげてのお接待は、そこに住む人々の結束を強め

るはずだ。都会を中心に地域共同体が崩れつつある。そのような傾向の中で、近所の人たちが協力する日があること

は、地域力の維持に役立つに違いない。ここでも遍路が一役買っていることになる。 

 

８．豊島八十八カ所と直島八十八カ所 

 香川県土庄町の豊島にも豊島八十八カ所があるが、西国三十三カ所と混合していて複雑である。元豊島公民館の

藤田秀一・元館長による話を紹介する。 

 豊島に八十八カ所が入ってきた時期はわからない。その後、島の豪族が天保８（１８３３）年に西国三十三所を山に

設けた。大正８（１９１８）年に三十三カ所を分散した。八十八カ所の方は長年の間に風化し、石仏などもどれが何番

札所のものかわからない状態になっていて、小さな堂も朽ちていた。しかし、中には崩れていないものもあり、大師堂

に西国の石仏と四国の石仏を一緒に安置したという。 

 このため、豊島では西国三十三カ所の方を「お大師さん」として信仰している。空海の命日である旧暦の３月２１日

にあたる日は、大島と同様、島をあげてのお接待を繰り広げる。３３の札所ごとに接待があり、おにぎり、ゆで卵、お菓

子などを手渡す。最近では会社がツアーを組むほどだ(写真７)。 

 豊島は５０万㌧にも及ぶ産業廃棄物が島外から不法投棄され、島と島民は大きな被害を受けた。名前の通り、豊な

島であったが、島民は「ごみの島」という不名誉で理不尽なレッテルに苦しんだ。 

写真 6.お接待のうどんを食べるお遍路さん 
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 １９７０年代後半から、島内の産廃処理業者が島外の

産業廃棄物を受け入れ、島の西側の山を削り、海を埋

めて不法投棄を始めた。兵庫県警は１９９１年、この会社

を摘発し、社長ら６人を廃棄物処理法違反の疑いで逮

捕した。 

 摘発までの不法投棄は１３年間に及ぶといわれる。廃

棄物の大部分はシュレッダーダスト（自動車の破砕くず）

で、京阪神を中心にした２１社の排出業者が処理を委託

した。 

 不法投棄された廃棄物はごく一部が撤去されたが、東

西５００㍍、南北２００㍍の範囲に５０万㌧を超す量が放

置されたままになった。１９９４年に国が実施した調査で

は、猛毒のダイオキシンのほか、鉛、ＰＣＢ、水銀、トリクロ

ロエチレン、有機塩素化合物、ベンゼン、ヒ素などの有

毒物質が、土壌や地下水、周辺海域の海の生物から検出された。 

 豊島住民は反対運動を展開し、廃棄物の島外撤去を求めて運動を続けた。住民は、業者の廃棄物持ち込みを事実

上黙認した香川県の責任も追及した。１９９３年１１月１１日には、排出業者や処理業者とともに、県も相手取って公害紛

争処理法に基づく調停を申請した。国の公害等調整委員会では７つの処理案が示されたが、県の責任の有無などを

巡って、住民と県の主張は対立が続いた。 

１９９７年１月３１日の１４回公害調停になってようやく、県が「遺憾」の意を表明。これにより、廃棄物を島内で溶融させる

中間処理を行うことで、香川県と豊島住民側が合意し、解決に向けて動いた。住民側の合意は「苦渋の決断」と称され

た。その後、廃棄物は香川県直島町・直島の三菱マテリアルで処理され、豊島は再生への道を進んでいる。 

豊島は漁業、農業、観光の島だった。ところが、不法投棄の問題が表面化して以降、風評被害も含めて、すべてが打

撃を受けた。島はいま蘇りの途上だが、その過程でもう１度、お大師さん＝島四国が一定の役割をはたしている(写真

８)。 

 

国土交通省は２００９年、「島の宝１００景」を選定した。その１つに、豊島の「唐櫃（からと）の清水」が入った。豊島の

中央部の壇山のふもとの唐櫃岡にある湧き水である。空海がのどの渇きを覚えて地面を掘ると、水がこんこんと湧き出

したという言い伝えがある。豊島の住民の大師信仰の強さを示すものだ。お大師さんといい、唐櫃の清水といい、連綿

と続く大師信仰が新しい豊島をつくるうえで再び脚光を浴びている。 

 豊島の廃棄物を処理する直島にも、島四国はある。道端に石仏を並べたもので、島内全体に広がり、２体は離島に

安置されている。直島町教育委員会によると、１９８８年に島内の有志が発起人会を作って、八十八カ所を復興したと

いう。詳しいことはわからないものの、古くから島四国の石仏はあったようで、残っていた石仏は再利用し、そのほかは

新しく造ったようだ。 

これは平成元年のことである。篤い大師信仰を示す動きである。同時に、新時代を迎えるにあたり、地元に根付いて

いた習俗・文化を再評価したとも解釈できる。 

２００６には芸術家の小沢剛さんが、「スラグブッダ８８」と題した作品を島内に設置した。豊島の産業廃棄物を三菱マ

テリアルで処理し、そこで生まれたスラグを形成し、焼成された立体作品である。モチーフには島四国の八十八カ所を

 

写真 7.豊島の島四国の札所

の１つ 

写真 8.豊島の島四国の

遍路道にある道しるべ 
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取り込んでいる。島の蘇りが象徴的に表現された例といえる。 

 

９．まとめ 

 瀬戸内海の島に四国八十八カ所という信仰、文化、習俗が入っていったのは、本四国が大衆化してからである。小

豆島の島四国の成立が１７世紀の終盤で、その時期以降に各島々に広がったとみられる。島民の島四国への信仰は、

いまだに強いものがある。 

 日本の島はどこも、人口流出による過疎化をどう克服するかという課題に直面している。それは島の活性化というテー

マでもあり、島の再生の道を探ることでもある。再生のためには原動力が必要だ。ここで取り上げた島は、島四国が一

定の役割を担っている。 

 ほかにも再生へのアプローチが展開されている。瀬戸内国際芸術祭

は２０１０年に１回、２０１３年に２回を開いた。島を舞台に、現代アートを

中心とした芸術作品を展示し、多くの芸術愛好家を集め、会場となった

島々にとっては、その年に観光の中心となった。島の活性化が成功した

例であろう。 

 岡山市の犬島も注目を集めている。１９０９年に銅の精錬所が建設され

た。しかし銅の暴落などにより、約１０年で操業を中止し、閉鎖に追い込

まれた。その後、製錬所の建物はほとんど崩壊し、レンガ造りの煙突や

壁、塀などの一部が残っているだけだ。 

 島の人口は約５０人。ひっそりと暮らす島だったが、精錬所跡の荒漠と

した光景がテレビドラマで使われて再び知られるようになった。また近年

は精錬所跡は近代産業遺産しての評価も高まった。２００８年には犬島精錬所美術館がオープンした。建築家、三分

一博志さんが設計し、精錬所跡の一部を取り込んでいる。人工的な空調設備をつけず、サンルームのような部屋で暖

められた空気を精錬所の煙突の吸引効果で、館内を温めるなどの工夫がしてある。精錬所の煙突は１世紀近くを経て、

蘇ったといえる。 

 展示作品で、アーティストの柳幸典さんは、犬島で産出される石、製錬の過程でできるスラグといった地元のものと、

三島由紀夫が若いころに住んだ家の部材を組み合わせた。これも、精錬所と三島の蘇りであり、島の再生の力である

(写真８)。 

 直島に建設された安藤忠雄さん設計の地中美術館や瀬戸内国際芸術祭など、瀬戸内海の島では、アートによる島

起こしが脚光を浴びている。また、地味ではあるが、島四国も島外の人を引き付けるととともに、島の共同体にとっての

接着剤となっている。あるいは、その可能性がある。八十八カ所があるほかの島でも、同様のことが言えるはずだ。これ

は島の蘇りとともに、島四国の復活でもある。 
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別表.神島（こうのしま）八十八ヶ所 

霊場の開創は、江戸時代の寛保 3 年（1743 年）といわれる。伝聞によると、愛児を喪った今田卯兵衛が救い

を仏の道に求めて本四国霊場八十八ヶ所を巡拝した折、「神島にも四国と同じような霊場を作るように」という弘

法大師の夢告を受けて霊場開創を発願したとされる。 
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災害時におけるメディア―この時代にどう向き合うか― 

藤浦淳 

（産経新聞大阪本社文化部長） 

Media at time of disaster –What should we do to this age- 
Atsushi FUJIURA 

 
ABSTRACT 

The meteor fallen down in Russia in 2013. Everyone cannot escape from such a kind of 
disaster. But media must report what’s happening, for media take responsibility to 
report to reader or audience where we live. For example, tsunami is not a disaster. That 
is a natural phenomenon. But human society exists on the seaside, tsunami changes 
disaster. Now media faces many kind of disasters that will come someday and necessity 
of spreading mind to disaster prevention in all over the world. 
 
キーワード：緊急地震速報・歴史・被災者 
Keyword：earthquake early warning, historic earthquake, victims 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.5(2014), 
251-257pp］ 
 

１．はじめに 
 ２０１３年、ロシアに隕石が落下した。隕石の落下は突然の出来事で、人間は逃げることすらおぼ

つかない。起こったらどうしようもないそんな災害でも、メディアはそれを繰り返し報じる（写真 1）。そ

れは、事実を伝えることで我々はどういう所に住んでいるのか、何が起こりうるのかということを訴え

る必要がある、それが報道の使命だと任じているからである。例えば津波そのものは災害ではない。

海辺に人間社会があるから災害になるのである。現代社会はそのような様々な災害に直面してい

る。そして防災への意識を高める必要性にも向き合っているのである。 
 

２.その日と向き合う 
 ２０１３年８月８日午後４時５６分に携帯電話の緊急地震速報が鳴動した。震源は奈良県東部、震

度６強。M７・８。これは阪神大震災を遙かに上回る巨大地震である。奈良県五條市付近が震源。

結果は誤報で、現実に起こったのは和歌山県北部の紀ノ川沿いでマグニチュードは２・３であった。 

仮に M７・８が発生した場合、奈良県中西部の五條市や御所市はもとより、巨大な活断層である中

央構造線に沿った和歌山県橋本市から和歌山市、和泉山脈を隔てた大阪府南部の河内長野市

災害時におけるメディア―この時代にどう向き合うか―

藤浦　淳

（産経新聞大阪本社文化部長）
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や富田林市、大阪・泉南地方に大被害をもたらす内陸型地震になったはずであり、これもやがて向

きあわなければならない現実となる可能性が高いのである。（写真 2） 
 

 

写真 1.ロシアに落下した隕石の詳報（２０１３年１１月１２

日、産経） 

写真 2.＋は推定震源地、★は現実に起こ

った微小地震の震源地 

 
１９９５年１月１７日は、近畿地方にとって M７・３の地震と向き合う日となった。世界有数の現代大

都市圏が初めて壊滅的な被害を出す地震に襲われるとともに、世界で初めて大地震の発生の瞬

間が画像にとらえられたのであった。それは NHK 神戸放送局の室内の一瞬の変化を映し出し、

生放送中だった民放の女子アナウンサーらの様子と悲鳴を伝えた。コンビニエンスストア店内にあ

った防犯カメラも、その時をはっきりと映し出していた。その日の被災者の姿や火災の様子は、ハン

ディカムなどビデオカメラを持った多数の市民によって撮影され、カメラで撮影されてそれらが次々

とテレビや新聞に取り上げられた。メディアにとっても、全てが初めて向き合う複合災害はまた、映

像の面でも初めて体験する災害となった。（写真３） 
 
 当日は午前９時の段階で、兵庫県警が発表する死者数は手元で集計しても数十人にとどまって

いた。しかし１１時の段階で４５０人規模になった。どういう状況で急激に死者が増加しているのか今

となっては検証は困難であろうが、警察といえども兵庫警察署が完全に倒壊したのを始め、未曾有

の状況に置かれていて集計はままならず、生き埋めの住民を救出するなど様々な被害の集計は後

回しになる状況であった。素早い情報提供を旨とする新聞各社も、夕刊では死者数を５００人ほど

しか入れられなかったのは痛恨であった。 
 大量の画像、少ない被災状況の数字、身動きの取れない現場。取材者への飲料や食料は大阪

から神戸方面へ直接入れないため、京都府福知山市へ迂回して兵庫県加古川市へ南下し、垂水

区方面より運搬。フェリーで大阪府泉大津市から神戸の高浜岸壁へ入れるようになるのに数日か

かった。通信手段の途絶もメディアにとっては命取りで、神戸と大阪の間は数日間不通となった。こ
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のため産経新聞の場合は神戸から１０円玉硬貨しか使えない公衆電話で東京本社へ電話をかけ

て記事を読み上げで送稿し、それを大阪本社へ転送する手法を取った。三宮の本社が被災してビ

ルが使えなくなった神戸新聞社は、京都新聞社の協力を得てなんとか新聞発行を続けたのであ

る。 
 次々と明らかになる被害、それは大手新聞社も放送局もその被災するという異常事態の中で手

探りの状況で発信されたのであった。 
 

３.被災者と向き合う 
 立場を変えてみると、交通と通信手段の途絶は、被災地では情報からの隔絶を生み出す。 

最初に、自然現象で人は死なない、自然災害になるのはそこに人間社会があるからだと述べた。

被災地にはたくさんの住民がいることを遠く離れた土地に住んでいると忘れがちである。しかし空

撮された映像も、そこに映る土地には当然たくさんの住民が住んでいて、みな家を失い、肉親や友

人、知人を失い、悲嘆に暮れて呆然としているという事実を忘れてはならない。 
 こうした状況で最初に起こるのが、情報の途絶である。それは隣家に対する心配から始まって、

一体街は、県全体は、どうなったのか。一体何が起こってどうなったのか、という不安となる。精神的

な苦しみ、不安は体力を奪う。 
２０１３年３月１２日発行の石巻日日新聞（写真４）は現在、アメリカの新聞博物館に展示してある、

報道の震災の翌朝に作って避難所に張り出した壁新聞である。宮城県石巻市は東日本大震災最

大の被災地で死者も最も多かった。原初的な情報を書き殴る。社屋も機材も全て津波に流された

新聞記者の記者魂が産んだこの新聞の前に、避難所の全員が集まったという。情報は、初期の避

難状態の被災者にとって最初に安心をもたらすものであっただろう。 
 

 
写真 3.あちらこちらで火災が起こる神戸市長田区付近 写真 4.石巻日日新聞 
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 次いで、家族の安否確認も一段落すると生活や健康の不安が広がる。持病を持つ人や避難生

活で病気になる人、地震の場合はがれきの中から救助されて元気だった人が半日後に突然腎不

全を起こすクラッシュ症候群も危険である。阪神大震災の際には、この症状に対する警戒心が乏し

く、かなりの人がクラッシュ症候群を発症し。長時間圧迫された筋肉が解放された時にカリウムを大

量に血液中に放出して腎臓にダメージを与え、死にいたることもある。トイレ事情も被災者の大敵と

なる。仮設のトイレも避難所のトイレも、水道が復旧しなければ流すこともできない。特に女性の場

合はトイレに行くのがためらわれ、水を控えることで、脱水症状などに陥る危険があり、現実にそうし

た「病人」も絶えない。現在では使い捨ての携帯トイレも販売されているので、極力自宅などに備え

ておくことが肝心である。 
 プライバシーも失った被災者から、個別の話を丁寧に聞く。その場ではその人の個人的な悩みで

も、巨大災害の現場では多くの人が同じ悩みや不安を抱えている。阪神でも東日本でも、マスコミ

の人間も大勢が被災した。平成３年に瀬戸内海を縦断して中国～近畿に大きな被害を出した台風

１９号では、産経新聞でも被災した自宅と家族とを記事にしたカメラマンもいた。一人でも多くの人

に被災者の窮状を知らせる。それは、まさに明日は我が身である災害報道の重要な要素である。

（写真 5） 
 

４.科学と向き合う 
２０１３年１０月末に大阪府は、南海地震が M９・１で起こった場合、最悪で津波が原因で１３万人

が死亡するという推定値を公表した。南海地震は国による最悪の想定でも、全国での死者は３２万

人であった（中央防災会議）。 
どうしてそのようなことになるのかというと、「最悪」という場合に設定される諸条件が想定によって

異なるからである。冬の未明、風速３メートルならどうなるか、真夏の午後２時、風速１メートルならど

うか、といった具合である。従って１３万人死亡、という数字は慎重に取り扱わなければならない。 
今回の大阪府の想定の場合、冬の平日の午後６時、M９・１の巨大地震で２時間後に２メートル

の津波が大阪市内に押し寄せる。それだけではなく、その２時間の間に、情報が得られなかったり

意識が低かったりして避難が遅れる人が最も多い場合、という条件までついている。逆に最小の場

合、死者は８８００人。それでも阪神大震災より２０００人以上多いのであるから、報道の役目は最小

の数字を載せることか、最大の数字を載せることか、議論は分かれるところである。 
 次の地図は阪神大震災の震度７の分布図である。（写真６）地震を引き起こした原因である野島

断層自体は淡路島内にとどまっていたが、こうして兵庫県の神戸市から宝塚市にかけて帯状に震

度７という激震地帯が広がったのであった。これは当時のマスコミにとってはなかなか分かりにくい

ものであった。 
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写真 5.阪神大震災の避難所（神戸市須磨区、平成７年１月） 写真６.日経 BP 社の HP より転載 

 
東日本大震災で注目された津波も、その破壊力について知る者は少なかった。東北大学の今

村文彦教授によると、その破壊力について時速５０キロほどの乗用車がノーブレーキで突っ込んで

きた程度の力になるという。これでは木造民家など柱から折れてしまう。人間も吹っ飛ばされて、あ

とから押し寄せる津波にのまれてしまう。それは浸水などという生やさしいものではない。完全な破

壊である。 
 こうした科学的な知見は、残念ながら事前よりも事後に理解が深まる傾向がある。それはしかし次

の災害に対する備えに必ず役立つのであるから、メディアも科学の最新の知見と向き合い、研鑽を

怠ることはできないのである。 
 さて科学的な知見を元に、市町村など行政は市民向けのハザードマップというものを作成する。

岩手県釜石市鵜住居地区でもマップが作られ、各家庭に配布されていた。津波から逃げる防災教

育を受け続けていたこの地図にある地区の中学生、小学生は幼稚園児や保育園を伴いながら懸

命に逃げ、例外を除けば一人も死ななかった。釜石の奇跡と言われるゆえんである。一方大人は

マップを簡単に信じたために、３０人ほどがが赤いラインのすぐ外側で津波に巻き込まれ、亡くなっ

た。釜石の子供たちに津波防災を教育した群馬大学の片田敏孝教授の言葉である。 
 「科学といえども、想定外だらけです。基礎知識として持ちながら、現実に合わせて自分で判断

する力を養うこと。それは子供でもできることなのだと、釜石の奇跡は教えてくれるのです」 
 

５.歴史と向き合う 
科学優先の現代社会にあって、地震は大ナマズが起こすという話はただの迷信、といわれる。実

際そんなことはあり得ない、というのが常識である。ところが豊臣秀吉は、「ナマズのことよろず大切

に普請を」と言って伏見桃山城の建設を命じた。結果的には当時の耐震技術では慶長伏見地震

（推定 M7・６）という、京都や大阪を襲った巨大地震に耐えきれず倒壊するのですが、当時は地震

のことをナマズとは言っていても、この言い方は「あだ名」であって決して当時の人が「ナマズが地

震を起こす」と信じてはいなかったことを示すと考えられる。 
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では地震の前にナマズが騒ぐ、というのはどうであろうか。直前に飼い犬が吠え続けた、飼い猫

が姿を消した、鳥が一斉に同じ方角へ飛び去るのを見た、といっ

た動物の異常行動は、これも昔から宏観現象といわれている類い

の現象だが、こちらは地震予知的な研究も行われている。先人が

言い伝えてきて、昔からいまだにそうした現象が報告されるのだ

が、犬が変な時に吠えるからと言っていちいち避難準備もできな

いし、人間の役に立てるのは難しいかもしれない。しかし身構え

ができれば、万が一本当に地震が起こったとしても身の危険は回

避できるかもしれない。 
内閣府など政府も、歴史と向き合いはじめている。２０１３年１月

に内閣府は有識者で作る「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

を開催し、宝永の南海地震をモデルにするべきだという結論を出

した（写真７）。宝永南海地震は、１７０７年、東南海地震と完全に

同時に発生しました。M８・６。和歌山県でも所によっては２０メート

ル近い津波が押し寄せた。発生半年後には富士山が大噴火を起

こしている。 
何が起こるかわからない、想定外、というのは歴史を見れば

軽々に言うべきではない。我々も東日本大震災を取材する過程

で、同じクラスの巨大津波が１０００年前に確かに東北地方を襲っ

ていた、という史実を知ったのであった。 
 
東南海・南海地震は、一発起こると巨大災害となるが、その後は５０年～７０年間、西日本は地震

の静穏期に入る。そして忘れたころ、内陸型地震が起こって大被害が発生する。その期間がまた５

０年から７０年続いて最後に東南海・南海地震が起きる。これが歴史上繰り返されてきた現実である。

繰り返し襲う地震を白地図にプロットした。（写真８） 
 
過去、我々日本人の祖先は絵や文字で地震の被害を詳細に書き記してきた。しかし鴨長明の

「方丈記」に、詳細な地震の描写があることは未だにあまり知られていない。ここに描写されている

のは、１１８５年の琵琶湖西岸断層帯で起こった地震と推定され、京都でも大被害を出した。時代は

下って、日蓮上人が記した「立正安国論」も、災害と飢饉などで衰退しきった当時の社会を描写す

る所から始まる。当時は１２５７年の天正関東地震がＭ７・５という大地震として起こっているのであ

る。 
こうした歴史地震を学ぶことは、古語の文法を学ぶことと同等に、それ以上に重要であると確信

している。それはまた、歴史は教科書に書かれた物語ではなく、明日起きるかも知れない現実の恐

怖を伝えようとしていると考えて、いっそう真摯に向き合っていかなければならないものであるとも信

じている。 

 

写真７毎日新聞大阪版２０１３年１

月３１日朝刊 
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写真 8 赤字は江戸時代、黒字はその後１９４６年までに起こった主要な被害地震。 

 

６.おわりに 
ここまで読んでいただいた方は、いまや実感を伴って災害とともに我々がこの国を、社会を作っ

てきたことを知っているはずである。その日に我々メディアがどう災害と向き合うのか、被災者とどう

向き合うべきか。そうしたことは、また科学や歴史と向き合うことなしには語ることはできない。特に災

害の歴史は、地震に限らず火山噴火、台風など多くのことをこれから我々が蓄積して、伝えていか

なければならない。それが後世の日本人に、人類にとって生き生きとしたものとして伝わるように。

そしてそれは単に、報道機関だけでなく、現代日本に生きる全ての人に課せられた将来への義務

であり責任であると思うのである。 
 
（２０１３年１１月の大阪経済法科大学での講演より） 
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我が国における環境保険普及のための戦略
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（洞窟環境NET学会副会長・大阪経済法科大学地域総合研究所客員教授）
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１．はじめに 

企業の環境問題への対応が叫ばれる中、企業が環境問題に取り組み環境リスクを管理する際に、環境保険には

大きな有効性を期待することができる。しかし、環境保険には企業経営において大きなメリットがあるにも拘らず、我が

国においては普及をしていないのが現状である。そこで本稿では、まず環境保険の諸機能に基づいて、概要、歴史、

並びに必要性などを概説し、どのようにすれば普及させることができるかについて検証する。 

 

２.環境保険の諸機能とその必要性 

環境保険は、事前対策、事中対策、事後対策の3つの機能を有している。第一に、環境監査は環境に配慮する対

策であり、事前対策機能を構成する。企業は保険に加入することに大きなメリットを見出すことができる。そのため、企

業は環境保険に加入しようとする。その際、保険会社による環境監査をクリアできなければならない。こうして、企業は

自らを環境配慮型の企業に転換するべく企業経営を改善していく。保険会社は、企業への環境監査によって、環境

配慮に優れた企業を築くように導いているのである。 

 第二に、企業がもし環境汚染を発生させた場合、それ以上の汚染の広がりを防いだり、事態の悪化を食い止めたり

するために緊急の浄化対策などをとらなければならないことがある。そのための費用を支えるのが事中対策機能であ

る。企業経営を維持するために即効性のある対策と言える。 

 最後に、事後対策の機能は、企業がもし環境汚染を発生させた場合に、賠償資力を補い、被害者に対して損害賠

償金を支払うなど被害者を救済するとともに、傷ついた環境の早期復元を促進し、さらに企業の経営回復にも寄与す

ることができるような機能である。 

 以上のことから環境リスクを管理する際、環境保険の利用する必要性があり有効性があると考えることができる。 

 

３.環境保険の登場 

  ここでは、環境リスク・マネジメントの有力な手法としての環境保険の意義をその歴史に即して補完するため、環境

保険登場の経緯をごく手短に振り返っておこう１）。 

米国において本格的な環境保険の開発を促す契機となったのは、資源保護回復法（RCRA、1976 年）であった。

すなわち、同法は、廃棄物の処理原則を野外投棄容認から施設での安全な処理へと大きく方向転換したのである。

こうして新たな法制によって発生することとなった環境リスクに対処すべく、AIU グループが 1979 年に環境汚染賠償

責任保険を開発し、発売した。さらに、ラブ・カナル事件がきっかけとなって、過去に投棄された有害廃棄物による環

境汚染への対処が喫緊の課題として浮上し、1980 年、スーパーファンド法（CERCLA）が制定された。同法では、厳し

い責任原則が導入され、当該土地の汚染に関わったと推定される者はその責任の大小を問わず連帯責任を追求さ

れることとなった。そこで、そうした環境リスクに備える資産移転保険が開発された。 

 また、1987 年には、蓄積性のリスクとして保険での対処が困難なアスベスト被曝に起因する健康被害に関わっても、

保険が開発された。ここにも、旧来は問われなかった被害に対する世論の変化が大きな作用を及ぼしている。 

こうして、環境問題への関心が高まった現代においては、旧来は問われなかった被害への補償を求める世論が高
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まり、多数の訴訟が提起され、新たな法制が実施されることも少なくない。環境保険は、そうした環境リスクに対応して

企業経営を安定化させ、また被害者救済や損なわれた生態系の回復を促進するために開発されてきたのである。 

のみならず、環境問題に鈍感な時代の杜撰な有害物質の処理が現代にいわばツケ回ししてきた問題にもしばしば

妥当するところであるが、宮本憲一氏などが強調するように２）、環境汚染事故は不可逆的な健康被害や自然破壊を

伴う場合が少なくない。となると、そうした事故を予防することこそが大切となる。環境保険が有する事前機能の意義

があらためて想起されよう。リスク・マネジメントにおいては「リスクを克服（削減）するための行動を分析し、選択し、実

施し、評価する」という「戦略性」が重要となるが３）、環境リスク・マネジメントに際しては不可逆性への慎重な配慮が通

常以上に求められるところがあり、そうした面からも環境保険は注目されるのである。 

 

４．環境保険普及に向けて 

４-１.市場性を高めるための諸工夫 －リスク評価制度の改善を中心に－ 

４-１-１.環境格付及び ISO14001 認証取得を利用した加入時審査の簡便化 

環境保険の普及に関しては、紙幅の関係で今回触れることができないさまざまな多くの課題を含んでいる。本節で

は、それらを除いて環境保険を普及させるうえでの一つの重要な課題、すなわち保険加入時の審査に付随する企

業負担をいかにして軽減し、環境保険の市場性を強化するかについて検討する。本項では環境格付などを利用し

て加入時審査を簡便化するという観点から、そして次項では保険商品の工夫・開発などの観点から検討を加えてみ

よう。 

我が国では環境保険が未だ普及しておらず、したがって環境リスクの大きさや頻度について保険会社に十分なデ

ータの蓄積がない。それだけに、保険会社としては環境保険の引き受けに当たって慎重な審査に頼らざるをえない。

だが、それは企業の負担感を招き、環境保険の市場性を損なうという大きな負の効果を生んでいる。 

そこで、注目されるのが、企業経営を取り巻く近年の社会環境の変化であり、それに対応した新たな企業評価機

関や評価システムの登場である。すなわち、近年では企業のブランド・イメージが今までにも増して重要視され、フェ

アで正直で、社会的責任を着実に果たす企業であることが評価される方向に進んできている。そこでは、現代社会

にとっての重要課題となっている地球環境問題への取り組みをはじめとする環境性、あるいは法規を単に遵守すると

いう域を超え、立法の精神に則って活動するというレベルでのコンプライアンスや種々の社会貢献への取り組み、さ

らに社会や市民を含めたさまざまなステークホルダーに対する情報の積極的開示といった社会性もまた問われること

となる。株主にとってのもっとも重要な最終利益をボトムラインと呼ぶとすれば、企業の持続性を確保するには、経済

性に加えて環境性や社会性に関わる指標を織り込んだトリプル・ボトムラインを考慮し、バランスよく経営していくこと

が重要となってきている４）。となると、そうした環境性や社会性にまつわる指標を開発し、そうした指標に即して企業を

評価する機関が生み出されることとなってくる。 

そうした中で、定評のある機関が高い評価を与えている企業であれば、保険会社が独自に綿密な環境監査を実

施しなくとも、保険事故を発生させる確率は十分に低いと見込めるであろう。いわば生命保険に加入する際に顧客が

一定期間以内の健康診断などを審査に利用できるのと同様、こうした機関による評価を活用することによって、企業

にとっては環境監査の費用を軽減し、それに費やす時間を短縮することができるとともに、保険会社にとっても環境

監査の簡便化に伴うリスクを回避することができる。 
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たとえば、ISO14000 シリーズは、国際的に定評あるそうした評価システムとしてただちに私たちの脳裏に浮かんで

こよう。ISO の認証取得には外部者による厳格な監査をクリアすることが求められていることを顧慮するとき、たとえば

ISO14001 の認証を取得している企業であれば、ハイレベルの経営陣をトップとした環境リスク低減への取り組み体制

を社内にしっかり確立し、環境負荷の低減に向けて信頼できる取り組みを実践中の、環境意識の高い企業であるこ

とが客観的に保証されているとみてよいであろう。 

しかも、現在、我が国における ISO14001 の認証取得数は世界一となっている。大企業はもとより、中小企業もこの

認証を取得しているのである。したがって、この資格を環境保険加入の際の審査基準に加えることは、我が国で環境

監査を簡便化するひとつの手法として有力な選択肢となりうると解される。 

さらに、諸企業の環境リスク低減への取り組みを評価づける環境格付という手法も興味深い。環境意識や取り組み

体制、実績などいくつかの分野に類別して対象企業の環境リスク低減への努力をスコア化して評価するものであるだ

けに、スコア化する際の基準が国際的ガイドラインなどを十分考慮し信頼できるものであるならば、この手法を利用す

ることで、ISO14001 の認証を取得しているか否かといった判別基準を超えていっそう精細に当該企業の抱える環境

リスクを診断することができる。したがって、環境監査簡便化のレベルをいくつかに分けたうえで、当該企業に関して

はどのレベルまで簡便化しても保険会社にとって大きなリスク増にならないかを判断することも、ある程度の精度で可

能となるのである。 

しかも、我が国でも、そうした評価システムを提供している企業が既に存在している。久保英也氏によって紹介され

ている、デロイト・トゥシュ・トーマツ社が開発した環境格付基準はその代表的事例と言えよう５）。 

すなわち、同社は、会計・監査、経営コンサルティングなどの分野で国際的に活躍している企業であるが、企業の

環境問題への取り組み状況を評価するための基礎資料として、環境報告書を高く評価している。盛り込まれている

情報量やその信頼性さらに体系化の程度といった観点から見て、「企業の環境問題への取り組み状況を、詳細に把

握する手段として現段階では最も適している」資料である、と。そこで、「環境報告書の質の良否」を評価するための

基準として、国連環境計画（UNEP）と英国のコンサルタント会社 Sustainability 社が 1994 年に発表した技術報告書

「企業の環境報告：持続可能な発展に向けてのビジネスと産業の進歩を測る尺度」が掲げる「50 の基本的要素」を手

掛かりに、カナダに本拠を置く環境団体 IISD（International Institute for Sustainable Development）と協力して北欧の

主要企業の環境担当者の意見を参照するなどしながら、独自のスコアカードを開発したのである６）。                  

実際、我が国でも環境報告書に盛り込まれるデータは充実してきている。たとえば、万一杜撰なリスク管理を行え

ば、深刻な土壌汚染を惹起しかねないことが懸念される IT 関連企業の環境報告には、きめ細かく多様なデータが開

示されるようになってきている７）。 

また、トーマツ社が開発したスコアカードは、先述のような努力に基づく国際的基準に立脚した信頼性とともに、保

険会社にとって使い勝手もよいと解される。 

さらに、我が国の保険会社の子会社が開発した環境格付基準も存在する。ここではそうした事例の代表として、日

本興亜損害保険株式会社の子会社であるリスクコンサルティング会社、エヌ・ケイ・リスクコンサルティングが開発した

環境経営格付簡易診断シミュレーション判定評価を表４-1 で取り上げてみよう。同社は環境経営学会の会員企業で

あり、この簡易手法も同学会傘下の環境経営格付機構（現在は環境経営学会の格付研究委員会）による「環境経営

格付（現在はサスティナブル環境格付）」に準拠して開発されたものである。したがって、この格付基準は、十分に信

頼性の高い、公正な格付と評価される８）。 
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簡易診断にあたっては、環境取組について 14 の設問が設定され、それぞれに①イエス、②準備中あるいは一部

イエス、③ノーの回答が求められる。但し、設問 9 においては、「目的・目標」としている項目、及び日常的にその情報

を記録し異常の有無についてチェックしている項目に次の諸点が含まれているかの回答が求められている。A)土壌

汚染対策（事業で利用している土地の履歴調査により土壌汚染の有無を把握し、汚染が予測される場合には今後

の対策・公表・改善等の方針・計画）、あるいは排水処理の管理（定期的検査等）、Ｂ）廃棄物の削減（リサイクル、分

別でも良い）、あるいは有害化学物質の削減（使用量、排出量等）、グリーン調達あるいはグリーン購入（製品、商品

のグリーン調達、事務用品等のグリーン購入）、省エネルギー（自動車燃料あるいは電力についての削減は必ず含

む）。 

そのうえで、回答に基づいた合計点で評点を算定し、それに基づいて評価ランクを決定することになる。判定基準

は以下のように A から E までの 5 段階に分類されている(表４-1) 。 

 

表４-1.環境経営格付簡易診断シミュレーション判定評価 

環境格付

判定評価

ランク 

評価 評点 ISO14001 への対応 保険引き受けへの対応 

A とても優秀。環境問題によく取り組んでいる。業

界のリードオフマンである。 

30～25 スムーズな認証取得が可

能である。 

引き受け可能である。 

B よく努力している。環境問題を理解し、取組も積

極的である。業界の中でもかなり取組が進んで

いると思われるが、不足していると思われる部

分について取り入れる。 

24～19 認証取得するのに必要な

活動はほぼ実施している。

これから取り組んでもスム

ーズな認証取得が可能で

ある。 

引き受け可能である。 

C もう一歩進む必要がある。環境問題についての

理解はしているが、実際の取組は不十分であ

る。 

18～13 少し努力すれば認証取得

は十分可能である。 

保険料等に条件をつけ引き

受ける。 

D もう少し環境問題について勉強しよう。環境問

題への熱意が感じられないのはマイナスであ

る。取組が業界内で遅れている。 

12～7 今からでも遅くない。努力

を惜しまなければ認証取得

の可能である。 

引き受けしないか、条件付で

引き受ける 

E 経営トップの意識改革が必要である。環境問題

は、経営者の取り組む意志がなければ進まな

い。 

6～0 経営者の意識改革ができ

てからその後の取組とな

る。 

引 き 受 け を し な い ( 契 約 謝

絶)。 

（出所）エヌ・ケイ・リスクコンサルティングホームページの評価基準に基づき筆者作成 

  

評価について少し補足すれば、A ランク（以下ランク省略）は、「とても優秀」で、「業界のリードオフマンとして他社

への好影響を期待」できるレベルであり、B は「環境問題に理解があり、取り組みも積極的」であるが、なお先進企業

から学ぶところはあるレベルということになる。それに対して、C は「環境問題について理解はあるが、実際の取り組み
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は不十分」というレベル、D は「環境問題について勉強不足で、取り組みも業界内で遅れている」というレベル、E は

「経営トップの意識改革が必要」というレベルと評言されている。ちなみに、ISO14001 認証取得に即せば、それぞれ、

「すぐにもスムーズな取得が可能」、「必要な活動はほぼ実施されており、スムーズな認証取得が可能」、「少し努力を

すれば認証取得は十分可能」、「今からでも遅くはなく、努力を惜しまなければ認証取得可能」、「経営トップの意識

改革をまず行ってからのこと」という表現になる。 

したがって、環境保険への加入審査について若干補足すれば、A に対しては「無条件に引き受け可能」、B に対し

ては「簡単な監査で引き受け可能」と評したい。さらに、両ランクの企業には保険料の割引措置を講じれば、諸企業

に環境リスク軽減行動へのインセンティブを与えることができよう。 

他方で、C や D に対しては、保険料を割高にして引き受けるか、それとも免責条項や共同保険条項、ないし次項で

考察する縮小填補方式や填補限度額の設定などの条件について合意が成立した場合にのみ、引き受けを行うこと

になろう。さらに、E に対しては、経営者の意識改革がない限り基本的には引き受けはできないであろう。 

こうして、エヌ・ケイ・リスクコンサルティング社による環境経営格付簡易診断シミュレーションの開発は、環境保険へ

の加入を欲する企業には加入審査に付随する費用や時間の軽減となり、保険会社の引き受けリスクを大きくは増加

させない中で、加入審査を簡便化させる。また、保険会社とその子会社であるリスクコンサルティング会社が一体とな

ったサービス活動の一環として簡易環境格付システムを構築したことは、今後の保険会社の新たな仕組みづくりの

動向と見ることができよう。 

 

４-１-２.加入時審査を簡便化しうる保険商品の開発  

  もう一つ加入時審査を簡便化する手法として、保険会社が担保するリスクを限定するなど、保険商品の設計上の工

夫がある。実際、その手法を反映した保険商品が開発されている。そこで、本項では、環境保険で先行する米国の

実例に即して、同商品の開発上の工夫について考察してみよう９）。 

米国では、環境リスクを移転するための保険として、大別すると次の 4 種の保険が販売されている。①環境汚染賠

償責任保険、②土壌浄化差額費用保険、③プレファンド型ファイナイト保険、④担保土地汚染浄化費用保険である。

この中で、リスクを限定した保険としては、土壌浄化差額費用保険がある。さらに、企業の財務負担の偏りや年間保

険料の軽減に役立つプレファンド型ファイナイト保険もまた、保険会社が引き受けるリスクを限定し、低減させる効果

を有している。 

すなわち、土壌浄化差額費用保険は、汚染土壌対策に際し、予め見積った金額以上に浄化費用が膨らむ場合に、

追加の対策費用のみを担保する保険である。当初の想定を超える汚染物質や汚染濃度が確認された場合、あるい

は採用した工法が期待ほどに効果を発揮しなかった場合、当初予定した費用以上に実際の費用がかかることがある。

そうした場合に、その実費用の超過額の一部を保険により補填するのである。対策工事の発注者が工事完了前に対

策費用を確定させたい場合や調査・対策工事会社が自ら手掛ける対策工事のコストを保証する場合などに利用され

る。我が国では、コストキャップ保険という名称で損害保険ジャパン社が発売している。 

プレファンド型ファイナイト保険は、対策実施までの期間について毎年対策費の一部を保険会社に払込み、その

元利合計により対策を実施しようとするもので、企業にとっては、財務負担の平準化と保険料の損金扱いを利用した

節税効果などがある。と同時に、ファイナイト保険として、保険会社が引き受けるリスクを限定する効果を有している。

すなわち、ファイナイトとは、1 事故あたり、1 年間あたり、もしくは保険期間通算での保険金支払い限度額が設定され
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る保険取引である。さらに、保険期間中の損害実績に応じ、返戻保険料や追徴保険料が発生する。つまり、ファイナ

イトは、「いわば『リスクの保有』と『リスクの移転』を組み合わせ、損失と利益を企業と保険会社の間でシェアするリス

ク・ファイナンス手法」というわけである。その結果、企業は、ファイナイト保険購入後もリスク軽減へのモチベーション

を持ち続けることになり、保険会社にとっては引き受けリスクを低減させる効果が期待される１０）。 

ちなみに、残りの 2 種の保険、すなわち、一定の調査結果を基に、対象地に汚染が存在する可能性は低いと保険

会社が判定した土地を対象として、現時点では土壌汚染は確認されていないものの、将来土壌汚染が発覚した場合

の健康被害等を担保する環境汚染賠償責任保険、及び、融資の担保用地が土壌汚染などによって価値棄損するこ

とを回避する手段として金融機関が利用する担保土地汚染浄化費用保険を、上記の２種の保険に加えて、米国で普

及している環境保険全体について、主要引受保険会社数、保険金支払限度額や免責額、保険期間、保険料まで含

めて一覧化してみると表４-2 のようになる。 

 

               表４-2.リスク移転に用いられる環境保険の概要(アメリカ市場) 

 環境汚染賠償 

責任保険 

土壌浄化 

差額費用保険 

プレファンド型 

ファイナイト 

担保土地汚染浄化 

費用保険 

主な加入者 土地所有者      

ディベロッパー 

土地所有者 

浄化工事事業者 

ディベロッパー 

土地所有者 

ディベロッパー 
金融機関 

移転されるリスク 将来新たに汚染が 

確認されるリスク 

対策工事の追加工事 

費用負担の回避 

突発的な対策費用 

負担の回避 

担保として取得した 

不動産の土壌汚染リスク 

主要引受保険 

会社数 
15 社 5 社 5 社 1 社 

保険金支払 

限度額 

1,000 万ドル～1 億ドル 対策費用見積額の 50％

～200％ 

1,000 万ドル～1 億ドル 300 万ドル～1,000 万ドル 

免責額 2.5 万ドル～25 万ドル 対策費用見積額の 10％

～30％ 

2.5 万ドル～25 万ドル 4.5 万ドル～10 万ドル 

保険期間 1 年～10 年 3 年～10 年 5 年～20 年 3 年～15 年 

保険料 4 万ドル～25 万ドル 
対策費用見積額の 6％ 

～25％ 
4 万ドル～25 万ドル 4.5 万ドル～7 万ドル 

 

 

以上、本項では、①定評ある機関が実施する環境格付や ISO14001 への加入実績を活用して保険会社が引受ける

リスクの不確実性、不透明性を減じる、②商品設計を工夫するなどによって、環境保険加入時の審査を簡便化させて

企業の負担を軽減し、環境保険の市場性を高めることができることについて見てきた。①については、環境格付の利

用をさらに発展させて、業種ごとにリスク評価基準を作成、保険料のパターン化を図ることができればいっそう望ましい。

②については、保険商品設計上の工夫に加えて、特定業種や地域の環境問題に特化したリスク細分型の商品を開発

するといったことも可能であろう。また、これらを反映した保険料の割引制度や控除免責の柔軟な設定は、より良い格

付けを目指そうというインセンティブを企業に与えることになる。そのことは、さらに、環境保険で担保するリスクを低減さ

せ、保険料を引き下げて市場性を高めるという好循環をも導くはずである。 

 

 

(出所）斉藤考志・保高徹生(2008)より、筆者が加筆修正 
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４-１-３.近年の我が国における環境保険普及の具体的な事例 

最後に、近年の我が国における環境保険普及の具体的な事例を簡単に紹介し、今後の我が国における環境保険

普及のための戦略の指針としていきたい。我が国でも、先ずエース損害保険社がリスクを限定することにより引き受け

緩和型の環境汚染賠償責任保険「特約型環境エース」を開発し引き受け簡便化という普及への新たな流れを作り出

したと言えよう。その後、東京海上日動火災保険社もリスクを限定することにより引き受けを比較的簡易にした土壌汚

染対策保険を開発、販売した。この様な流れの中、2013 年 10 月 1 日、損害保険ジャパン社と日本興亜損害保険社

は引き受け手続きを簡素化した環境汚染賠償責任保険及び地下タンク漏油保険の販売を本格的に開始し、我が国

においても保険会社による環境保険販売への新たな開発の流れが遅まきながら期待できるようになり、今後の環境

保険普及への大きな弾みとなるであろう。 

 

４-２.環境保険普及に向けたポリシーミックス対応モデル 

本項では、前項の考察をうけて、環境保険普及に向けた体制をモデル化してみよう。前項では、環境保険の市場

性を高めるために、加入申請時に企業が求められる審査に関わる負担を軽減する手法について検討した。すなわち、

一方で、定評ある評価機関による環境格付や ISO14001 への加入実績を利用して、保険会社が引き受けるリスクを増

大させることなく、加入時審査を簡便化することができる。他方で、担保するリスクを制限する商品開発を行うことによ

っても、保険会社が引き受けるリスクを増大させることなく、加入時審査を簡便化することができることを明らかにした。 

こうして環境保険の枠組みを整備し、また市場性を改善すれば、我が国においても環境保険の普及は可能となる

と解される。こうした環境保険普及に向けた対応を、久保（2009）図 9－3 に依拠しながら図に整理してみると、図４-１

のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１． 環境保険普及に関する要因の概念図 
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図４-１の棒グラフは、環境リスクの累積、とりわけ土壌汚染などの沈殿型リスクの堆積とその顕在化の状況を示す。

簡便化のため、リスクは 3 期にわたり沈殿した後に顕在化すると想定されている。また、顕在化するリスクは、「①企業

の想定範囲に収まるリスク、②保険の範囲内に収まるリスク（元請け保険会社の許容リスク）、③それを大きくこえ、再

保険プールで受けるリスク、④再保険プールでも対応しきれない大規模なリスク」の 4 つに区分されている。うえで民

間保険では担保しきれないリスクと概括していたものについて、環境リスクの評価は技術的に難しく、大数の法則が

働くほどの契約が個別の保険会社では見込めない状況も十分考えられることに対応する再保険プール制度が明示

化され、それによって対応しうるリスクとそれをも超えるリスクとの区分が導入されたのである。さらに、④の背景には、

環境リスクは基本的には原因者（汚染者）で対応すべきであるが、そのリスクの性格が広く拡散する可能性もあるため、

薄く国民全体でリスクを分散することも重要となるという認識が込められている。 

また、４つに区分されたリスクそれぞれの発生確率は、図４-１の右部分に示されている正規分布に従うものとみなさ

れている。通常なら、上述の①と②に対応するリスクの発生確率がやはり高いであろうというわけである。さらに、第 4

期から第 6 期にかけては①や②を超えて③に相当するリスクが増大することが想定されている。最後に、発生確率は

低いが、爆発的に環境被害が発生する可能性があるリスクを表現する④は、正規分布の最下段部分で示されている。

具体的には、「環境法制の変更」や技術進歩ないし世論の変化によって、「従来評価できていなかった環境リスク」が

顕在化することなどが想定されている１１）。なお、図４-１上図では、ISO14001 の加入実績を利用して保険会社が審査

を簡便化しうるとみなしたことを反映させて、久保氏の原図の②を細分化している。 

 

５.おわりに 

 本稿では紙幅の関係で取り上げることができなかったが、一方で環境リスクの発生者が負うべき責任を明確化する

法制度の整備、及びそうした法制度の整備やその着実な運用を支える社会環境の成熟、さらにデータベース構築な

どの公的支援などが普及への手立ての前提となるであろう。他方で環境保険の市場性を高めるための保険会社側の

工夫、及びそれを可能ならしめる環境格付制度の発展や ISO の普及、さらに再保険プールでも対応しきれないような

リスクをカバーする政府の直接的な財政出動などを有機的に組み合わせることによって、我が国においても環境保

険を普及させることが可能となろう。さらに、そのことは企業による環境リスク縮減努力をも促すはずである。また、これ

ら3契機の役割の重みは、対象となる環境リスクの性質のみならず、我が国における環境リスク・マネジメントの成熟に

従っても変化するであろう。 

 

注 

１）藤井良広：『金融で解く地球環境』、岩波書店、167 頁参照、2005 年。 

２）宮本憲一：『環境経済学』、岩波書店、110－113 頁など参照、1989 年。  

３）真船洋之助監修・編著：『環境マネジメントハンドブック』、日本工業新聞社、39－40 頁参照、2005 年。 

なお、同氏の研究は、社会科学を基軸としつつ、自然科学も取り入れて「環境」を多角的に考察しており、興味深い。 

４）「ボトムライン」とは、利益や損失などの最終結果を表す財務諸表の最終行の意味で、トリプル・ボトムラインという発想に

は、これまで経済面に偏っていた企業活動の評価を、社会や環境への貢献や付加の評価も加えようという意図が込めら
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れている（堀内行蔵・向井常雄：『実践環境経営論』、東洋経済新報社、185 頁参照、2006 年。）。 

５）久保英也：『保険の独立性と資本主義との融合』、千倉書房、183－185 頁参照、2009 年。 

６）久保英也、同上頁、およびトーマツ社のホームページより「企業の環境報告書スコアカード」を参照。 

７）村田製作所に関連しても、1989 年に発見された福井県武生市の地下水汚染は、既に 1986 年に使用が中止されていた

トリクロロエチレンによるものであったことが判明したという報告もあり（吉田文和：『ＩＴ汚染』、岩波書店、105 頁以下参照、

2001 年。）使用中止した後にまで深刻な後遺症を長年にわたって引きずる蓄積性の土壌汚染問題の根深さをあらため

て感じさせる。 

８）http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/index.html 

日本興亜損害保険株式会社ホームページより。 

９）斉藤考志・保高徹生：「不動産流動化に伴う土壌汚染リスクの移転手法に関する考察」、 

『第 14 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集』、115 頁－118 頁参照、2008 年。 

10）http://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/art/uninsurable/abuot/index.html  

株式会社損害保険ジャパンホームページより。 

11）久保英也、前掲書 191 頁以下参照。 
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自然体の人間、心の想念転換モデルと信頼性管理 

―自己変革モデル、信頼性管理、意思決定の超科学システム― 
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－Self-Transformation Model, Reliability Management, 
 Super-Science System of Decision-Making－ 
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ABSTRACT 

Po]icy Science is obvious in its extension line on based upon of decision making Psi-science and the 
behavioral science, but plays on important role in selective the policy science in the future included question 
of theory values。Psi-policy science is region of field grown by second specimens industrial engineering, 
operation research and system analysis. 
 Decision making, system is three component of good spirit・good body force and economic force build up 
reliability。For this reason, we are proposed the mutual relation between good spirit and good body force。
This spirit force is deeply connect with the function of heating or cooling similar with thermo-electric 
converter｡The spirit force is an essential factor to build up the personality by means of retrospection and 
the judgment of good and evil, after a struggle with mind. 
 The consciousness consists of the instinct，the emotion, the wisdom and the reason, and it is evident  
that  action of the good or evil is depended upon by the function. The good action in decision making 
belongs to the region of both compassion and love, the more there is stimulation by them, the more action 
will be good，while if motivated by self-preoccupations, action will  be naturally accompanied with bad 
results. 
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４-1.実践する愛の意思決定、  ４-２.慈悲の実践決定、  ４-３.自己顕示欲の抑制 

５.おわりに     参考文献 

 

1.はじめに 

 科学・一般文化史によると、ピタゴラス(BC580～500）はピタゴラスの定理。転生輪廻の哲学、数学的調和として宇

宙の円運動を説いたことは意思決定の重要な要因である。一方、ソクラテス（ＢC541～475)は、汝自身を知れ。真の

自己は肉体でなく精神である。主体性の発見 弁証法 死は魂と肉体の分離であると説いた。そして、ある説による

と、プラトンのような偉大な弟子の労作によって より高く評価された説もある。この意味において、師弟間は大切な

縁生であると同時に意思決定の重大性を感じられる。 

 意思決定には偉大な精神に立脚して、生存競争の激しい世界を渡る手法に依存しなければならないです。が、

それには、物心両面の調和された原点に戻るべき超科学的なシステムが存在するからである。例えば、有名なニュ

ートン（1642-1727）が「リンゴの落下」によって 万有引力を発見したのも勿論意思決定に際して。凡人では考えら

れない、深い洞察力と精神集中力があったからである。勿論、反省と実践による苦労は、眼には見えないけれども、

同時に、楽しみもあったと思われる。そのように胸底から感情が込み上げて来るものが、自己文化であり、レベルア

ップの第一段階であると確信する。それから大腿四頭筋に与えた神経組織によって、多くのアイデアが続出し、善

悪を問わずに無数の変化する意識が生じるのも、意思決定の要因による結果である。 

 意思決定は眼には見えない安らぎのある気分が爽やかに存在する。それは。心の幸福に連結されるからである。

幸福とは、健全な精神力、健全な肉体力と健全な経済力の三要素からなっている。この三要素から一部が不足す

ると悲しくなり、不安となる。経済力は大波と小波のように。収入と支出の部が激しく変化するプロセスの中で、運と

か。アイデアによっても、また、人間関係の影響によって生じた想念差が存在する。肉体力は精神、魂の乗物（船）

として、１００歳までに破損される原子物体である、精呻力とは 眼に見えない意識の世界をもっている。四次元の世

界であり、交換が不可能な世界でもある。同時に、その力は、意思決定を行う重要な意識であり、人格とか、人間の

価値を評価する重要な因子である。 

自己変革を意思決定に対しては、常に自己を見つめ、自己が歩んだ道のプロセスが、どの過程で、どのような成

果と欠点があったか、同時に、無意識的な行為であったかを考える必要がある。従って自己の意思決定には、本質

や原点を検討する事が必要である。原点とは 大白然の法則、大宇宙の現象と同一であり、人為的に調整が不可

能な要因である。すなわち、他人に嘘を言っても、自分には言えない善なる心があるからである。人間は五官六根

に煩悩されずに、内なる良心から噴出する自己啓発が必要となる。それには 安らぎ、優しさ、責任感等の自己変

革によって可能となる。 

２.熱電変換と自己変革のモデル 
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 熱電変換とは熱電発電となる部分、たとえば、石油ランプによ

って発電作用が行なわれる。すなわち、熱的エネルギーを電気

的エネルギーに変換する。もう一つは 熱雷冷却（加熱）は、電

気的なエネルギーを消費して熱の輸送を行う。（図 1） 

 一部を高温部に、他を低温部に接続すると、両接合部間に温

度差が生じるために熱電回路に熱起電力が生じ、ﾀﾄ部に電流

が流れるためにゼ－ベック効果が生じ熱電流を生じさせる。温

部には負の電荷が集合する。 

 一方。高温接合部には伝導電子を低温度に輸送した後に母体元素や添加不純物のイオンによる陽の電荷が集

合する。そして、最後には 電子の流れは中止されて。平衡を保つことになる。両端の温度差ΔＴが生じ、電圧差△

Ｖも 生じることから その比例係数 αab として、次の式が成立する。 

 

    αａｂ＝⊿V/⊿T・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1）            

  

この加熱現象と反対に、接合部に電流 I を流せば、その電流方向に対して、熱量 Q の吸収が発生する。すなわち、

ペルチェ効果が生じる。 

 

    Πab=Q/I ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

 

 ここで Πabは、aｂ間に存在するPeltier効果の比例係数である。熱電半導体の加熱や冷却材料の効率を最大限

に評価するためには。一般的に、性能指数 Z（Figure of Merit）として表現される。その最大性能指数の材料を決定

するためには。可能な限り熱起電力係数αと導電率σが大きくなり、反対に 熱伝導率κできる限り小さい材料が

望まれる。 

 

 ｚ＝（αnp・σｎｐ）/κ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3） 

               

 ここで熱伝導率κは、格子熱伝導率κg と電子熱伝導率κｎ（LσT：ここで、L はローレンス数）の和として説明で

きる。 

 

κ＝κg ＋ κｎ + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4） 

 

電子熱伝導率κｎは、電子による部分として効果がない。一方、格子による熱伝導率κg は不純物の熱処理によ

って僅かな可能性が影響する。制御困難な領域を格子熱伝によって処理すると、熱電半導体の能率である性能指

数は、向上される。熱電の性能指数は、発電・冷却・加熱の分野を開拓する重大な指数評価になる。ゆえに、人間

の自己変革エネルギーに代用して考察することができる。すなわち、慈悲の要素 C と愛の要素 L およびこの両成分

と異なる自己顕示欲である負の要素（Poiｓｏｎ）×は式 5 のとおりになる。 

図 1.意思決定と加熱か冷却の効果 
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 ｚ＝（αnp・σｎｐ）/κ ＝（慈悲の要素 C・愛の要素 L）/自己顕示欲 X  ・・・・・（5） 

 

 慈悲を大字宙の法則（縦の法則）とすれば。愛はその実践行

為のキャリア（横の法則）となる。しかし、そのキャリァを抵抗し

ている計数がＸ成分となる。世は善と悪との闘争であるように、

分子の成分と分母の成分の占有率によって自己変革のエネ

ルギーに大いなる作用を与える。この意思決定の Feed Back と

考えると図 2 のとおりに表示できる。 

人体には五官六根（眼耳鼻舌身意）が存在し、五体を動かす

重要な役割を果している。役割は大腦の波動に剌激された神経細胞、皮膚細胞や筋肉軸胞等に伝達を与え血管

の中を流動する。大幅の皮質には 約 140 億の細胞がそれぞれの部分で役割の機能を果し、外部の情報をキャッ

チする発信受信の波動をもたらす本能の領域がある。 

 意識はエネルギーで、すなわち粒子集合体の世界である。意識には我々が脳の細胞意識により相互作用の結果

として生じる勘がある。これは普通に考えられる 10％の表面意識と、良

心・胸の心の底から生じる 90％の潜在意識が存在をするからである。  

10％の表面意識作用によって生じた行為が、良心に通じるならば一

方通行で変革エネルギーは生じない。けれども、人生はトレーニング

の場であり、研修・研磨の場である限り、日々の実践と行為に対して、

より向上のために実践する反省が必要となる。反省とは 調和・勇気・

信念をもたらす原動力であるから図３に示す如く、本能・感情・智性・理

性の領域を潜在意識にいかにして同調するかによって決定する。  

図 2 の終着点の良心は、本能の生存権・感情の慈愛および創造行

為の知性をいかなる手法によって、理性を処理するかによって決定す

る領域である。これを図 3 に単純正方形による相互関係をモデル化した。 

 

３.意思決定の科学システムとは 

意思決定科学とは、政策の検討、決定、実施、評価を扱う政策科学の一部である。政策科学を言及する前に。分

新手法の系譜や沿革を記遂する。 

  1920 年代に企業の大型化および生産の合理化を促進する企業管理運動の背景に科学的管理法を F.W.Tayler 

(1856～1915）によって提唱し、その後 Industrial Engineering (IE)発展の基礎となった。ＩＥはせまい範囲の課業能率

向上にあったのに対して、第二次大戦の勃発を機会に、英国の軍事部門では、それに関連した優秀な民問の専門

家学者を兵力運用に参加させて行った新しい分野、すなわち Operations Research (OR)が 19４0 年代により行なわ

れた。ＯＲの分析手法は 数理工学を応用し、待ち行列、最適量の決定として人､物､資金、時間の最適配分および

日常業務に対して、十分な配慮として成果を得たのである。 

 

図 2.意思決定の Feed Back 制御回路 

 

図３.心の断面の単純正方形モデル 
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 1950年代、 第二次大戦後|こなると、ミサイル・戦略機・原爆等の破壊力の大きい兵器が出現すると､ORの手法よ

りも組織的に人材・材料の研究・費用・時間等が必要となった。別言すれば、数学や統計学では解決できない高次

元の領域となった。善悪や良否の面をある目的に、ある意義に比較検討して、総合的に計画、実施と評価するシス

テムを考案した。 

それが米空軍以外の外郭研究機関のランド研究所である。この研究所が、新分析領域として独立したのが Sｙｓ

ｔem Analysis （SA)である。1970 年代になりますと、超理性的な、智性的な手法を用いるために Policy Science 

（PS)という価値の問題を含めた招来の政策選択に到釆する段階になった。すなわち、IE－OR－SＡ－PS のフロー

チャ一卜である。 

 ランド研究所は、各国の識者を迎え、１９７０年春より季刊誌（Policy Science）を発行し、７５年から California  

University、Berkeley 大学院用に季刊誌を出版した。政策超科学は。ここ数年来に将来のためにステップとなる脚

光の分野であった。その提唱者は、19５1 年に政治学者 R.D.Laswell である。1970 年代の E.S.Quade (ランドの前教

学部長）およびイスラエルの Hebrew 大学教授Ｙ.Ｄｒｏr）等である。この提唱者の政策科学は、意思決定科学と行動

科学をベースにして 新しい独自の発展を意図し、超智性的な分野に悟らせ、超合理的な過程を到達せんがため

に自他を生かす戦略戦術の新介野を開柘すべき超科学の分野と信頼性研究の課題が到来している。 

 日本では、ＯＲ学会の政策科学研究部会(筆者所属）が １９74 年に発足し、アンケート調査を行った。その結果と

して、①行動科学と決定科学の総合、②学問の総合化、③価値観の導入にまとめられた。この３項目中の価値観の

導入が支配的になった。これから実証的な研究を行い、人間の幸福や安らぎを規定する要因や法則を研究する学

問の領域で一つの焦点を成し得たと言える。 

 当部会では、取り組むべき問題として；①目標設定方法の開発、②価値測定方法の開発、③環境の予測・評価方

法の開発、④社会的紛争解決ルールの開発、⑤社会指標の作成、⑥政策価値方法の開発、⑨成功･不成功・紛

争要因などの整理について行政管理事務の改善策を纏めることである。価値測定方法の開発としては、ⓐ社会目

標の重要度の変化（長期信用銀行）、ⓑ人間の行動と価値観（ローマクラブ日本チ－ム）、ⓒ生活の質（半ランド研）、

ⓓ生活の質と価値観の相互作用（半ランド研）、ⓔ価値観の因子分析と尺度（青少年研究所）等が分類できる。間

題点としては、１０人１０色というべき価値観をどのように開発するかによって関心が大きい、けれども、衝突を調整す

るための方策が存在すると確信する。  

個人が集団化されて社会、国家を形成するが、国家は個人を無視した方築をとっているけれども、人権問題が大

きくなるにつれて、フィードバックされている。個人たる人間の使命と目的とは、3 点である。 

 

図４.超科学の肉体的と精神的な関係の対する価値観モデル 
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すなわち、ⓐ業というカルマの修正によって良心的な人格形成、ⓑ新しい時代に環境の中で、新しい学習をし、

豊かな丸い人間性を形成、ⓒ混迷と不安から脱出し、解放すべき破壊と闘争がなくなる明るい、さらに、理想的なユ

ートピア形成に一助することにある。そのためには 肉体的な価値と精神的な価値および経済的な価値の独立した

成分の調和が必要である（図４）。この相関関係を無視すれば、超科学への進捗が生じないと確信する。人間は実

践行為の前に意識が同時に働きながら意思決定を行う。肉体的な価値はスポーツや体操等の本能的な要素により

強化される。けれども、精神的な価値は感情・知性・理性・学習・読書・耳眼によって有効度が変化し、貢献度も変

化する。 

 

Ｘ軸に精神的な価値の尺度∮として、個々の成分である V1Cos∮1、V2Cos∮2、V3Cos∮3 の総和を求めるなら

ば、その総和Ｗｘは、式 6 のとおりである。 

Wx=V1 Cos∮1 +V2 Cos∮2 +V3Cos∮3 +……=ΣVnCos∮n …………………………（6） 

となる。ここで Ｖは価値、∮は角度とする。  

同様にして、Y 軸を肉体的な価値の尺度とすれば、その総和Ｗy は、式 7 のとおりである。 

Wy=V1Sin∮1 + V2Sin∮2 + V3Sin∮3 +……=ΣVnSin∮n …………………………（7） 
ここでＷＸである X 軸の合力は、VI､V2、V３の X 分力の和に等しく、Wｙである Y 軸の合力は、VI､V2、V３の分力の

和に等しくなる。その結果としてＷＸと Wｙを合成すれば、総合的な価値観として、次のように書くことができる。すな

わち、 

W=�Wx� �W��=��Σ������� ��� � �Σ������� ���   ……………………………（8） 

 総合的な価値観のベクトルを X と Y 軸、すなわち、精神的な価値観との角∮が存在するから、ＷＸと Wｙの関係か

ら式 9 のようにまめられる。  

tan∮=（Wｙ/ＷＸ） ………………………………………………………………………（9） 
 従って、精神的な価値と肉体的な価値に対して、その貢献度・有効度が定量的に表現できる。これは、一つの研

究方向を示唆することになる。 

 

３-1.生きる本能の管理 

 人間と動物との関係を比

較すれば、共に本能と感情

が存在している。一方、後

天的な経験や学習を超越

して、外囲の変化に対して

行い、統一的な心身の反応

形式により生存されている。

本能の三大欲望とは、両親

や知人の教育なしに、しか

も自然に性欲、食欲や眠欲
図 5.理想的な想念帯のモデル 図 6.非理想的な想念帯のモデル 

－ 276 －



を保有する。これは意思決定が正しい行為をするならば、子孫繁栄・能力向上・義務の発揮・建設の助力・平和・報

恩の行為となるから強いエネルギーの原動力となる（図 5）。  

一方、上述の事項と反対にアンバランスになる行為をするならば、ぐち・衝動的・色欲・名誉・地位・エゴ・独占力・

恐怖心・自分だけ儲けたい・逃避・拒否・破壊・自己保存・自我我欲・殺生を好む・布施や奉仕に欠ける・根気がな

い・直ぐあきる・飲酒食事におぼれると歪んだ性格になるから、周囲の環境を暗くし・思いがけない不安や不幸およ

び心配が到来する確立が多く生じるだろう（図 6）。 

 自動車のガソリンに対応して言うならば、不完全な燃焼を生じていると考えられる意識の世界である。食性本能は、

献身的な母親から生まれると、「オヤと泣く」と同時に、母親の乳房を求めて、誰も教えないのに生きようとして乳を

吸おうとする。食源を与えないと泣きだす。一方、大小便が汚れると泣く時や体調が悪化する時も泣くのである。そ

れは、自己言語の代行として、泣く声の波動によって、食事や体調の調整を行う信号と言える。母や祖母は、子供

の体調をも調査するため大小便の状態や臭気までも確認することが多い。 

 次に睡眠による本能領域を考えるならば、夜になって熟睡をすると体調が良いが、その生理的要求が満足されず

に、何日間も徹夜をすると、人間本来の軌道から離れて分らぬ方向に精神が「ふらつきや浮遊感」とまらなくな

る。自動制御が可能な人は、その正道の軌道に戻し適当な運動や休息により、調整する本能的な機能が備えられ

る。 

 世界各国の人間や動物を見ても、その環境の土質・気候に調和して生存条件を具備している。そのように自然は

無言のままに我々の生きるための全エネルギーを供給しながら生かしているように、調和のとれた本能の意識を制

御するためには、理性・智性や感情の意識と円滑に調整することが肝要である。人類は衣食住が本能的に要求さ

れ、自己の本能的な「エゴ」よリも集団の「エゴ」に発端して、闘争と破壊の戦争が生じる。戦争は、部分的・極地的・

特殊的・全面的に展開する経済的な戦争によって、自己保存的な欲望が生じる昨今である。自分は幸福を願望し、

他人は不幸にする理念よりも自他共に共有する真の安心と、丸く豊かな社命形成に一助できるように念願の想念と

実践行為が超科学への社会を実践する一歩前進となる。 

 弱肉強食という動物を考えると、動物の王者であるライオンは増加せずに、むしろ減少の傾向でみる。彼らは食を

求めて、何日も迷いながら生きる運命がある。動物は、肉体的に満腹になるといかなる物も欲求しない。鳥類も人の

心を楽しませながら、ゆっくりと自分の与えられた環境の中で、満足しながら生きている。花は美しく咲き、我々に美

と安らぎを与えている。人間はどうでしょうか？ それには超科学の信頼性は、自然の姿をよく研究することによって、

一層の発展が可能となる。 

 

３-2.慈悲と愛深き感情の管理 

 感情とは、一般に、感情として、喜・怒・哀・楽・愛 (いとしみ)・憎 (にくしみ)の六情に分類できる。精神医学・心理

学では感情と気分を区別することができる。脳科学的な感情は大脳の表面および脳の深部、身体の密接な相互作

用する。感情と思考や認知は、たとえその人が意識にのぼらせなくても密接に関係し合っている。感情は、安心と

不安、感謝と冷静と焦り、リラックスと緊張 、尊敬、欲望 (意欲) 、恐怖 、勇気、快感・後悔、満足と不

満 、軽蔑と嫉妬、優越感と劣等感、怨みと苦しみ、悲しみ、怒り、諦念 (諦め) 、絶望、憎悪(愛憎)等に

あげられる。  

 別言すれば、自勧車のアクセルに対応する。感情は耳眼舌鼻身意により強く感受されると同時に、心理現象が生
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じやすい要因の領域である。正しい感情の領鍼とは、明るい潜在意識と言えば、受と慈悲の行為である。それは、

第三者の立場で感じられる、信頼、勇気、喜び、感謝、連帯感、調和、協調、反省、奉仕精神、責任感、尊敬等に

関する愛の波動が感情意識として最も優れた良い面である。 

 不安定な黒い表面意識は、中傷、しっと、うらみ、ねたみ、そしり、好き嫌い、非人情、恐怖、ひがみ、不正不満、

不安、不信、不服、自己嫌悪、憎悪、劣等意識となる領域であるから改善すべきである。感情とは、「良薬は口に苦

しの如く」人によって異なる。その異なる程度の相違点は次のようである。すなわち、単純と復路、溥いと深い、同じ

事柄を見聞して、恐怖感を感じる人と感じない人、同じ兄弟として双子として生まれても意見が合わず、他人と合うと

か、内気と外気的で、強気と短気等の点である。それは前世の過程でもあり、この世に生れた環境・教育・習慣にも

大きく影響するのである。 

感情として、直接に感じるのは快か不快、激情、情動、情操等があり、間接には衝動、義理、人情、義務、献身、

感激、感謝、愛、善、美等がある。一方、第三者には全然理解できない、男女間の愛情、親子の愛、義理や義務も

存在する感情意識の領域である。 

単純な感情としては、動物的な行為を行い、怒り、恐れ、幼児の泣き笑い、利害関係の自己保存、喜怒哀楽、う

らみ、ねたみ、嫉妬が存在する。複雑な感情としては、愛善美真が存在し、音楽にも、小説にも・絵画にも・喜び悲

しみ、怒り等の内容が変化する。 

 それは、その内部に内在する波動から生じる「深と浅」の程度が異るからである。人の表面意識や潜在意識が存

在にする領域から噴出する感情が、慈悲と愛の度合いおよび実践行為によって色別できる。 

 本能は出生と同時に存在するけれども感情領域は、幼年時代から芽生えられ、実践行動の原型となる理論や理

屈を超越して、知識人や幼児を問わずに行動するものであり、情熱的に成りやすく、冷却も早い特性がある。それ

は、好きとか嫌いという機能よりも、周囲の影響を受けやすい領域となるからである。 

 人工知能が発達している現代、ロボットにこの感情領域を作ることは不可能である。人は知性と理性をコントロ

ールできるすばらしき感情領域を形成すべき喜怒哀楽の感情もある。心配や恐怖感に接すると心臓が止まりそう

になることもある。さらに、心配が継続すると、食欲がなくなり、体調が衰弱する。まだ、胃喝も衰弱する（表 1)。 
 

表 1.肉体と神経の相互作用 
脳・脊髄組織 細胞組織 

①精神活動、②脳・脊髄神経 ①肉体細胞の運動、②自律神経 
③動物性神経、 ④運動や感覚の作用 ③植物性神経、④胃腸・肝蔵 
⑤嫉妬・嫉視・悲しい・憂う 

⑥笑い・汗・心配 
⑤肺・大腸・鼻・皮息が悪化 
⑥心蔵・小腸・舌・血脈・毛の悪化 

⑦苦悩、⑧怒り・立腹・短期・泣く ⑦肉体の不調和、⑧肝臓・胆・目・筋・爪の悪化 
⑨喜び､思う、根気弱化・躊躇、 
⑩臆病・恐怖心・利己主義 

⑨脾臓・胃・肌･肉舌口・乳の悪化 
⑩腎臓・膀胱・耳・骨・髪の悪化 

 
「胃肝臓」とは、胃と肝蔵の組み合わせの如く、胃が悪化すると、次に、肝臓が悪化されることになることの意味であ

る。それは心配に通じるからである。肝心とは人間のきわめて重要で肝要な部分でもある肝蔵から悪化し、次に心
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臓が悪くなることである。感情の度合によって、血圧も変化する。病気とは「気の病とか」・「精神の病」とも言わざるを

得ないのである。気分の度合いによって７０％以上の病気が生じると医学上の報告がある。それは感情の領域がい

かに大切であるかを物語っている。すなわち、心身医学を否定すると超科学へのアプローチは不可能でなる。 

 

3-3.創造行為たる智性の管理 

 創造行為の智性とは、まず、知的な能力、知覚を素として認識を作る精神的な諸機能である。次には､心という新

しい状況に対して、本能的な方法によらずに適応した課題を解決する性質として要約することができる｡智性は自動

車のハンドルと言える。知性は先生や知人にまって体得した性質の三次元的なファクターである。別言すれば、

90％となる人間の潜在意識が噴出する領城である。すなわち、心や胸から込み上げた性質である。偉大な方は、こ

の領城の作用によって生じる優秀な智慧者となる。ゆえに、知性と智性とは内容的には異なっている。実践によって

体得し、「こうしょうとか」、「あぁしょうとか」思った事柄で、素晴しい成果や効果が出現したのは、守護霊・指導霊によ

る意識の協力であると言える。それは神仏と共通する善なる思念と行為の協力があるからである。知性は他人文化

であれば、智性は自己文化と言える。 

 人類は、自然や宇宙の諸現象が本質的に求明できない事柄が多く、その現象をどのように理解して科学的に立

証するかという時代に到来していると痛感する。知識者は多くの情報からもの事を認識、判断する能力や諸状況に

応じて、操縦する力や判断能力を所有すべきである。科学者、技術者およびそれに関連した各位の御協力によっ

て、この数十年間の間に新幹線・飛行機・ミサイル・原爆、ビデオ・道路・電子工学・自動車・TV・医学等の出現は、

文明の利器であり、智性の産物である。一方、公害と自然破壊による環境や不景気等は表裏一体として、不明の病

気が生じている。アインシュタイシの原爆が平和利用のために貢献したのに、人類破壊や戦争に悪用される決果と

なっている。その逆の効果も生じる領域もある。 

 脳の大きい人は天才と言っているが、必ずしも、そうは言えない。男子は２０歳まで１３５０～１４００ｇと女子は１８歳

まで１２００～１２５０ｇとなっている。ナポレオン（１５００ｇ）・ビスマルク（１８０７ｇ）であるのに、ブンゼン（１２９５ｇ）・カナ

トール（1017ｇ）と言っているから、脳の重量で天才や予知能力者を決定するのは早計である。智性による発明や発

見も、殺人兵器、工場の廃液、大気汚染の副産物である。これを防ぎ、調和と安全、そして平和なユ－トピアを形成

するために、智恵のベクトルを制御しなければならない。そのためには、超科学の一方通行ではなく、その有効性

を探求することである。信頼性管理の反性をなしに遂行することは危険と言わざるを得ない。勿論、信頼性には固

有信頼性と使用信頼裡が区別される。この信頼性を向上さすためには、安全性・保全性という領域の智性も必要と

なる。 

 不安定な知性者になると、知識によって体得したものを全財産と思い違いをし、知らないのに知っているつもり、

出来ないのに出来るつもり、他人の知識を自分の知識として見せることがある。「なまかじり」、「やっているつもり」等

のつもり病気、…したい、…やりたい、…を「たい」の病気が生じるのである。歪んだ性格としては、うぬぼれ・増上

慢・でしゃばり・自分だけが特別・三次元的な欲望・自己卑下・知識や学問の万能主義・ひにくれる・孤独・不信感・

自分の気持ちを知らせない。本音がないことは、協力や調和が欠けるのである。立身出世だけを考え、他人の出世

を喜ばない等になるから、自己修正への研磨が必要となる。 

 表面意識という暗い意識に聞係づけると、本能との関係では義務と責任を果す方向に修正しなければならない。

この領域に理性がなくなると、自己中心的な行動として、色欲・衝動的・自己顕示欲に走ることになる。感情との関
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係では、慈悲と愛があるのに 義理・人情・激動的・感情的・反抗的になると理性の効果はなくなり、動物的な感情を

もたらすだろう。智性との関係では、智慧の宝庫や事柄の追求に重大な領域である。しかし、理性の効果が無視さ

れると、勝敗・論争・議諭・口が軽い・しゃベリが多いので目的のために手段を選ばずに自意識過剰となる。自己を

反省し、平和で豊かな社会を形成する意思決定が必要である。理性がなくなれば腕力の世界になるから理性の領

域は、特に重要視される。苦労した成功者は、経済的に・社公的な地位に自信があるから、自分の意見を通そうと

する。商売上の道理は知っても、医学・科学・技術の社会的な知識を知ろうとしません。時代の加速化に適応した理

性を養成すべきで、超科学に対する意思決定のメリットを検討すべきである。 

 

３-４. 道理判断に対する理性の制御 

理性とは、人間が持つ能力で宇宙・人生をつかさどる基本原理である。善悪・真偽などを正当に判断し、道徳や

義務の意識を自分に与える能力がある。すなわち、電子開閉(はい：ＹＥＳ、いいえ：Ｎｏ)回路と同様な現象である。

理性の悟性は、抽象的思考と弁証法的な思考の能力に分類できる。理性とは、感情や情動、欲求といったものと対

比されることもある。理性とは、合理的な判断に限らず、理性の限界について取り上げられる必要がある。理性とは、

－般的に用いられることを要約すると、まず、概念的な思考の能力である。本能的な要因と、知識的な宝庫および

感情的な領域を超越して、思慮的に運動するエネルギーの能力を有している。 

次には、その自由運動エネルギーは他人の影響に関係なく、当然と恩われる真偽・善悪を区別する超能力のエ

ネルギーである。これは、学問や学力に関係なく、ある程度の年令を経過すれば理解できる。その理由は「宇宙即

我」の大宇宙を循環するプロセスの超自然的な啓示に対して、万物の霊長として主命体を有する人間が、その自然

的なサイクルに同様の認識をもつ自然の光をもっているからである。社会では道徳とか・礼儀を混同しているし、自

我我欲や自己顕示欲のために、理性を理論化しようとすることは危険な考え方である。理性には、人為的に変化さ

せられない絶対的な神理や宇宙的原理を科学的にも証明するようにモデルと理論を考察する時代が到来した。自

然科学的な立場から理性を考えると、①自動車のブレーキである。②自動制御装置のフィードバックである。③交

通道路における信号機とも言える。④船の羅針盤である、⑤最適制御システムの装置であり、⑥フィルタ的な役割

を演ずる。 

 一方、人文・社会科学的な立場から考察すると、①動物や植物にない人類にだけ所有する、特有な意識世界で

ある。②コンピュータ・ミサイル・ロボットにも設定が不可能な意識の領域である。③自然の法則と同様に流れるサイ

クルに従って、逆作用を及ぼす要因と区別させられる。すなわち 物事の道理に判断する能力を所有する部分。④

心の自動制御装置。⑤善悪や明暗を区別し、裁判・審査・判定、反省しながら人格向上に役立つ領域である。別言

すれば、その尺度は慈悲と愛の姿として、信頼・勇気・調和・尊敬や人格をチエックすることが可能となる。また、中

道に沿った感情、本能や知性の調整を有効的に役立つ領城である。人道から変曲されるのを防止するために修正

軌道の意識をもち、潜在意識と表面意識間に存在する想念帯を円滑にする天理の領域を重要視する必要がある。 

 日常生活において、人間の本性として、活動される眼耳口によって進理を判断し人格とか、人間性等の尺道を決

定しようとする。ここでも、正見・正語・正思・正業・正命・正進および正念を行う場合には、必ず、正定という反省が

ある。それは理性という正道から生じる領域であることが理解できる。理性は 1～3 次元に捉われなく、４次元以上の

領域である。すなわち、半導体工学における価電子帯より、ある活性化エネルギーによってフェルミ・レベルを通っ

て伝導体にエレクトロンが上る事と同様である。財産・名誉・異性との煩悩に影響されない純心なものである。 
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 理性が所有する心の領域は 新しき喜びの発見と新しき価値の発見を沢山所有している。その人は すなおに話

し・聞き・見ることによって、考え・念じる事が多く、さらに反省することも早くなり、その体験から気づくことは適確にキ

ャッチし本質を区別するに上達される。理性に不足した本能的な領域は、睡眠・性欲・食欲の歪みを作るからである。

この場合は 常に周囲で第三者の立場を考えずに物質欲・名誉欲・支配欲・独占微・金銭欲にとらわれると色欲の

世界に染色されて、社会の困難を形成する衝動的な人となり、恐怖感に接することが常である。しかしながら、自分

だけは救済されたい、自己顕示欲が増大する意識になる。 

  理性と感情の歪みは義理や人情に押し流される可能柱が強い人に生じるというのは、苦労時代にある人に救助

されて、その恩恵を他人に奉仕するために生じることがある。 

一方、非情な人は、他人に騙され多く、義理や人情が薄く、世の暗黒や無情を感じる領域である。歪みの性格が大

きくなると感情的に、激情的な特性を有する。その結果は肝臓や腎臓の傷害が起り不健全な人間なり病気の入門

者となる。知性と本能における両意識から生じる歪みは、諭争や闘争に重点を置き、勝敗と優劣を決定し、自分が

優秀で、他人を打倒し、他人の活路を防ぐことがある。しかも、多弁で知性的に見せながら、自分の存在価値を認

めさせようとする。一方、第三者はそれを見破っている事を知らないから自惚れや増上慢、自分だけが特別な人に

思い違いをする。すなわち、自介は尊敬されているとか、立派であると自負している。その反面に相対とか、第三者

は、そんなに思っていない要因は多くある。その内なる歪みがある間は周囲も暗くなる。それをチェックする本性が

ある事を認識しなければならない。 

知性と本能の歪みが多い者は、言い別け・ためらい・人を軽視し・損得の計算を知識で計測するだろう。本能・感

情・智性や理性面の歪み者は次のように要約される。①怒りや恐怖威が常に存在し、いらいらしながら悩み続けるこ

とがあるから、五臓六腑は不正常で、円滑なサイクル運動が行われない。②己の心にブレーキが掛けられないため

に、体調が重くなり、つらく苦しみ、不愉快で、思うままに仕事の計画性や実行と反省のプロセスを作られない。③

良くない想念をもつということは、体の周辺にスモッグが遮断されているために、想念の壁を形成されながら消極的

に悲観的に、否定的になり、無気力になるから善のエネルギーによってキャンセルする必要がある。④執着をもつこ

とは重荷を負い登山する人の如く貴重な経験をする。それが人生に貴重な財産なることである。苦の世界で努力す

る事も大切であるけれども、感謝・謙虚・尊敬・調和する努力の姿をもって、安らぎをもった価値ある人生に学びユー

トピア社会形式に一助することが本来の姿であり、超科学や超心理学の入門者になると確信する。 

 

４.愛の意識と自己顕示欲 

４-1. 実践する愛の意思決定 

 愛とは男と女から出発して、人に生きる喜びを与えるものである。古代の先祖で･あるアダムとイブの場合も、男と

女以外はなく、その中間は今も存在せずに一定である。天と地・陰と陽・表と衰・誠と傷・善と悪の中に、男女の調和

が存在し、愛が生じるのである。我々を生かしてくれる大宇宙の法則や自然の動物・植物・鉱物も、我々を生かして

くれる生命源として提供していることも愛である。１秒間に約 200 万トンの石炭量を燃焼させながら、雨・雪・風・熱･

光・電気・磁気等を無料で与えるのも無償の愛ではないでしょうか。我々が小さい時に、献身的な父母の愛の産物

として生まれて、ありとあらゆる苦労をしながら困難を克服し、子ともの大小便を見て健康状態についても誰より先に

心配してくれたのがどなたなんでしょうか？ それは、あなた方の両親でしょう。両親はその給料や奉仕料を請求し
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たでしょうか? 子供の成長を・出世を・健康状態を･心から気にしていたと思います。愛に関しては キリストも語りま

した聖者の哲学である。 

釈尊の縦の光である慈悲が宇宙法則であるならば、その実践行為はキリストの愛である。愛の意思決定および実

践行為は、人問の行為・寛容に扶け合い・補い合いの実行の横の光である。これは横軸の実践行為を表示するも

のであり、人間関係で生かし合う愛の光と言える。 

 実践する愛の姿とは、意思決定に対して項目を説明すれば、自己主張がない・驕りがない・諂いもない・包容力・

許す行為・峻厳・灯台の灯・無恥なる心・思いやり・愛しむ心・情の心・調和・勇気・信念・努力・平和・喜びと悲しみ

に捕らわれない・自己弁護がない・立場がない・報償はない・自我がない・甘えはない・苦と楽がない等について、

人を救済する実践行為である。 

 広辞苑によると、実践する愛とは、①あるものに引き付けられる、②男女問の相手を慕う、③愛撫する、④愛複す

る、⑤キリスト教→神が人類に幸福を与える、他人を兄弟と思って可愛がる事、⑥仏教→師や目上を敬い、真理を

尊ぶ感情は清らかな愛である。これを万人に及ぼす事が想である。⑦受蘭（アイるランド）の略と記述されている。男

女間だけではなく、兄弟・恩師・親子・同期・同窓生・友人・知人・肉体先祖と子孫・動物・植物や鉱物に至るまでの

万生万物にも愛が存在するものである。愛とは、を受けると書述されている如く、心がないとエネルギーの意識がな

く、受けとめられぬ字となり、愛の意味は存在しなくなる。 

 

４-２.慈悲の実践決定 

 慈悲とは 広辞苑によると、①仏教→仏や如来・菩薩が衆生に楽を与える慈、苦を除くと悲という。一説に苦を除く

と慈、楽を与えると悲とする。②慈しみ・憐れみ・情と記述している。意思決定における超科学における苦の四苦八

苦における四苦とは。生苦・老苦・病苦・死苦となりである。八苦とは。愛別離苦（愛人と離れる苦労）・怨僧会苦（い

やな相手と会う苦労）・求不得苦（希望するものが得られない苦労）である。 

五陰とは眼・耳・鼻・舌・身・意である。働きは、見たものが欲しくなり、耳が聞こえる感受作用であ

る。五陰盛苦とは、色薀・受薀・想薀・行薀・識薀である。色薀とは、眼に見えるもの物質・色影で、身体

の物質性である。受薀とは、感覚と単純感情で、刺激を受ける作用の感受作用である。想薀とは、心に浮か

ぶ像で、頭に浮べる作用の 想念作用や表象作用である。行薀とは、衝動的欲求に当たるべき意思､の行動作

用や心理作用である。識薀とは、認識作用と識別作用に区別し、煩悩が強いために生じる苦労の意識作用で

ある。 

広大なる宇宙体は、万生万物の根元として相互作用により、転生輪廻の法則に従っている。万生万物は、広大

無辺な大慈悲で、意識をもって運動している。その意識の中心は心なり、心は慈悲と愛の塊である。慈悲と愛の塊

は、万生万物の至る所に原子核の粒子として存在するからである。その粒子は、原子核により、電子・原子・分子・

物資や在料を構成する最小の単位である。 

 水も自然の法則に従って、冷却すると氷となり、固体の状態で心身を冷やしてくれる。冬には、雪として地上を寒

冷地帯から包囲してくれる。水も、自然の摂理に従って、不平不満を言えずに流れる。水の専門家によると、水質は

３６種あると発表されている。水は植物を育成させ、炭素同和作用をさせて、我々に縁と酸素を供給し、食物を作ら

すことになる。水は三性三態の変化を限りなく円滑に運動し、人体にも約６０～70％を存在させながら循環している。

自転と公転の中に、太陽は地上に無限の熱・光・電磁波を放出している。その影響をうまく吸収と発敢をさせながら 
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その時期に応じて春は花を咲かし、夏は雨を降らせ、冬は雪を降らせるような使命を発揮している。水は高き山より、

せせらぎを通って底辺に流れる。そして蒸発すると雲や雪、地上に降らせる輪廻を行って、集中と分散、結合と分

裂が生じるのである。慈悲は自然の法則であり、ニュートンの運動法則である。 

 運動と力に関して、ニュートンの運働の３法則として、 

第一法則は慣性の法則と呼ばれる。すなわち､「すべての物体は、外力を与えなければ何時までも、等速度運動

を続ける」となっている。人の悪い習慣も反省も、人の指摘がなければそのままに運動することになる。 

 第二法則として、物体の加速度（α）は、それに働く力（Ｆ）に比例し、その質量（ｍ）に反比例する。  

α＝（F/ｍ） または、F=Cmα・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10） 

ごこで、Ｃを定数とすれば、力（Ｆ）は 質量と加速度に比例する。質量が一定とすれば、加速度によって力（Ｆ）は可

変されることが解かる。F=Cmαを絶対単位で表わすと。 

F=（W/g）（ｄ2S/dt2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11） 

または 

F=（W/g）（ｄV/dt2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12） 

ように表示できる。ここで、Ｗは質量・ｍは重量・Ｓは距離・ｔは時間およびＶは速度である。このように質量および

加速度を細分化してみると、その本質がよく理解できる。我々の力は 眼には見えないけれども、ある様子や態度に

よって瞬間的にキャッチすることが可能となる。 

第三法則には「作用と反作用の法則がある。ある仕事に作用すれば、その大ささに等しく、その反対方向に反作

用が生じる」ことを作用と反作用の法則とする。舟の綱引きや玉突きの反発係数、ある欲望のために、生じた心の歪

みと苦しみも、相対運動によって反力を求めることができる。大自然の中に、力の合成と分解・速度と加速度・等加

速度運動・放物運動・回転運動および仕事と動力等の無数な法則があり、その一部分を疑問と追及をし、改善しな

がらユートピア形成に奉仕する意思決定を行う重要性が超科学システムのアプローチである。 

 

４-３.自己顕示欲の抑制 

 自己確立とは、未熟な自分をより高レベルに形成しようとすることである。それには、自分が人格的に人間的に形

成することである。過去を自分の良心という側面から総点検することである。その点検によって精密になると、真の幸

福と安らぎの境地に達する度合へと変化させられる無類の心の財産が得られる。３次元の世界では、自分が生き安

くする願望が働き、安楽に望む心が殆んど発生する。それには金銭欲・地立欲・名誉欲は大切であるが、煩悩化さ

れる傾向が多いのである。安楽と安らぎとは別の内容と考えられる。  

安楽とは、身体的・精神的に苦痛や不安がなく、満足感を得られる状態である。安らぎとは、肉体的な快楽と宴楽、

１～３次元な考え方、物質的に左右されるものと偏理・自己顕示欲・怠慢・肉体保全の本性・闘争と破壊・殺人・肉体

の波長で 10％の表面意識による生活を行い、自己中心的な結果を出す結論者である。精神的緊張や感情から安

らぎとは、安穏・安静・安心・静穏・沈静・平穏・安等である。安らかな状態とは、安泰 ・安静・落着き・平安・平和・平

静・平穏・康寧・無風・長閑さ・静穏等である。平静な気持ちとは、沈着・静穏・落ち着き冷静・平安・平気・平静 ・平

穏等である。心の安らぎを得るには、休息・休養・休暇・静養・安息・安らぎ・心の洗濯・骨休め等がある。  

一方、安らぎとは何でしょう。それは。１～３次元の意識と異なり、４次元以上の世界における魂・精神的な調和の

世界である。すなわち、物質的には見えないけれども ある情報が肉体内に感受される豊かさ、自信にあふれる世
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界が存在している。真我というべき、良心的で豊かな心に関連する安らぎと「ゆとり」とは、東洋の神仏(：西洋の天使）

意識と連結するか、あるいは、僅かに連結するパイプが存在するのである。従って、神仏の意識による守護・指導意

識者の協力があると言える。同時に９０％の潜在意識の波長がかけ橋となる天上の波動を包括される安らぎの状態

と言える。ゆえに、自己顕示欲よりも安らぎのある丸い豊富な人格を形成すればゆとりとなって、自己文化となり他人

の協力によって生きる喜びを与える要因となる。別言すれば、自己顕示欲による意思決定には、世の不安と混迷を

案内する要因となることが分る。 

 

５.おわりに 

 電気的なエネルギーを機械的なエネルギーに相互変換を行うものに発電機および電動機がある。磁束密度Ｂの

磁場内において、長さ L の導体を運動させて、速度Ｖで磁力線をきると誘導作用により起電力ｅが生じる。すなわち、

フレミングの左手の法則が生じる。  

 e = B L V Sｉｎθ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13） 

 これを他の導体を持続して閉回路にして電流意 i を流すと電力 Pe は 

  Pe =e i= B L V i ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14） 

として計算することができる。自己変革には、反省をすることによって、電流の如く調整する必要がある。 

 運動の方程式として、外部波動の変位Ｘとして、Xm を最大変位とすれば  

 Ｘ＝Xm Sｉｎωｔ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15）         

となる。ここで、ωは角周波数であり、ｔは時間である。これを一回微分すると、外部波動の速度は 次の通りになる。 

  （ｄX/ｄｔ）=ω Xm（-Cosωt）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（16）  

これを もう一回微分すると 

  （ｄX2/ｄｔ2）＝-Xｍ ω2  Sｉｎωｔ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（17） 

となる。これは外部振動の加速度となる。この二次微分方程式を 整理すると力Ｆは。 

  Ｆ＝ｍ（ｄX2/ｄｔ2）十γ（ｄX/ｄｔ）十τｘ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（18） 

となる。ここで、m は慣性能率、質量、スライダ係数、コイルあるいはコンデンサとして表現される。ニュートンの第二

法則と同様なものである。γは制御定数、制動力、粘性、抵抗係数、ダッシガート、抵抗器である。最後に、τは制

御定数、バネ定数、コンデンサあるいはコイルとして知られている。このように力にも、作用と反作用の係数が働き、

その慣性力と制御力の差異によって異っている。超科学世界にも慣性的な面、制動的な面および制御的な要因を

いかに調整するかによって、本来の機能が果すことになる。それが高次元の信頼性に関連ずると確信する。ゆえに

超科学へのアプローチは 慈愛のパワ-をもつか、あるいは そのアンバランスになる反作用のパワ-をもつかによっ

て自から決定する。 

 ラジオのＦＭ放送が、直接、中波に入ることは不可能であるが、その中間に 同調回路をセットすれば可能となる。

ゆえに広く、豊かで、勇気と信念と努力のパワ-がなければならない。同調回路の役割と同じように。意思決定超科

学システムには、自他を生かす要因を形成しないと、本来の姿と言えないのである。従って、信傾性も向上するので

あると確信する。                   

  (2013 年 12 月 1 日受稿、2014 年 1 月 25 日掲載決定)  
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伊勢神宮（内宮と外宮）ツアー参加の記録 

--皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）-- 

沢 勲（Isao SAWA） 

Record of the Tour Participation of Ise-Jingu Grand Shrine 
―Kōtai Jingū (Naikū) and Toyouke Daijingū (Gekū) ― 

 

伊勢神宮（三重県伊勢市）は、２０年に一度の式年遷宮で皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）の神殿が一新さ

れ、六〇年周期で参拝される記念すべき年である。訪問者は１､４００万人を超えることは確実である。 

伊勢神宮の正式名称は「神宮」といい、「お伊勢さん」・「大神宮さん」とも呼ばれる。「神宮」は、内宮（ﾅｲｸｳ）と外

宮（ｹﾞｸｳ）を「御正官」として、別宮(14）・摂社（43 所）・末社(24 所）・所管社(42 所)を合わせると宮社（125 所）の総称

であると HP に掲載している。と豊受大神宮（外宮）の鎮座は、それぞれ、宇治(ｳｼﾞ)の五十鈴(イスズ)川の上と山田(ﾔ

ﾏﾀﾞ)原にある。筆者は記念すべき記録を後世に残すため参加した。 

 

伊勢神宮(内宮)のツア-参加の記録 ２０１４年１月１5 日 

１.皇大神宮（内宮）の宇治橋 

 伊勢神宮の皇大神宮((ｺｳﾀｲｼﾞﾝｸﾞｳ)内宮にある参道の右手斜面を下ると、神路川と島路川が、合流した五

十鈴川である。五十鈴川の清流上にある宇治橋（ｳｼﾞﾊﾞｼ：2009 年完成）を渡る前には、上方を眺めながら緊

張した心の状態。帰る前には、水面を眺めながら安らかな心の状態。伊勢神宮は偉大なる精神の故郷を共

振する安らぎの聖地であると痛感する。 

宇治橋は、五十鈴川に掛けられた木造の橋であり、神宮の表玄間である（写真１）。宇治橋は 20 年毎にかけ替え

られる。宇治橋の規模は、全長 101.8m、巾 8.421m で、欄干の上に 16 基の擬宝珠(ｷﾞﾎﾞｼ)を据えた。宇治橋の下に

流れるのは五十鈴川である。純日本風反(ｿ)り橋と檜(ﾋﾉｷ)で作られるが、橋脚の部分は欅(けやき)を使用。 

 

 

 

写真１.宇治橋下の五十鈴川がある。左は筆者。中央は神宮から撮影。右は宇治橋上から撮影。 

 

 

 

伊勢神宮（内宮と外宮）ツアー参加の記録

―皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）―

沢　　勲（Isao SAWA）
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2.皇大神宮（内宮）の神明系鳥居 

両橋の鳥居は、内宮の旧正殿(ｼｮｳﾃﾞﾝ)の棟持柱(ﾑﾅﾓﾁ-ﾊﾞｼﾗ)をリサイク

ルして使用した。宇治橋の外と内にある大鳥居の高さは 7.44m である神明系

鳥居である（写真 2）。大鳥居は 20 年たつと、内側の鳥居は鈴鹿峠のふもと

の「関の追分」に、外側の鳥居は桑名の「七里の渡」の鳥居となる。 

 

３.皇大神宮（内宮）の由来 

皇大神宮（ｺｳﾀｲｼﾞﾝｸﾞｳ）は、三重県伊勢市にある神社。伊勢の神宮の 2 つの正宮のうちの 1 つである。一般には

内宮（ﾅｲｸｳ）と呼ばれる。伊勢信仰の中心となる神社で、日本全国の神社で授与される神宮大麻はこの皇大神宮の

神札である。複数の神社を参拝する場合、格の高い神社から低い神社の順が一般的だが、神宮の通常の神事は外

宮、内宮の順で行う。これを外宮先祭と呼び、参拝も外宮、内宮の順で行なうのが正しいといわれる。 

ただし式年遷宮の遷御は皇大神宮、豊受大神宮の順であり、奉幣は豊受大神宮、皇大神宮の順である。建物は

豊受大神宮と同様に外側から板垣・外玉垣・内玉垣・瑞垣の四重垣に囲まれ、南北の門に宿衛屋画おかれている。

内宮正官とは、皇大神宮をまつる御正官という。正官の左側は伊勢神宮内宮の正面で、多くの参拝者が自

分や家内安全を祈っている。ここでは、皇大神宮（内宮）の詳細資料を表 1 のように表示する。 

 

表 1.皇大神宮（内宮）の詳細資料 

1 主祭神 

天照坐皇大御神。 

神体は八咫鏡（ﾔﾀﾉｶｶﾞﾐ：ヘブライ語）。皇位継承時に伝えられる、三種の宝物（神器）は、八咫

鏡(ﾔﾀﾉｶｶﾞﾐ)、八尺瓊勾玉(ﾔｻｶﾆﾉﾏｶﾞﾀ)、天叢雲剣（ｱﾒﾉﾑﾗｸﾓﾉﾂﾙｷﾞ）（草薙剣）。 

2 神社創建 垂仁天皇 26 年  

3 社 格 式内社（大社） 

4 例 祭 
国家安全・五穀豊穣の祈年祭が原点。年間1500以上の祭事。最大祭事は神宮際・月次祭

を合せて三節祭と呼ぶ。恒例祭（毎月）、臨時祭[国家の行事]、遷宮祭(年宮遷宮に伴い)、

5 鎮座地 三重県伊勢市宇治館町 1  

6 経緯度 北緯 34 度 27 分 18.00 秒  東経 136 度 43 分 30.63 秒  

7 正 殿 

国内最古の建築様式は唯一神明造。別名：内宮。正面から見ると茅葺屋根(ｶﾔﾌﾞｷﾔﾈ）。「萱

葺」とはススキやチガヤを指す。 

切妻造（ｷﾘﾂﾞﾏﾂﾞｸﾘ：傾斜面が本を伏せた山形の屋根形状）。側面から見ると土居周長押（ﾂﾁﾏ

ﾜﾘﾅｹﾞｼ）が見られる。千木（ﾁｷﾞ）：先端が水平。鰹木(ｶﾂｵｷﾞ)は 10 本で偶数。棟持柱（ﾑﾅﾓﾁﾊﾞ

ｼﾗ:社殿の両妻の外側にある柱）。束柱（ﾂｶﾊﾞｼﾗ）。掘立柱（ﾎﾘﾀﾃﾊﾞｼﾗ）。 

8 摂末社 内宮別宮（10 社）、内宮摂社（27 社）、内宮末社（16 社）、内宮所管社（30 社）、計 83 社 

9 鳥 居 
棟持柱(ﾑﾅﾓﾁ-ﾊﾞｼﾗ)をリサイクルして使用した。 

宇治橋の大鳥居の高さは 7.44m、神明系鳥居。 

10 神楽殿 神楽殿は参道の左側、銅板葺・入母屋造。神宮の御祈祷は、「御饌(ﾐｹ：)」と「神楽(ｶｸﾞﾗ)」に大

 

写真 2.皇大神宮（内宮）宇治橋の鳥居
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別される。祈祷の神楽や御饌を行う御殿である。また、「神楽殿」「御饌(みけ)殿」「御神札授与

所」がある。御祈祷とは、「祈願」といい神に感謝を捧げ、更なるご加護をいただけるように願う儀

式である。内宮参拝記念の御朱印もあり、御遷宮の御造営資金の献金を受け付けられる。 

 

 

写真 3.伊勢神宮内宮の神樂殿（かぐらでん）、「祈願」といい神に感謝を捧

げ、更なるご加護を願う儀式場である。右側は献酒が多く積まれている。

写真 4.伊勢神宮内宮、神樂殿正面の

近くにある祈祷受付所がある。 

 

４.皇大神宮（内宮）の別官・摂末社  

「別宮」とは、正宮との間柄を示す称号。皇大神宮を、「正宮」とし、本家に対する分家の意味で「別宮」と称する。

別宮の「宮」は宮号(ｷｭｳｺﾞｳ)と称し、天皇の思し召しにより、古くは勅書(ﾁｮｸｼｮ)で、後には官符(ｶﾝﾌﾟ)をもって定めら

れる。神社にご称号を奉ることは、ご祭神のご神威の輝きである。これを敬うこといよいよ厚ければ、神の御稜威(ﾐｲ

ﾂ)もさらに輝く。皇大神宮には 83 の摂末社がある。その内容は次の通りである。内宮別社は、計 1０宮である。内宮

摂社は、計２７社である。内宮末社は、計 16 社である。内宮所管社は、計 30 社である。 

域内に内宮別館の別宮は、拝所からは直接見ることはできない。正殿の背後には御饌殿（ﾐｹﾃﾞﾝ）と外幣殿（ｹﾞﾍｲ

ﾃﾞﾝ）が並ぶ。正宮の隣には、次の神宮式年遷宮の際に正宮が建てられる御敷地がある。この御敷地は、前回の式

年遷宮の時に正宮が置かれていた土地であることから「古殿地」とも称する。 

 

４-1.皇大神宮（内宮）の別宮 

別宮（ﾍﾞﾂｸﾞｳ：10 宮）は「正宮のわけみや」の意味で、神宮の社宮のうち正宮に次いで尊いとされる。 

荒祭宮（ｱﾗﾏﾂﾘﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：内宮境内（位置） 

月讀宮 （ﾂｷﾖﾐﾉﾐﾔ）-式内社 式内社（大） 

鎮座地：伊勢市中村町（位置） 

月讀荒御魂宮（ﾂｷﾖﾐｱﾗﾐﾀﾏﾉﾐﾔ）式内社  鎮座

地：月讀宮境内 

伊佐奈岐宮 （ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：月讀宮境内 

伊佐奈弥宮（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：月讀宮境内 

瀧原宮 （ﾀｷﾊﾗﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：度会郡大紀町（位置） 

瀧原竝宮（ﾀｷﾊﾗﾅﾗﾋﾞﾉﾐﾔ） 鎮座地：瀧原宮境内 伊雑宮 （ｲｻﾞﾜﾉﾐﾔ） 式内社論社 

鎮座地：志摩市磯部町（位置） 

風日祈宮（ｶｻﾞﾋﾉﾐﾉﾐﾔ）鎮座地：内宮境内（位置） 倭姫宮（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐﾔ）鎮座地：伊勢市楠部町（位置）

 

４-２. 皇大神宮（内宮）の摂社 

摂社（せっしゃ：27 社）は、『延喜式神名帳』に記載されている神社（正宮、別宮を除く）。定義では摂社は全て式
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内社となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間（1630 年代）から明治初頭（1870 年代）

にかけて復興されたため、式内社の比定地とされる場合がある。 

朝熊神社 （ｱｻｸﾏ-） 朝熊御前神社（ｱｻｸﾏﾐﾏｴ-） 園相神社 （ｿﾅｲ-） 2 座 

鴨神社 （ｶﾓ-） 2 座 田乃家神社 （ﾀﾉｴ-） 田乃家御前神社（ﾀﾉｴﾐﾏｴ-） 

蚊野神社 （ｶﾉ-） 蚊野御前神社 （ｶﾉﾐﾏｴ-） 湯田神社 （ﾕﾀ-） 2 座 

大土御祖神社（ｵｵﾂﾁﾐｵﾔ-） 国津御祖神社 （ｸﾆﾂﾐｵﾔ-） 朽羅神社 （ｸﾁﾗ-） 

宇治山田神社 （ウジヨウダ-） 津長神社 （ﾂﾅｶﾞ-） 堅田神社 （ｶﾀﾀﾞ-） 

大水神社 （ｵｵﾐｽﾞ-） 江神社 （エ-） 神前神社 （ｺｳｻﾞｷ-） 

粟皇子神社 （ｱﾜﾐｺ-） 川原神社 （ｶﾜﾗ-） 久具都比賣神社（ｸｸﾞﾂﾋﾒ-） 3 座 

奈良波良神社 （ﾅﾗﾊﾗ-） 棒原神社 （ｽｷﾞﾊﾗ-） 2 座 御船神社 （ﾐﾌﾈ-） 

坂手国生神社 （ｻｶﾃｸﾅﾘ-） 狭田国生神社 （ｻﾀｸﾅﾘ-） 多岐原神社 （ﾀｷﾊﾗ-） 

 

４-３. 皇大神宮（内宮）の末社 

末社（まっしゃ：１６社）は、『延暦儀式帳』に記載されている神社（正宮、別宮、摂社を除く）。 

鴨下神社（カモシモ-） 津布良神社（ﾂﾌﾞﾗ-） 葭原神社（ｱｼﾊﾗ-） 小社神社（ｵｺﾞｿ-） 

許母利神社（ｺﾓﾘ-） 新川神社（ﾆｲｶﾜ-） 石井神社（ｲﾜｲ-） 宇治乃奴鬼神社（ｳｼﾞﾉﾇｷ-） 

加努弥神社（ｶﾇﾐ-） 川相神社 （ｶﾜｱｲ-） 熊淵神社（ｸﾏﾌﾞﾁ-） 荒前神社（アラサキ-） 

那自賣神社（ﾅｼﾞﾒ-） 葦立弖神社（ｱｼﾀﾞﾃ-） 牟弥乃神社（ﾑﾐﾉ-） 鏡宮神社（ｶｶﾞﾐﾉﾐﾔ-） 

 

４-４. 皇大神宮（内宮）の所管社 

所管社（ｼｮｶﾝｼｬ：３０社）は、正宮・別宮・摂社・末社以外の神社。 

滝祭神 （ﾀｷﾏﾂﾘﾉｶﾐ） 興玉神 （ｵｷﾀﾏﾉｶﾐ） 宮比神 （ﾐﾔﾋﾞﾉｶﾐ） 

屋乃波比伎神 （ﾔﾉﾊﾋｷﾉｶﾐ） 御酒殿神 （ﾐｻｶﾄﾞﾉﾉｶﾐ） 御稲御倉 （ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ） 

由貴御倉 （ﾕｷﾉﾐｸﾗ） 四至神 （ﾐﾔﾉﾒｸﾞﾘﾉｶﾐ） 神服織機殿神社末社八所 

神服織機殿神社（ｶﾝﾊﾄﾘﾊﾀﾄﾞﾉ

-） - 式内社 

神麻続機殿神社（ｶﾝｵﾐﾊﾀﾄﾞﾉ-） 

- 式内社 

神麻続機殿神社末社八所 

 

御塩殿神社 （ﾐｼｵﾄﾞﾉ-） 饗土橋姫神社（ｱｴﾄﾞﾊｼﾋﾒ-） 大山祇神社 （ｵｵﾔﾏﾂﾐ-） 

子安神社 （ｺﾔｽ-）   

 

５.皇大神宮（内宮）の正宮  

正官（ｼｮｳｸﾞｳ）は、垂仁天皇 26 年にご鎮座されてから 2000 年である。４重の御垣に囲まれた一番奥にあるご

正殿に、天照坐皇大御神(ｱﾏﾃﾗｼﾏｽ-ｽﾒ-ｵｵﾐｶﾐ)がお鎮まりになっている。付属の殿舎ならびに御垣は、20 年に

1 度、式年遷宮の大祭を行って建て替えられる。遷宮によって、2000 年昔と変わらない姿を今も拝するのである。  
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写真 5. 内宮正宮 2010 写真 6.正宮鳥居 2010 写真 7.内宮正宮の階段 2014 写真 8.正宮の鳥居 2014 

 

  

写真 9. 樹齢数百年の大木の中に

新しい「つらら木」出現 

写真 10.樹木に被害が無いように竹

で囲んでいるアイデア 

写真 11.正宮の裏側にある神秘的な樹木 

 

写真9. 樹齢数百年の大木の中に新しい「ツララ木」として出現している神秘的な樹木に感動する瞬間。この瞬

間は、樹木との対話が自然に始まられる。写真 10 は湯王樹木に被害が無いように竹で囲んでいるすばらしい

人間の智恵。樹齢数百年の大木と人間と比較すれば、なお神秘性が増大する瞬間。写真 11 は正宮の裏側に

ある巨大な樹木である。 

 

６.皇大神宮（内宮）の第一別宮の正宮・荒祭宮 

１ 宮 名 荒祭宮(ｱﾗﾏﾂﾘﾉﾐﾔ) 

2 祭 神 天照坐皇大御神の荒御魂(ｱﾏﾃﾗｼﾏｽｽﾒｵｵﾐｶﾐﾉｱﾗﾐﾀﾏ) 

3 鎮座地 荒祭宮はご正宮の北方、やや小高い所にご鎮座。 

正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)があり、ついでつきあたりの外幣殿(ｹﾞﾍｲﾃﾞﾝ)を過ぎると、 

正宮の裏側(北側)に出、進むと左手に下りの石階があり、前方やや小高い場所にある。 

4 祭  事 内宮正宮に準じる第一別宮として特別丁重に行われる祭事である。 

大祭中の大祭、式年遷宮も、古来より正宮に準じている。 

応仁の乱の頃、長く中絶の時代から、寛永八年（1631）､式年御造替の制が復興された。 

皇室の勅使は正宮に続き、内宮の別宮のうち荒祭宮のみに参行する。 

祈年祭、月次祭、神嘗祭、新嘗祭の諸祭には皇室からの幣帛（ﾍｲﾊｸ）がある。 

荒祭宮は、内宮に所属する 10 別宮のうち、第一位である。 

殿舎の規模も他の別宮よりも大きい、高さ 4.47ｍである。 
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写真 13 は正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)がある鰹木６本である。外幣殿：正宮の裏にある（写真 14）である御稲

御倉の隣で、古神宝類を納める所。 

 

宮  名 御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ) 

所在地 三重県伊勢市宇治館町 1 内宮域内、 位置： 

経緯度 北緯 34 度 27 分 18.8 秒・東経 136 度 43 分 28.7 秒、 

主祭神 御稲御倉神、社格等：皇大神宮所管社、創建：古代 

外幣殿 神楽殿を過ぎて、忌火屋殿の裏手に廻ると、御稲御倉が出現 

本殿様式 唯一神明造 

 

 

  

写真 15. 正宮の裏に荒祭宮 写真 16.荒祭宮の階段 写真 17.荒祭宮の鰹木６本 
 

７.伊勢神宮の特別参拝 
 神社で行われる参拝には「特別参拝」・「正式参拝」・「略式参拝」で、次のように要約できる。①特別参拝とは、祝

詞を上げるご祈祷のこと。特別参拝者は、一般拝所よりも更に内側に参入できる。これが「特別参拝」と称される参拝

である。②正式参拝とは、祝詞を上げない参拝のこと。正式参拝者は、御垣内参拝とも呼ばれる前に、男女と

も厳しいドレスコードが存在し、神前での礼儀として黒の正装＆ネクタイ着用、革靴と言う規定があ

る。一般には、正式参拝と特別参拝を一緒にしているところも多い。③略式参拝とは、普段、私たちが神社にお参り

すること。一般参拝者は、内宮・外宮共に、御正宮の南側に位置する板垣南御門内に進み、生絹の御幌（ﾐﾄﾊﾞﾘ）の

掛けられている外玉垣南御門前（一般拝所）にて参拝する。ここで参拝を済ませる場合は、参拝の申し込みも必要

なく、参拝時の服装の取り決めも特にない。  

 

  

写真 13.正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)。鰹木６本。千木は水平。 写真 14.正宮の裏に外幣殿 
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伊勢神宮（外宮）のツア-参加の記録 ２０１４年１月１４日 

 

１.伊勢神宮（外宮）とは 

伊勢神宮の正式名称は「神宮」といい、「お伊勢さん」・「大神宮さん」とも

呼ばれる。写真 1 は豊受大神宮(トヨウケノオオミカミ、外宮)の由来である。

「神宮」は、内宮（ﾅｲｸｳ）と外宮（ｹﾞｸｳ）を「御正宮」である。外宮として、別

宮(8）・摂社（16 所）・末社(8 所）・所管社(4 所)を合わせると宮社（36 所）の

総称である。 

皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）はそれぞれ、宇治(ｳｼﾞ)の五十鈴

(イスズ)川河畔と山田(ﾔﾏﾀﾞ)原に位置している。 

 

写真 2.火除橋（ﾋﾖｹﾊﾞｼ）の堀川 写真 3.火除橋の下部ある堀川 写真 4.新第一鳥居と参道 
 

表参道（ｵﾓﾃｻﾝﾄﾞ）火除橋（ﾋﾖｹ

ﾊﾞｼ）は、近鉄｢伊勢市駅｣より近い

所にあり（写真２と３）、渡ると第一鳥

居（写真４）。外宮の表参道入口に

あたり、ここから聖域。防火のための

堀川が流れ、火除橋（ﾋﾖｹﾊﾞｼ）が架

かっている。橋のたもとには、巨木

が枝を広げている（写真５）。火除橋

をわたってすぐ左側の手水舎で手

を洗い、口を濯いで心身を清め、正宮へと向う。二つ目の鳥をくぐると神楽殿、さらに進むと正宮(古殿地)がある。神

楽殿の中では、写真６のように御札を購入することもできる。外宮は、千古の杉が茂げ、広大な敷地内には、屋根の

千木や鰹木など細部には内宮と異なる特徴がある。 

 

２.豊受大神宮（外宮）の由来 

 

写真 1.豊受大神宮(外宮)の由来 

写真 5.外宮鳥居付近の樹木 写真 6.豊受大神宮の御札 
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表 1.伊勢神宮（外宮）の詳細資料 

1 主祭神 
豊受大御神の荒御魂（ｱﾗﾐﾀﾏ）。天照大御神の御饌（みけ:食事）の守護神。 

御神徳は食物・穀物を司る神で、衣食住・産業の守護神である。 

2 神宮創建 雄略天皇 22（478）年、別名：外宮。 

3 勧請神 
雄略（ﾕｳﾘｬｸ）天皇が、夢の中での天照大御神の教えによって、豊受大御神を丹波（タンバ）の

国(今の京都府下、天橋立付近)から、山田の原に迎えられた、とされる。 

4 社 格 式内社（大社） 

5 例 祭 最大祭は日別朝夕大御饌（ミケ:食事）祭、外宮創建 1500 年前から毎日継続。 

6 鎮座地 三重県伊勢市豊川町 279 番地 

7 経緯度 北緯 34 度 29 分 14.05 秒  東経 136 度 42 分 10.53 秒 

8 正  宮 

国内最古の建築様式は唯一神明造。 

正面から見ると茅葺屋根(ｶﾔﾌﾞｷﾔﾈ）。「萱葺」とはススキやチガヤを指す。切妻造（ｷﾘﾂﾞﾏﾂﾞ

ｸﾘ：傾斜面が本を伏せた山形の屋根形状）。束柱（ﾂｶﾊﾞｼﾗ）。掘立柱（ﾎﾘﾀﾃﾊﾞｼﾗ）。 

側面から見ると土居周長押（ﾂﾁﾏﾜﾘﾅｹﾞｼ）が見られる。千木（ちぎ）：先端が垂直。鰹木(ｶﾂ

ｵｷﾞ)は 9 本の奇数で並ぶ。棟持柱（ﾑﾅﾓﾁﾊﾞｼﾗ:社殿の両妻の外側にある柱）。 

正宮は正殿・西宝殿・東宝殿の３所。正殿の社殿様式は唯一神明造。神饌（ミケ：食事）殿

は神様の食事する建物。忌火屋殿（ｲﾐﾋﾞﾔﾃﾞﾝ）は神饌で調理して食事を供える台所。 

9 摂末社 別宮(8）・摂社（16 所）・ (8 所）・所管社(4 所)を合わせると宮社（36 所）。 

10 境内別宮 

正宮に次ぐ高位の多賀宮（ﾀｶﾉﾐﾔ）、土宮（ﾂﾁﾉﾐﾔ）、風宮（ｶｾﾞﾉﾐﾔ）などの別宮がある。 

その他に斎館、神楽殿、神々の食事を調製する忌火屋殿（ｲﾐﾋﾞﾔﾃﾞﾝ）、神酒を納めた御酒殿（ﾐ

ｻｶﾄﾞﾉ）などの建物がある。 

11 鳥 居 神明系大鳥居は３基、加賀宮・土宮・風宮もある。 

12 神楽殿 

外宮神楽殿は入母屋造の建物。神宮の御祈祷は、「御饌（ミケ）」と「神楽」に大別されるが、こ

れを行う社が神楽殿である。御祈祷とは「祈願」といい、神に感謝を捧げ、更なるご加護を願う儀

式である。鎌倉時代風の屋根が素晴しい建物で、平成 12 年 12 月 14 日に改築された。 

 

 

写真 7.伊勢神宮外宮にある神樂殿

正面の祈祷受付所、2010 

写真 8.外宮神楽殿、神樂殿正面

から見学する参拝者、2010 

写真 9.伊勢神宮外宮、神樂殿正

面のから撮影、2010。 

 

写真 7 は伊勢神宮外宮にある神樂殿正面の祈祷受付所、2010。写真 8 は外宮神楽殿、神樂殿正面から見学する

参拝者、2010。写真 9 は伊勢神宮外宮、外宮神樂殿正面のから撮影、2010。 
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３.豊受大神宮（外宮）の別宮・摂末社 

３-1.豊受大神宮（外宮）の別宮 

豊受大神宮（外宮）の別宮（ﾍﾞﾂｸﾞｳ:８宮）は「正宮のわけみや」の意味、神宮の社宮のうち正宮に次ぐ別宮であ

る。 

第１別宮の多賀宮 （ﾀｶﾉﾐﾔ） 式内社

（大） 鎮座地：外宮境内（位置） 

第２別宮の土宮 （ﾂﾁﾉﾐﾔ）  

鎮座地：外宮境内（位置） 

月夜見宮 （ﾂｷﾖﾐﾉﾐﾔ） 

 鎮座地：伊勢市宮後（位置） 

風宮 （ｶｾﾞﾉﾐﾔ） 

鎮座地：外宮境内（位置） 

 

３-2.豊受大神宮（外宮）の摂社 

摂社（セッシャ：16 社）は、『延喜式神名帳』に記載されている神社（正宮、別宮を除く）。定義では摂社は全て式

内社となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間（1630 年代）から明治初頭（1870 年代）

にかけて復興されたため、式内社の比定地とされる場合がある。 

草奈伎神社 （ｸｻﾅｷﾞ-） 大間国生神社（ｵｵﾏｸﾅﾘ-） 2 座 度会国御神社（ﾜﾀﾗｲｸﾆﾐ-） 式内社 

度会大国玉比賣神社  

（ﾜﾀﾗｲｵｵｸﾆﾀﾏﾋﾒ-） 
田上大水神社 （ﾀﾉｴｵｵﾐｽﾞ-） 

田上大水御前神社 

（ﾀﾉｴｵｵﾐｽﾞﾐﾏｴ-） 

志等美神社（ｼﾄﾐ-） 大河内神社 （ｵｵｺｳﾁ-） 清野井庭神社 （ｷﾖﾉｲﾊﾞ-） 

高河原神社（ﾀｶｶﾞﾜﾗ-） 河原神社 （ｶﾜﾗ-） 河原淵神社 （ｶﾜﾗﾌﾞﾁ-） 

山末神社 （ﾔﾏｽﾞｴ-） 宇須乃野神社（ｳｽﾉﾉ-） 御食神社 （ﾐｹ-） 

小俣神社 （おばた-）   

 

３-３.豊受大神宮（外宮）の末社 

豊受大神宮（外宮）の末社（8 社）は、『延暦儀式帳』に記載されている神社（正宮、別宮、摂社を除く）。 

伊我理神社 （ｲｶﾞﾘ-） 県神社 （ｱｶﾞﾀ-） 井中神社 （ｲﾅｶ-） 打懸神社 （ｳﾁｶｹ-） 

赤崎神社 （ｱｶｻｷ-） 毛理神社 （ﾓﾘ-） 大津神社 （ｵｵﾂ-） 志宝屋神社 （ｼｵﾔ-） 

 

３-４.豊受大神宮（外宮）の所管社 

外宮所管社（ショカンシャ：4 社）は、正宮・別宮・摂社・末社以外の神社。 

御酒殿神 （ﾐｻｶﾄﾞﾉﾉｶﾐ） 四至神 （ﾐﾔﾉﾒｸﾞﾘﾉｶﾐ） 

上御井神社 （ｶﾐﾉﾐｲﾉ-） 下御井神社 （ｼﾓﾉﾐｲﾉ-） 

 

４.豊受大神宮（外宮）の正宮 

正宮（ショウグウ）にある正殿（ｾｲﾃﾞﾝ）は、宮殿の中心となる殿舎で、中庭に向かって東面する。外観は和風、入

母屋造り。屋根の棟には両端に瑞鳥の飾りが設置されている。南側は回廊と、北側は豊明殿とつながる。正殿は、

中庭から見て床の高さが 3.7 メートルあり、宮殿各棟中最も高く位置している。正殿を中心とする社殿は内宮とほぼ

同じ様式で、鰹木が５本で、千木は先端が垂直に切断。また、社殿の配置は異なる。 
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写真 10.豊受大神宮の守護神に

祈祷場所、2010 

写真 11.豊受大御神をまつる御正官の正面である。 

正官は唯一神明造、左は 2010 年撮影、右は 2014 年に撮影 

 

写真 10 は豊受大神宮の守護神に祈祷して側面から、安らぎのある人生を念願し、帰宅する参拝者、2010 年。

写真 11 の正官とは、豊受大御神をまつる御正官という。正官の左側は多くの参拝者が祈祷をしている正面である、

2010 年。建築様式の正殿は、鰹木が 5 本で、千木が外削（先端が垂直:奇数）である（写真 11）。 

 

 
写真 12.正宮と神明造の鳥居。社殿

の鰹木５本、2104 

写真 13.新正宮前にある新鳥

居、千木は垂直に切断、2014 
写真 14.旧豊受大神宮の鰹木 5
本、千木は垂直に切断 2014 

 

写真 12 は正宮と神明造の鳥居。社殿の鰹木５本、千木は垂直に切断。写真 13 は新正宮前にある新鳥居。写真

１4 は旧豊受大神宮の鰹木 5 本である。 

 

５.豊受大神宮（外宮）の別宮 

「別宮」とは、正宮との間柄を示す称号。皇大神宮、豊受大神宮を「正宮」とし、本家に対する分家の意味で「別宮」

と称する。別宮の「宮」は宮号(ｷｭｳｺﾞｳ)と称し、天皇の思し召しにより、古くは勅書(ﾁｮｸｼｮ)で、後には官符(ｶﾝﾌﾟ)をも

って定められる。豊受大神宮には宮域内に３所、宮域外に１ヶ所の別宮がある。拝所からは直接見ることはできない。

正殿の背後には御饌殿（ﾐｹﾃﾞﾝ）と外幣殿（ｹﾞﾍｲﾃﾞﾝ）が並ぶ。正宮の隣には、次の神宮式年遷宮の際に正宮が建

てられる敷地がある。この敷地は、前回の式年遷宮の時に正宮が置かれていた土地であることから「古殿地」とも呼

ばれる。 

 

５-１. 豊受大神宮（外宮）の第 1 別宮の多賀宮 
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祭  神 豊受大神（ﾄﾖｳｹｵｵﾐｶﾐ）の荒魂（ｱﾗﾐﾀﾏ 

境  内 正宮前の池の横の亀石を過ぎ、土宮と風宮の間にある 98 石段を登った丘の上にある。 

亀石は高倉山の天岩戸の入口の岩を運んだと伝えられる。 

社  殿 多賀宮（タカノミヤ）の社殿は外宮に準じ外削ぎの千木と、５本で奇数の鰹木を持つ萱葺の神

明造。  

創  建 雄略天皇 22 年（478 年）の外宮創祀と同時に創建。 

社格等 式内社 

祭  事 外宮正宮に準じた祭事。皇室の勅使は正宮に続き、外宮の別宮のうち多賀宮のみに参行す

る。祈年祭、月次祭、神嘗祭、新嘗祭の諸祭には皇室からの幣帛（ﾍｲﾊｸ）がある。 

 

 
写真 12. 多賀宮前の参拝者 写真 13.多賀宮の鰹木５本 写真 14.外宮の多賀宮の参拝者 

 

  
写真 15.外宮土宮の案内表示 写真 16.外宮土宮の鰹木４本 写真 17.外宮土宮の鳥居 

 

写真 12 は多賀宮前の参拝者。写真 13 は多賀宮の鰹木５本。写真 14 は外宮の多賀宮の参拝者である。

写真 15 は外宮内の土宮の案内表示。写真 16 は外宮内の土宮の鰹木。写真 17.外宮の土宮の鳥居である。 
 

5-2. 豊受大神宮（外宮）の第２別宮の土宮 

宮  名 豊受（ﾄﾖｳｹ）大神宮（外宮）の第 2 別宮である土宮（ﾂﾁﾉﾐﾔ） 

祭  神 大土乃御祖神(ｵｵﾂﾁﾉﾐｵﾔﾉｶﾐ)を祭神として宮域の地主の神。 

現在伊勢市の西を流れる宮川の氾濫を治める堤防守護神として尊ばれている。 

鎮座地 三重県伊勢市(豊受大神宮域内)。往古より「山田原（ﾔﾏﾀﾞﾉﾊﾗ）」の鎮座である。 

豊受大神宮の大前の御池の真向いにある深い杉木立の中、「大土乃御祖神」を祭る鎮座。 

教  団 神社本庁 
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写真 18.外宮、鳥居と拝殿 写真 19.外宮、土宮前の鳥居 写真 20.外宮、土宮の夫婦楠木 

 

６.三重県志摩市磯部の歓迎レセプション 

三重県志摩市の歓迎レセプションでは、①伝統芸能、②市長祝辞、③神社による祈祷、④神宮奉納品の制作、

⑤小学生による楽打天晴倶楽部の太鼓披露―などが行われた。 

 

 
写真 21.地元の氏神である磯辺神社の神職による弓打ち神事 写真 22.磯部楽打天晴倶楽部 

 

  

写真 23.三重県志摩市磯部楽打天晴倶楽部の太鼓披露 写真 24.倶楽部員の貝殻の笛 
 

写真 21 は磯辺神社の弓打ち神事。写真 22 は磯部楽打天晴倶楽部の服装。写真 23 は三重県志摩市

磯部楽打天晴倶楽部の太鼓を披露する瞬間。写真 24 は倶楽部員の貝殻の笛である。 
参考文献 
1.http://ja.wikipedia.org/  2.http://www.isejingu.or.jp/naigu/   3.http://ja.wikipedia.org/wiki/     

4. http://happism.cyzowoman.com/ 5. http://www.okayama-jinjacho.or.jp/tokubetsu.pdf） 
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21-1.伊勢神宮（内宮）のツア-参加の記録 ２０１４年１月１5 日 

   

写真１.宇治橋下の五十鈴川。左は筆者。中央は神宮から撮影。右は宇治橋上から撮影。 

 

   
写真２.伊勢神宮内宮の神樂殿（かぐらでん） 写真３.神樂殿の祈祷所受付 

 

   

写真４. 内宮正宮 2010 写真５.内宮正宮の階段 2014 写真６.正宮の鳥居 2014 

 

 
 

写真７.樹齢数百年大木 写真８.樹木に被害防止 写真９.正宮裏側に巨大樹木 
 

  

写真 10.正宮の裏に御稲御倉、鰹木６本、千木の先端は水平 写真 11.正宮の裏に外幣殿 

実践報告21.  伊勢神宮（内宮・外宮）ツアー参加の記録写真
Photorecording of Ise-Jingu Grand Shrine（Naiku, Geku）Tour Participation
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写真１５.正宮の裏に荒祭宮 写真１６.荒祭宮の階段 写真１７.荒祭宮の鰹木６本 

 

 

21-2.伊勢神宮（外宮）のツア-参加の記録 ２０１４年１月１４日 

   

写真２.火除橋（ﾋﾖｹﾊﾞｼ）の堀川 写真３.火除橋の下部ある堀川 写真４.新第一鳥居と参道 
 

   

写真 7.伊勢神宮外宮にある神樂殿正面の祈祷受付所、2010 写真 9.外宮神樂殿、2010 

 

 

写真 10.豊受大神宮の守護神

に祈祷場所、2010 

写真 11.豊受大御神をまつる御正官の正面。 

正官は唯一神明造、左は 2010 年撮影、右は 2014 年に撮影 
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写真 12.正宮と神明系鳥居。 

社殿の鰹木５本、2104 

写真 13.新正宮前、 

千木は垂直に切断、2014 

写真 14.豊受大神宮の鰹木 5

本、千木は垂直に切断 2014 

 

 

写真 15.多賀宮標識と正面 写真 16.多賀宮鰹木５本 写真 17.多賀宮前の参拝者 
 

 
写真 18.外宮にある別の土宮で、左は案内表示、中央は鰹木４本および神明系鳥居 

 

 
写真 19.外宮、鳥居と拝殿 写真 20.土宮前の神明系鳥居 写真 21.外宮、土宮の夫婦楠木 
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淡路島 四国 隠岐島 九州

壱岐島 対馬 佐渡島 本州

素戔男尊

スサノヲ

大雷・火雷

黒雷

若雷・土雷

　鳴雷・伏雷

航海の神

波の神

沖漁業神

沿岸航海神

海の神

河口の神

海底の神

海中の神

海面の神

岸波神

岸漁業神

木の神 樹木の神

坂道の神

峠の神

埴安神ハ二ャス、土をつかさどる神

谷の神

斜面の神

国土

辺疎神 ヘザカル

大綿津見神オホワタツミ

速秋津日子神ハヤアキヅヒコ 速秋津比売神♀ハヤアキヅヒメ

水の神

奥津那芸佐毘古神オキツナギサビコ

奥津甲斐弁羅神 オキツカヒベラ

罔象女神ミヅハノメは伊邪那美命の尿
から誕生。女性神の乙女姿。

国之狭霧神クニノサギリ

大戸惑子神オホトマトヒコ

奥疎神オキザカル

大八洲

雷火の神
甕速日神ミカハヤビ 樋速日神ヒハヤビ

建御雷之神タケミカヅチノヲ

大雷（頭）オホイカヅチ 火雷（胸） ホノイカヅチ

日（太陽）の
神

天照大神。左目を洗ったら天照大神が誕生（高天原(ﾀｶﾏﾉﾊﾗ）を収めた。
日本神話に登場する神。皇室の祖神で、日本民族の総氏神。『延喜式』
では自然神として神社などに祀られた時の「天照」は「あまてる」と称す。

月の神 右目を洗ったら月読命が誕生。天世界（夜の世界）を与えた。

火の神
素戔男スサノヲ尊。鼻をすすいで須佐之男命が誕生。海原を治め。暴力
と武勇の持ち主の神。迦具土カグツチ

天照大神

22-1.「日本書紀」神代巻本文による神系図

久久能智神ククノチ 志芸山津見神 シギヤマツミ

木花之佐久夜毘売 コノハナノサクヤビメ、

辺津那芸佐毘古神 ヘツナギサビコ

辺津甲斐弁羅神 ヘツカヒラベラ

雷の神

底津綿津見神ソコツワタツミ 底筒之男命ソコヅツノヲ

中津綿津見神ナカツワタツミ

月読神
ﾂｷﾖﾐ

海の神

黒雷（腹） クロイカヅチ

天之闇戸神アメノクラド

天之狭土神アメノサヅチ

黒雷（腹） クロイカヅチ

若雷（左手） ワキイカヅチ 土雷（右手） ツチイカヅチ

鳴雷（左足）ナルイカヅチ 伏雷（右足） フシイカヅチ

中筒之男命 ナカヅツノヲ

上津綿津見神ウワツワタツミ 上筒之男命ウワヅヅノヲ

土の神

天之狭霧神アメノサギリ

大戸惑女神オホトマトヒメ

国之闇戸神クニノクラド

国之狭土神 クニノサヅチ

実践報告22.  「日本書紀」神代巻本文による神系図 A
God Genealogy by "Chronicle of Japan" Kojiro Rolled Book Sentence A
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山頂の神 正鹿山津見神マサカヤマツミ

山麓の神 羽山津見神ハヤマツミ 淤縢山津見神 オドヤマツミ

深山の神 奥山津見神オクヤマツミ

谷間の神 闇山津見神クラヤマツミ

岡の神 原山津見神ハラヤマツミ

外山の神 戸山津見神トヤマツミ 大山祇神オオヤマヅミ

草の神

風の神

糞（肥料）

尿（灌漑）

尿（農業）

飽咋之宇斯能神アキグヒノウシ

嘔吐物鉱山の神

農業の神

食物の神

 カムヤマトイワレビコノミコトは、神武天皇、『日本書紀』では神日本磐余彦尊で、天下を治めた日本の初代
天皇。

アメノオシホミミノ尊（天忍穂耳）は、日本神話に登場する神。

ヒコホノニニギノミコト　日子番能邇邇芸命／彦火瓊瓊杵尊は 建御雷之男神が平定した葦原中つ国を統治
するため高天原から天降った神。

ヒコホホデミノミコト（彦火火出見尊）は 神武天皇の祖父。 瓊瓊杵尊と木花開耶姫命の三男。 一般には山
幸彦(やまさちひこ)（山佐知毘古、やまさちびこ）の名で知られる。

豊宇気毘売神トヨウケビメ

大年神オホトシ

カヤノヒメの神。くさのおや神。

金山毘古神 カナヤマビコと金山毘売神→ カナヤマビメ

波邇夜須毘古神ハニヤスビコ 波邇夜須毘売神ハニヤスビメ

弥都波能売神♀ ミツハノメ

和久産巣日神ワクムスビ

志那都比古神シナツヒコ

石筒之男神イワヅツノヲ  　剣の神

山の神
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禍の神

神の禍祓神 日本書記の7大天使

海底の神 日本書記の7大天使

海中の神 日本書記の7大天使

海面の神 日本書記の7大天使

航海の神 岸波神

波の神 岸漁業神

沖漁業神 悪霊祓神

沿岸航海神 時の神

海の神 防病神

河口の神 道案内の神

道中安全神 食糧の神 飽咋之宇斯能神アキグヒノウシ

　　

剣の神

雷火の神

龍蛇神 闇淤加美神クラオカミ 谷水神 

大雷・火雷

黒　雷

若雷・土雷

　鳴雷・伏雷

嘔吐物

糞（肥料）

尿（灌漑） 尿（農業）

金山毘売神 カナヤマビメ

火の神

闇御津羽神　クラミツハ

剣の神

黄泉国にいた伊邪那美の体から生まれた神
火雷（胸） ホノイカヅチ

黒雷（腹） クロイカヅチ

土雷（右手） ツチイカヅチ

伏雷（右足） フシイカヅチ

波邇夜須毘古神ハニヤスビコ

火之野芸速男神（ヒノヤギハヤヲ） を生んだときに陰処を焼かれた嘔吐物から生まれた神

金山毘古神 カナヤマビコ

波邇夜須毘売神ハニヤスビメ

和豆良比能宇斯能神 ワヅラヒノウシ

拭の神

泣沢女神（ナキサワメ）は、伊邪那美が死んだ時に流した涙から
伊邪那美が死ぬ原因となった火之野芸速男神を斬殺した剣から生まれた神

衝立船戸神ツキタツフナド

道之長乳歯神ミチノナガチハ

時置師神トキオカシ

泣沢女神、妻を失った夫の神が流した涙から生まれた女神

甕速日神ミカハヤビ、樋速日神ヒハヤビ、建御雷之神タケミカヅチノヲ

辺疎神 ヘザカル

石柝神イワサク、根柝神ネサク、石筒之男神イワヅツノヲ

底筒之男命ソコヅツノヲ

中津綿津見神ナカツワタツミ

上津綿津見神ウワツワタツミ

禍の神
八十禍津日神ヤソマガツヒ

辺津那芸佐毘古神 ヘツナギサビコ奥疎神オキザカル

月の神
月読神
ﾂｷﾖﾐ

右目を洗ったら月読命が誕生。天世界（夜の世界）を与えた。

火の神
素戔男尊。鼻をすすいで須佐之男命が誕生。海原を治め。
暴力と武勇の持ち主の神。迦具土カグツチ

素戔男尊
スサノヲ

弥都波能売神♀ ミツハノメ 和久産巣日神ワクムスビ

22-2.「日本書紀」神代巻本文による神系図

日（太陽）の
神

天照大神
天照大神。左目を洗ったら天照大神が誕生（高天原(ﾀｶﾏﾉﾊﾗ）を収めた。日本神話に登場す
る神。皇室の祖神で、日本民族の総氏神。『延喜式』では自然神として神社などに祀られた時
の「天照」は「あまてる」と称す。

大綿津見神オホワタツミ

速秋津日子神ハヤアキヅヒコ 道俣神チマタ

雷の神

大雷（頭）オホイカヅチ

黒雷（腹） クロイカヅチ

若雷（左手） ワキイカヅチ

鳴雷（左足）ナルイカヅチ

伊邪那岐が黄泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神

速玉之男命ハヤタマノオ(唾の神）・泉津事解之男命ヨモツコトサカノオ
速玉は黄泉国で伊邪那岐が出会った時に交わした拭の言葉から生まれた神

辺津甲斐弁羅神 ヘツカヒラベラ奥津那芸佐毘古神オキツナギサビコ

大直毘神オホナホビ、神直毘神カムナホビ、伊豆能賣神イヅノメ

中筒之男命ナカヅツノヲ

上筒之男命ウワヅヅノヲ

奥津甲斐弁羅神 オキツカヒベラ

大禍津日神オホマガツヒ

海の神

底津綿津見神ソコツワタツミ

実践報告22.  「日本書紀」神代巻本文による神系図 B
God Genealogy by "Chronicle of Japan" Kojiro Rolled Book Sentence B
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山頂の神 正鹿山津見神マサカヤマツミ 深山の神 奥山津見神オクヤマツミ

山麓の神 羽山津見神ハヤマツミ 淤縢山津見神 オドヤマツミ

外山の神 戸山津見神トヤマツミ 大山祇神オオヤマヅミ

谷間の神 闇山津見神クラヤマツミ 岡の神 原山津見神ハラヤマツミ

坂道の神
峠の神
谷の神

斜面の神

泡の神

水面凪の神

農業用水の神

農業用水の神

石や土の神 屋根の神
石や砂の神 防風の神
戸口の神 屋根葺く神

海の神

風の神

木の神

草の神

土の神 埴安神ハ二ャス、土をつかさどる神

野の神

交通の神

鉱山の神

食物の神

女性の神

河口の神 （速秋津日子神♂ハヤアキヅヒコと速秋津比売神♀ハヤアキヅヒメ）の間

河口の神

沫那芸神♂アワナギ 沫那芸神♂アワナギ

頬那芸神♂ツラナギ 頬那美神♀ツラナミ

天之水分神アメノミクマリ 国之水分神クニノミクマリ

天之久比奢母智神 アメノクヒザモチ 

金山毘古神 カナヤマビコと

志那都比古神シナツヒコ

豊宇気毘売神トヨウケビメ、飽咋之宇斯能神アキグヒノウシ、大年神オホトシ

大戸日別神オホトビワケ 天之吹男神♂ アメノフキヲ

大屋毘古神♂オホヤビコ

風木津別之忍男神カゼモツワケノオシヲ  

大事忍男神オホコトオシヲ）は  伊邪那岐命と伊邪那美命の2神が
日本の島々を生み終えた最初に生んだ神

石土毘古神♂イハツチビコ

石巣比売神♀イハスビメ

アメノオシホミミノ尊（天忍穂耳）は、日本神話に登場する神。

ヒコホノニニギノミコト　日子番能邇邇芸命／彦火瓊瓊杵尊は 建御雷之男神が平定した葦原中つ国を統治
するため高天原から天降った神。

ヒコホホデミノミコト（彦火火出見尊）は 神武天皇の祖父。 瓊瓊杵尊と木花開耶姫命の三男。 一般には山幸
彦(やまさちひこ)（山佐知毘古、やまさちびこ）の名で知られる。

 カムヤマトイワレビコノミコトは、神武天皇、『日本書紀』では神日本磐余彦尊で、天下を治めた日本の初代
天皇。

罔象女神ミヅハノメは伊邪那美命の尿から誕生。女性神の乙女姿。　

火之野芸速男神ヒノヤギハヤヲ ＝火之炫毘古神ヒノカガビコ
＝火産霊神ヒムスビorホムスビ＝火之迦具土神ヒノカグツチ＝？唐松神

神を生んだ時、伊邪那美は陰処を焼かれ、嘔吐後、黄泉の国へ旅立つ。嘔吐物から生まれた神

カヤノヒメの神。くさのおや神。

山の神（大山祇神オオヤマヅミ）と野の神（別名：野椎神ノヅチ）の神
国之狭土神 クニノサヅチ

国之狭霧神クニノサギリ

大戸惑子神オホトマトヒコ

火の神

国之闇戸神クニノクラド

大戸惑女神オホトマトヒメ

山の神

天之狭土神アメノサヅチ

天之狭霧神アメノサギリ

天之闇戸神アメノクラド

久久能智神ククノチ、志芸山津見神 シギヤマツミ、木花之佐久夜毘売 コノハナノサクヤビメ、　

国之久比奢母智神 クニノクヒザモチ
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水蛭子 ヒルゴ 蛭子神コルコノカミ 淡島アワシマ この三神は除外

1 →淡路島

2 →四国

3 隱伎之三子島 →隠岐島 オキノミツゴ。別名：天之忍許呂別アメノオシコロワケ

4 筑紫島 ツクシ →九州 

5 伊伎島 →壱岐 イキ

6 津島 →対馬 ツ 別名：天之狭手依比売アメノサデヨリヒメ  

7 佐度島

8

1 岡山児島半島。

2 小豆島

3 大島 →山口県？オホ 別名：大多麻流別 オホタマルワケ  

4 女島 →国東半島姫島？ ヒメ 別名：天一根アメヒトツネ

5 知訶島 →五島列島 チカ 別名：天之狭手依比売 

6

大八島国（おおやしまくに）とは、天皇が統治する国土の総称。
邪那岐命と伊邪那美命がまず産んだ八つの国土である。（生まれた順）

大六島国
（おお６しま

くに）

吉備児島 キビノコ 別名：建日方別タケヒカタワケ

→香川小豆島 アヅキ 別名：大野手比賣 オホノデヒメ

大倭豊秋津島→本州オホヤマトトヨアキヅ。
別名：天御虚空豊秋津根別 アマツミソラトヨ-アキヅネワケ

淡道之穂之狭別島 アハジノホノサワケ

伊予之二名島イヨノフタナ

→佐渡島 サド

大六島国（おおやしまくに）とは、天皇が統治する国土の総称。
邪那岐命と伊邪那美命がまず産んだ八国土の後に六つの国土を産んだ。（生まれた順）

大八島国
（おお８しま

くに）

両児島→男女群島？フタゴ。別名：天両屋アメフタヤ。大事忍男神 オホコトオシヲ   
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淡路島 四国 隠岐島 九州

壱岐島 対馬 佐渡島 本州

カグツチﾉ神。

火をつかさどる神。迦具土(かぐつち）の神。

ハ二ャスﾉ神。

土をつかさどる神。埴安(はにやす)の神。

⑩水の神

①大八洲（国土）

②海・川・山

③木の祖神

④草の祖神

⑤日の祖神

22-3.「日本書紀」神代巻本文による神系図

アメノオシホミミノ尊（天忍穂耳）は、日本神話に登場する神。

ヒコホノニニギノミコト　日子番能邇邇芸命／彦火瓊瓊杵尊は 建御雷之男神が平定した葦原中つ
国を統治するため高天原から天降った神。

ヒコホホデミノミコト（彦火火出見尊）は 神武天皇の祖父。 瓊瓊杵尊と木花開耶姫命の三男。 一
般には山幸彦(やまさちひこ)（山佐知毘古、やまさちびこ）の名で知られる。

 カムヤマトイワレビコノミコトは、神武天皇、『日本書紀』では神日本磐余彦尊で、天下を治めた日
本の初代天皇。

天照大神。左目を洗ったら天照大神が誕生（高天原(ﾀｶﾏﾉﾊﾗ）を収めた。
日本神話に登場する神。皇室の祖神で、日本民族の総氏神。『延喜式』
では自然神として神社などに祀られた時の「天照」は「あまてる」と称す。

月読神。右目を洗ったら月読命が誕生。天世界（夜の世界）を与えた。

素戔男尊。鼻をすすいで須佐之男命が誕生。海原を治め。暴力と武勇の
持ち主の神。

伊邪那美命の尿（ユマリ）から誕生。罔象女（ミヅハノメ）ノ神。女性神の乙
女の姿。

ククノチノ神。クク：茎・ノチ：能智

カヤノヒメの神。くさのおや神。

国
生
み
の
大
業
を
果
た
さ
れ
た
二
柱
・
伊
弉
諾
尊

（
イ
ザ
ナ
ギ

）
と
伊
弉
冉
尊

（
イ
ザ
ナ
ミ

）

⑥月の祖神

⑦スサノヲﾉ尊

⑧火の神

⑨土の神

実践報告22.  「日本書紀」神代巻本文による神系図 C
God Genealogy by "Chronicle of Japan" Kojiro Rolled Book Sentence C
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23.洞窟環境NET学会会議記録写真

実践報告23.  洞窟環境 NET 学会の会議記録写真 A
Conference Record of Cave Environmental Net Society A
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実践報告23.  洞窟環境 NET 学会の会議記録写真 B
Conference Record of Cave Environmental Net Society B
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神社名 住　　所
柱間幅
（ｍ）

高さ
（ｍ） 比率 神社名 住　　所

柱間幅
（ｍ）

高さ
（ｍ） 比率

1 熊野本宮大社 和歌山県 42.00 33.90 0.81 63 八尾天満宮 八尾市 2.70 3.79 1.40

2 大神神社 奈良県 20.00 32.20 1.61 64 楠本神社南木の本 八尾市 2.67 3.75 1.40

3 弥彦神社 新潟県 20.00 30.20 1.51 65 石屋神社 淡路市 3.75 3.75 1.00

4 最上稲荷 岡山市 19.00 27.50 1.45 66 福住吉神社 西淀川区 2.79 3.73 1.34

5 豊国神社 名古屋市 20.13 26.40 1.31 67 宗形神社 赤磐市 4.90 3.70 0.76

6 鹿嶋神社 高砂市 35.00 26.00 0.74 68 楠本神社木の本 八尾市 2.77 3.63 1.31

7 靖国神社 千代田区 34.10 25.00 0.73 69 穴太神社 八尾市 2.77 3.59 1.30

8 神柱宮 宮崎県 33.00 25.00 0.76 70 弓削神社東 八尾市 2.50 3.51 1.40

9 古峯神社 栃木県 34.20 24.60 0.72 71 八尾神社 八尾市 2.40 3.50 1.46

10 平安神宮 京都市 18.00 24.20 1.34 72 楠本神社南木の本 八尾市 2.69 3.46 1.29

11 霧島神宮 鹿児島県 28.00 22.40 0.80 73 檜原神社 桜井市 1.90 3.39 1.78

12 北海道大神宮 札幌市 42.00 19.10 0.45 74 野里住吉神社 西淀川区 2.73 3.34 1.22

13 厳島神社 広島県 24.00 16.00 0.67 75 鼻川神社 西淀川区 2.41 3.22 1.34

14 石鎚神社 愛媛県 20.00 14.60 0.73 76 楠本神社北木の本 八尾市 2.53 3.22 1.27

15 明治神宮 渋谷区 17.10 12.00 0.70 77 田蓑神社 西淀川区 1.95 3.15 1.62

16 日枝神社 千代田区 15.70 10.90 0.69 78 石屋神社 淡路市 3.10 3.10 1.00

17 四柱神社 長野県 13.30 10.20 0.77 79 大神神社 桜井市 1.92 3.03 1.58

18 日光東照宮 栃木県 6.80 9.00 1.32 80 穴太神社 八尾市 1.66 2.94 1.77

19 加茂神社 福井県 10.50 9.00 0.86 81 福住吉神社 西淀川区 2.18 2.93 1.34

20 伊弉諾神宮 淡路市 5.76 8.47 1.47 82 田蓑神社 西淀川区 1.78 2.87 1.61

21 枚岡神社 東大阪市 5.42 8.35 1.54 83 大和田住吉神社 西淀川区 2.01 2.84 1.41

22 枚岡神社 東大阪市 5.19 8.11 1.56 84 福住吉神社 西淀川区 1.98 2.82 1.42

23 大神神社 奈良県 5.13 8.08 1.58 85 福住吉神社 西淀川区 1.97 2.77 1.41

24 白旗神社 鎌倉市 6.00 8.00 1.33 86 福住吉神社 西淀川区 1.99 2.71 1.36

25 大神神社 奈良県 4.77 7.50 1.57 87 楠本神社木の本 八尾市 1.91 2.71 1.42

26 伊弉諾神宮 淡路市 4.85 7.39 1.52 88 五社神社 西淀川区 1.92 2.71 1.41

27 伊弉諾神宮 淡路市 4.82 7.27 1.51 89 大野百島住吉神社 西淀川区 2.22 2.68 1.21

28 伊弉諾神宮 淡路市 5.36 7.10 1.32 90 姫嶋神社 西淀川区 1.88 2.65 1.41

29 星宮神社 栃木県 7.00 7.00 1.00 91 田蓑神社 西淀川区 1.61 2.62 1.63

30 八坂神社 京都市 11.82 6.82 0.58 92 渋川神社 八尾市 1.88 2.62 1.39

31 枚岡神社 東大阪市 5.24 6.72 1.28 93 姫嶋神社 西淀川区 1.93 2.59 1.34

32 野里住吉神社 大阪市 4.45 6.27 1.41 94 姫嶋神社 西淀川区 2.23 2.58 1.16

33 許麻神社 八尾市 4.36 6.22 1.43 95 許麻神社 八尾市 1.80 2.57 1.43

34 大滝神社 滋賀県 5.90 6.10 1.03 96 大野百島住吉神社 西淀川区 1.83 2.55 1.39

35 恩智神社 八尾市 4.50 6.03 1.34 97 大和田住吉神社 西淀川区 1.56 2.50 1.60

36 談山神社 奈良県 8.00 6.00 0.75 98 大和田住吉神社 西淀川区 1.56 2.50 1.60

37 亀岡八番宮 仙台市 4.90 6.00 1.22 99 檜原神社 桜井市 1.56 2.49 1.60

38 伊勢神宮内 伊勢市 5.76 5.58 0.97 100 恩智神社 八尾市 1.46 2.48 1.70

39 伊勢神宮外 伊勢市 5.54 5.45 0.98 101 恩智神社 八尾市 1.46 2.48 1.70

40 弓削神社西 八尾市 3.72 5.31 1.43 102 大野百島住吉神社 西淀川区 1.49 2.47 1.66

24. 全国鳥居の高さランキング      (沢　 勲・小山　博・楠本正行)

実践報告24.  全国の鳥居高さのランキングとその図
Ranking of Torii Height and its Figure, Whole Country
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41 渋川神社 八尾市 4.00 5.27 1.32 103 五社神社 西淀川区 1.35 2.47 1.83

42 姫嶋神社 西淀川区 3.31 5.25 1.59 104 野里住吉神社 西淀川区 1.58 2.45 1.55

43 伊勢神宮 伊勢市 5.36 5.15 0.96 105 福住吉神社 西淀川区 1.55 2.45 1.58

44 大神神社 桜井市 2.24 5.09 2.27 106 渋川神社 八尾市 1.91 2.45 1.28

45 鼻川神社 西淀川区 3.90 5.04 1.29 107 八尾天満宮 八尾市 1.37 2.43 1.77

46 伊弉諾神宮 淡路市 2.72 5.04 1.85 108 大野百島住吉神社 西淀川区 1.48 2.42 1.64

47 伊弉諾神宮 淡路市 2.16 5.03 2.33 109 五社神社 西淀川区 1.78 2.42 1.36

48 八尾天満宮 八尾市 3.83 5.01 1.31 110 五社神社 西淀川区 1.32 2.41 1.83

49 伊弉諾神宮 淡路市 2.23 4.94 2.22 111 弓削神社西 八尾市 1.76 2.41 1.37

50 五社神社 西淀川区 3.55 4.93 1.39 112 八尾天満宮 八尾市 1.43 2.40 1.68

51 大和田住吉神社 西淀川区 3.59 4.88 1.36 113 鼻川神社 西淀川区 1.66 2.39 1.44

52 大和田住吉神社 西淀川区 3.59 4.88 1.36 114 渋川神社 八尾市 1.31 2.33 1.78

53 八尾神社 八尾市 3.12 4.87 1.56 115 渋川神社 八尾市 1.32 2.29 1.73

54 楠本神社木の本 八尾市 2.96 4.62 1.56 116 渋川神社 八尾市 1.38 2.28 1.65

55 野里住吉神社 西淀川区 3.05 4.47 1.47 117 渋川神社 八尾市 1.43 2.25 1.57

56 穴太神社 八尾市 2.92 4.16 1.42 118 渋川神社 八尾市 1.28 2.16 1.69

57 田蓑神社 西淀川区 3.05 4.12 1.35 119 野里住吉神社 西淀川区 1.42 2.13 1.50

58 大野百島住吉神社 西淀川区 2.88 4.02 1.40 120 伏見神寶神社 京都市 1.80 2.00 1.11

59 許麻神社 八尾市 2.67 4.01 1.50 121 恩智神社 八尾市 1.25 1.95 1.56

60 田蓑神社 西淀川区 2.71 3.86 1.42 122 石屋神社 淡路市 1.90 1.90 1.00

61 五社神社 西淀川区 2.86 3.83 1.34 123 石屋神社 淡路市 1.89 1.89 1.00

62 楠本神社南木の本 八尾市 3.04 3.81 1.25 124 石屋神社 淡路市 1.67 1.67 1.00

y = 0.6891x + 3.2662
R² = 0.7717
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実践報告 25.兵庫県淡路市、 

2000 万年前の神秘的な絵島と岩楠神社の洞窟 

Mysterious Eshima of 20 Million Years Ago and  

and its Cave of Iwakusu Shrine, Awaji-city, HYOGO Pref.  

 
 

  
砂岩層が露出したなめらかな岩肌 砂岩層が露出したなめらかな岩肌 砂岩層が露出したなめらかな岩肌 
 
 

 
風化洞窟の上にそびえ立つ鳥居 岩楠神社の自然洞窟(右)と人工洞窟 岩楠神社前の洞窟の入口 

 

  
郷土記念物 絵島の案内板 観光バスから見られる風化洞窟 絵島の頂上にある鳥居と小祠 

実践報告 25.  兵庫県淡路市、
2000 万年前の神秘的な絵島と岩楠神社の洞窟

Mysterious Eshima of 20 Million Years Ago and
its Cave of Iwakusu Shrine, Awaji-city, HYOGO Pref.
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実践報告 26.宮崎県、神話の発祥の地、天岩戸神社西本宮の社殿と洞窟 

Shaden of Amanoiwato-Jinja(West) and its Cave 

Mythical Birthplace, MIYAZAKI Pref. 

  
天岩戸神社西本宮、社殿入口 天岩戸神社西本宮、拝殿柱 天岩戸神社西本宮、拝殿前 

天岩戸神社は、太陽神であるアマテラスが隠れ、世界が真っ暗にした隠れ伝説の舞台である。日本神話に登場

する天岩屋は、神社の本殿を持たない洞窟を神体である。 

  
天岩戸神社西本宮、洞窟口 天岩戸神社西本宮、洞窟門口 天岩戸神社西本宮、洞窟は右側 

 

 
天岩戸神社西本宮、由来文 天岩戸神社西本宮、由来文 

 

実践報告 26.  宮崎県、神話の発祥の地、天岩戸神社西本宮の社殿と洞窟
Shaden of Amanoiwato-Jinja（West）and its Cave

Mythical Birthplace, MIYAZAKI Pref.
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霊蹟天岩戸神社西本宮、参道。 天岩戸神社西本宮、神楽殿と天

安原遥拝所の正面。 
天岩戸神社西本宮、神楽殿と天安

原遥拝所。 
 

太陽神である天照皇大神が、天岩戸に引きこもった時、真っ暗な世界になった岩戸隠れの伝説の

舞台。岩戸の前で「エッチな踊り」を見せ、 大笑せるため天鈿女命（ｱﾒ-ﾉ-ｳｽﾞﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）舞を奏せられた

場所。その時、神々が大笑いした様子が気になった天照大神は「ちょっとだけ岩戸」を開かせた。そ

の後、天手力男（ｱﾒ-ﾉ-ﾀﾁﾞｶﾗｵ）神がその岩戸をこじ開け、天照大神が出てくる。 

 

 
天岩戸神社西本宮、一の鳥居と石碑。ｻｲｽﾞは 3.40ｍX4.80ｍ。 天岩戸神社西本宮、表参道の鳥居。

 

 
天岩戸神社西本宮、裏参道の鳥居。 裏参道にある神社の灯籠 天岩戸神社西本宮、神職と調査団 
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日本神話に登場する岩戸隠れ時、八百万の神々が情報会議の伝説神殿 

  

天安河原本殿の案内板 天安河原本殿由来文 神域である天安河原本殿 
天安河原の中央に仰慕窟（ｷﾞｮｳﾎﾞｶﾞｲﾜﾔ：花崗岩洞窟） 

岩戸川対岸の断崖中腹の天岩戸は八百万の神々の会議場 

 
霊蹟天岩戸神社西本宮、   

天安河原の鳥居と仰慕ケ窟 

天岩戸神社西本宮、仰慕ケ窟

に八百万神の情報会議所 
天岩戸神社西本宮、仰慕ケ窟鳥居

目の河川が霊蹟天岩の方へ流動 
 

天岩戸神社西本宮、案内図 天岩戸神社西本宮、木製の由来文 

 

日本神話に登場する岩戸隠れ時、八百万の神々が情報会議の伝説神殿
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実践報告 27.宮崎県、高千穂町、高千穂神社の社殿とその夜神楽 

Shaden of Takachiho-Jinja and the Night Kagura   

Takachiho, MIYAZAKI Pref. 

  
高千穂神社の「神々の里」 高千穂神社の由来文 高千穂神社の表柱 

 

 

高千穂神社本殿と７本の鰹木 高千穂神社本殿の中央 高千穂神社本殿の側面 
 

 
高千穂神社、拝殿の正面 高千穂神社、拝殿の奥面 高千穂神社、巨樹百選 

   

実践報告27  宮崎県、高千穂町、高千穂神社の社殿とその夜神楽
Shaden of Takachiho-Jinja and the Night Kagura

Takachiho, MIYAZAKI Pref.

－ 317 －



宮崎、高千穂神社、境内の神楽殿、33 番の神楽の中から 20 番、25 番と 26 番を紹介 

 
25.鈿女の舞、天鈿女命(ｱﾏﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ) 天岩戸の前の舞神楽鑑賞 天岩戸閉じられ、周囲が暗い。

 

 

26.戸取の舞、手力雄命、天岩戸を開き天照大神に再び出て、世が明るく。 天岩戸開かれ、周囲が明るい。 
 

   

20.御神体の舞、伊奘諾尊・伊奘再尊、酒こしの舞。酒をつくる様に・・。 神楽殿、500 年の欅。 

  

 

高千穂神社、参道鳥居、 高千穂神社､額束、 高千穂神社の神楽殿の全景 
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31.学会の月例報告 
 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 2 月 16 日（土） 
【1】イザナギ海食洞窟模型の新聞掲載について 

毎日新聞、2013 年 1 月 9 日（火）にイザナギ海食洞窟が紹介されました。 
『「イザナギ海食洞窟」作り一般公開』と題して掲載されております。 

【2】珍島の海割れとプサン 3 日間のツアー募集について 
サンケイツアーが企画の「珍島の海割れとプサン 3 日間」に沢勲が参加いたします。 
出発日は 4 月 26 日（金）で 3 日間の旅程です。 
参加をご希望の方は、サンケイツアー06-6633-5931 へお問い合わせください。 

【3】CENS 紀要 4 号の論文数と執筆者について 
CENS 紀要 4 号の論文数は 20 タイトルで、執筆者は 25 名になりました。 
1.島根県出雲市、「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩 
2.島根県大田市、「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量 
3.島根県大田市、「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居   
4.島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社の由来と鳥居 
5.島根県邑南町、「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居 
6.万葉集と洞窟そのⅡ－「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分 
7.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量 
8.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量 
9.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居測量 
10.大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量 

 
11.大阪府八尾市、古代郷土芸能、河内音頭の由来と手足技術 
12.大阪府、古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発 
13.大阪府高槻市、高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析 
14.四国遍路に託す思いの一考察 
15.経営戦略としての環境保険の研究 
16.少子高齢時代の年金制度―公的年金制度は崩壊するのか 
17.報道と災害 ―何を伝えるのか― 
18.アンケートを通して見る現代の大学生像 
19.世界経済の動向に適応する中堅・中小企業経営 
20.物部弓削守屋大連公（物部守屋）の情報を検分 

 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 3 月 16 日（土） 

活動報告31. 洞窟環境 NET 学会の月例報告
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【1】洞窟環境 NET 学会紀要の出版記念講演会開催について 
東大阪新聞、2012 年 8 月 1 日に掲載されました。 
【2】枚岡神社見学の参加について 
集合日時：2013 年 3 月 17 日（日）午後 2 時 
集合場所：枚岡神社 社殿前 
住  所：大阪府東大阪市出雲井町 7 番 16 号 
http://www.hiraoka-jinja.org/index.html 
【3】シンポジウムのご案内について 

産経新聞「日本人の源流 神話を訪ねて」 
開催日時：3 月 27 日（水）午後 1 時開演 
開催場所：ホテルエルセラーン大阪 大阪府大阪市北区堂島 1 丁目 5 番 25 号 
アクセス：JR 東西「北新地駅」より徒歩 5 分 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」より徒歩 5 分 

地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩 8 分 http://htl-el-osaka.com/ 
申込み先：産経新聞ウェーブ産経「神話」係  
 

毎日新聞「震災危機管理セミナー特別編」 
開催日時：3 月 26 日（火）午後 1 時半から午後 4 時半 
開催場所：毎日新聞オーバルホール 
開催住所：大阪府大阪市北区梅田３－４－５毎日新聞ビルＢ１ 
アクセス：大阪環状線 福島 徒歩 5 分、大阪市営四つ橋線 西梅田 徒歩 8 分 

http://www.mainichi.co.jp/oval/ 
申込み先：毎日企画推進センター 震災シンポジウム事務局  
【4】CENS 紀要 4 号の論文集発行について 

◎CENS 紀要 4 号の原稿をホームページに掲載しました。 
発行部数が限られておりますので、ご関心のある方は以下のアドレス。 

http://www.cave-ens.com/cave/bulletin04.html 
 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 4 月 20 日（土） 
【1】洞窟環境 NET 学会紀要の出事業報告書の提出について 
大阪府府民文化部男女参画・府民協働課へ以下の事業報告書を提出いたしました。 
1.事業報告書 2.財産目録 3.貸借対照表 4.活動計算書 
5.前年度役員の氏名住所と酬の受取有無 
6.社員のうち 10 人以上の者の氏名 
【2】洞窟環境 NET 学会紀要の寄付の件 
 A4［4P+300page 以上］、 
重さ 1,001g（前年度 851g）、4 年間合計約 3kg、 
厚さ 1.9cm（前年度 1.5cm）、4 年間合計 5.4cm 
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ページ数：384 ページ（前年度 318 ページ）、4 年間合計 1084 ページ 
本文 書籍表紙 クリ－ムキンマリ A4(46.5)1/1 
【3】洞窟環境 NET 学会総会の開催について 

洞窟環境 NET 学会総会を以下の通り開催いたします。 
開催日：6 月 29 日（土） 午後 12 時 
場 所：ホテルグランヴィア大阪 19 階 
    フレンチ＆イタリアン フルーヴ 
    〒530-0001 大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 1 号 
    http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1 
    会 費：8,000 円(会食代 5,000 円+年会費 1,000 円+学会誌補助金 2,000 円を含む) 
    新入会員は入会金 1,000 円が必要です。 
議 題： 
第 1 号議案 平成 24 年度の活動報告と活動決算書の承認の件 
第 2 号議案 平成 25 年度の活動予算案と活動計画案の件 
第 3 号議案 役員改選（古谷 昭雄と梶川 伸両氏の副会長）の件 
第 4 号議案 学会創立５周年記念の特別講演の件 
講 師： 

①由良 薫副会長 「古事記と万葉集と洞窟」 
②古谷 昭雄副会長「神社と健康」 
③梶川 伸副会長 「四国遍路と洞窟」 
④沢 勲会長「宇宙界と如来界と洞窟」 

役員の方で、欠席する場合は 6 月 15 日(土)までに沢へお知らせ下さい。 
一般の方も総会以外に特別講演と食事は共にすることができます。 
参加をご希望の場合は、6 月 15 日(土)までに沢へお知らせ下さい。 
【4】史跡めぐりと洞窟めぐりについて 
1.関西大学校友会八尾支部主催の「歩こう会（八尾市内史跡めぐり）」を開催します。  

俊徳丸鏡塚：洞窟の調査と測量を兼ねます、八尾市立歴史民俗資料館、 
しおんじやま古墳などを巡ります。 
参加希望者は、支部長の中尾達夫様までご連絡ください。 

2.天空の城 竹田城跡ハイキングと生野銀山 
サンケイ旅行会（06-6633-1515）主催のツアー旅行に沢夫婦が参加致します。 
5 月 25 日（土）に、予約制で、ご一緒をご希望の方は、各自お申し込みください。 
コース番号：7668 で、旅行代金：6,980 円。 
生野銀山ホームページ http://www.ikuno-ginzan.co.jp/ 
室町年間に本格的な採掘が始まり、戦国英傑、信長・秀吉・家康の直轄地に。 
生野銀山は大同２年（807 年）に銀が出たと伝えられる。 
室町年間の天文 11 年（1542 年）には但馬守護職・山名祐豊（すけとよ）が 
銀石を掘り出し、多くの坑（鉱山）が開かれ開坑の起現といわれている。 
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本学会理事の産経新聞の藤浦文化部長がよく研究なさっているところです。 
【5】ロッテ財団からの研究助成事業に関するご案内について 

ロッテ財団より、当学会への依頼がありました。 
その内容は、平成 25 年度「若手研究者育成のための研究助成事業」です。 
資格は、30～40 代の方で、5 年間で 7,500 万円の補助金が出るそうです。 
詳細は、添付ファイルやホーム―ページでご確認ください。 
http://www.lotte-isf.or.jp/ 

【6】テレビ出演について、ABC 朝日放送関西地区「6ch」。 
放送番組名：雨上がりの「やまとナゼ？しこ」女と男のギャップ発見バラエティー 
リポーター: 藤崎マーケット（藤原トキ・田崎佑一） 
テーマ  ：隠れ家・隠れる男 
放 送 日：2013 年 4 月 9 日（火）午後 11 時後半に放映されました。 
放送 地域：関東地区のテレビ朝日系列局（関東ローカル放映）にて放送予定 
 
放送番組名：新番組「あっちマニア。」 
出 演 者：劇団ひとり・土田晃之・久冨慶子アナウンサー、沢勲 
放送予定日：2013 年の 4 月 27 日（土）か 5 月 4 日（土）、5 月 11 日（土）のいずれか 
放送 時間：深夜 0:45 から 
【7】枚岡神社境内調査の参加者募集について 
東大阪市にある枚岡神社（2760 年前に創立）めぐりと境内調査の参加者を募集します。 
希望者は、沢会長・事務局へご一報ください。 
 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 5 月 18 日（土） 
【1】洞窟環境 NET 学会総会について 

洞窟環境 NET 学会総会を以下の通り開催いたします。 
開催日：６月２９日（°） 午後１１時３０分 
場 所：ホテルグランヴィア大阪 19 階 フレンチ＆イタリアン フルーヴ 

       〒530-0001 大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 1 号 
       http://www.granvia-osaka.jp/restaurant/top.php?i=1   

会 費：8,000 円(会食代 5,000 円+年会費 1,000 円+学会誌補助金 2,000 円を含む) 
       新入会員は入会金 1,000 円が必要です。 
議 題： 

第 1 号議案 平成 24 年度の活動報告と活動決算書の承認の件 
第 2 号議案 平成 25 年度の活動予算案と活動計画案の件 
第 3 号議案 役員改選（古谷 昭雄と梶川 伸両氏の副会長）の件 
第 4 号議案 学会創立５周年記念の特別講演の件 

講師： 
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①由良 薫副会長 「古事記と万葉集と洞窟」 
②古谷 昭雄副会長「神社と健康」 
③梶川 伸副会長 「四国遍路と洞窟」 
④沢 勲会長「宇宙界と如来界と洞窟」 
参加をご希望の方は、添付の「第 5 回定時総会招集のご通知」に 
必要事項をご記入の上、FAX か E メールにてご連絡ください。 
締め切り期日は、6 月 15 日(土)です。 

【2】テレビ朝日「あっちマニア」放送について 
沢勲出演の「あっちマニア(テレビ朝日関東系列局)」が放送されました。 
自宅の地下洞窟、別宅の洞窟ハウスが取り上げられました。 
出演者：劇団ひとり・土田晃之・久冨慶子アナウンサー、沢勲 

【3】新聞取材について 
某新聞社から洞窟ハウスにある「イザナギ海食洞」の取材を受けました。 
記事が掲載されましたら定期メールでご報告します。 

【4】珍島洞窟の旅について 
珍島洞窟の旅の写真を送付しますのでご覧ください。 
海が割れる直前の様子と、珍島洞窟前の様子です。 

【5】歩こう会（八尾市内史跡めぐり）について 
主催会：関西大学校友会八尾支部「歩こう会（八尾市内史跡めぐり）」の写真を 

送付しますのでご覧ください。 
見学地：俊徳丸鏡塚洞窟の様子と、しおんじやま古墳の様子です。 

【6】河内新聞への掲載について 
河内新聞に以下の記事が掲載されました。 
4 月 25 日（木）「紀要 第 4 号を発刊」 
5 月 15 日（水）「6 月 11 日に出版記念の集い」 

【7】竹田城跡ハイキングと生野銀山ツアーについて 
「天空の城 竹田城跡ハイキングと生野銀山」 
サンケイ旅行会（06-6633-1515）主催のツアー旅行に沢夫婦が参加します。 
5 月 25 日（土）で予約しておりますので、ご希望の方は各自お申し込みください。 
コース番号は 7668 で、旅行代金は、6,980 円です。 

【8】2013 年オープンガーデン開催について 
洞窟環境 NET 学会副会長の沖本氏が、自宅の庭をオープンガーデンとして無料開放。 
開催日時：5 月 19 日（日）、20 日（月）の 9 時から 17 時です。 
参加をご希望の方は、沖本（090-4561-7541）までご連絡ください。 

 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 7 月 6 日（土） 
【1】CENS 総会が開催されました 
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洞窟環境 NET 学会総会が 6 月 29 日（土）に無時終了いたしました。 
議 題： 

第 1 号議案 平成 24 年度の活動報告と活動決算書の承認の件 
第 2 号議案 平成 25 年度の活動予算案と活動計画案の件 
第 3 号議案 役員改選（古谷 昭雄と梶川 伸両氏の副会長）の件 
第 4 号議案 学会創立５周年記念の特別講演の件 

講師： 
①由良 薫副会長 「古事記と万葉集と洞窟」 
②古谷 昭雄副会長「神社と健康」 
③梶川 伸副会長 「四国遍路と洞窟」 
④沢 勲会長「宇宙界と如来界と洞窟」 

【2】関西プレスクラブ主催の政治討論会に参加 
「国政 9 党幹事長らによる政治討論会」に会員が参加いたしました。 

6 月 29 日(土)にマイドームおおさか 3F にて開催されました。 
国政 9 党の幹事長との記念の集合写真を撮影いたしました。 

【3】弓削神社と東弓削神社（旧河内大社）の調査と見学の集い 
2013 年 7 月 9 日(火)午後 3 時から弓削神社内で調査と見学の集いを開催します。 
見学住所：大阪府八尾市弓削町１丁目３６ TEL：072-949-1623 
交通手段：JR 関西本線「志紀」駅（大阪方面より八尾駅の次の駅です） 
弓削神社調査終了後は、東弓削神社（旧河内大社）への調査へ向かいます。 
参加をご希望の方は、直接弓削神社へお越しください。 
お問い合わせは沢（090-8217-7753）までお願い致します。 

【4】行事、イベント協賛のお誘い 
洞窟環境 NET 学会では、まち歩き会、見学会、 
音楽会（懐メロ、クラシック）などイベントの協賛で行いたく存じます。 
開催する行事、イベントがございましたら事務局、沢までご連絡ください。 

【5】新聞掲載について 
7 月 5 日（金）発行の河内新聞で総会の記事が掲載されました。 

「NPO 法人洞窟環境 NET 学会が総会 沢会長を中心に学術を研究」 
 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 25（2013）年 8 月 24 日（土） 
【１】新聞掲載について 

開催日 ：7 月 24 日（水）発行の産経新聞の記事が掲載されました。 
タイトル：「黄泉の国の入り口？海食洞窟―自宅に再現、一般公開」 
開催日 ：7 月 25 日（木）発行の河内経新聞の記事が掲載されました。 
タイトル：「八尾・弓削神社現地調査に８名」 

【２】関西テレビ出演について 
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放送日 ：８月７日（水）深夜に放映しました 
タイトル：ルスパ！大阪 24 区マニアッ『区』大調査！！ 

一風変わった謎の洞窟調査を紹介。まさにネタの宝庫大阪のマニアック情報を届ける。 
【３】伊弉諾神宮の第 1 回調査と見学の集いの計画致します。 

ツア－名：「産経新聞の神話記者と行く、国生み神話の島とおのころ島」 
見学先 ：兵庫県淡路市多賀 740 
見学日 ：2013 年 9 月 11 日(水) 当日は 難波(午前７時４５分）あるいは梅田 
申し込み：産経旅行会 06-6633-1515。 

【４】河内国一の宮・枚岡神社の第２回調査と見学の集いについて 
第１回は 2013 年３月 17 日(日) 午後、枚岡神社内で調査と見学を開催。 
東大阪市出雲町 近鉄奈良線 枚岡駅下車 

【5】河内国二の宮・恩智神社の第２回調査と見学の集いについて 
第１回は 2013 年８月２日(金) 午前中、恩智神社内で調査と見学を開催。 
八尾市恩智中町 5-10 近鉄大阪線 恩智駅下車 
恩智神社には、本殿の奥に「洞窟」があります。 

【6】河内国三の宮・弓削神社(東)の第１回調査と見学の集いについて 
第１回は 2013 年 7 月 9 日(火)午後３時～５時弓削神社内で調査と見学を開催。 
弓削神社(東) 住所：大阪府八尾市東弓削町１丁目１６６ 

【７】河内国三の宮・弓削神社(西)の第１回調査と見学の集いについて 
第１回は 2013 年 7 月 9 日(火)午後３時～５時弓削神社内で調査と見学を開催。 
弓削神社(西) 住所：大阪府八尾市弓削町１丁目３６ 
交通手段：JR 関西本線「志紀」駅（大阪方面より八尾駅の次の駅です） 
◆伊弉諾神宮や上記の神社に関する第２回調査と見学の集いの計画致します。 
お問い合わせは、沢勲（090-8217-7753）までお願い致します。 

【８】韓国語情報学会より「多言語(日韓中英)」翻訳について 
招待講演の依頼がありました。 

【９】島根県にある「洞窟と古事記」に関連のある文献があれば、紹介してください。  
【10】洞窟環境 NET 学会紀要第５号 

稿予定者は、１２月２０日までに、提出してください。 
予定者は１１月中にご一報下さい。 

 
洞窟環境 NET 学会 
◎CENS ウェーブ NEWS 平成 26（2014）年 1 月 23 日（木） 
【１】テレビ出演について 

本日、朝日放送「せのぶら！」の取材・収録を行いました。 
放送予定日は、2 月 10 日（月）、11 日（火）、12 日（水）の 
何れかです。再放送の可能性もあります。ぜひご覧ください。 

【２】新聞掲載について 
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東大阪新聞 平成 26 年 1 月 15 日（水） 
「枚岡神社 注連縄掛神事 通称 お笑い神事」、「粥を炊いて農作物の豊凶・天候を占う」 
「アッハッハーで幸運祈願」 
これらの内容については、学会の紀要 5 号に掲載いたします。 
産経新聞社より近日中に伊勢神宮参拝の記事が掲載される予定です。 
伊勢神宮の近況をまとめられているようで、あなたの勉強にお役になれば幸いです。 
産経新聞編集局次長 松田則章様らが担当しているようです。 
参加者 44 名の中で、代表参拝をいたしました。 
記念すべき金婚の年に・大学の教壇に立つ最後の年に限りない喜びと感動に堪えません。 
これは、私にとって大きな宝でございます。その写真紹介は、いずれ行いたいと思います。 

【３】にしよど八宮ウォークに参加いたしました 
開 催：2014 年 1 月 18 日（土）に「にしよど八宮ウォーク」 
主 催：生涯学習推進区民会議 
共 催：生涯学習推進員西淀川連絡会 
神社数：8 神社で 1 班と 2 班に分かれ、神社と地域との結びを満喫いたしました。 

8 つの神社については、洞窟環境 NET 学会の紀要に掲載しております。 
その内容は、各神社の社殿、拝殿、末社、灯籠、鳥居等について、 
後世に残す文化遺産として永遠に残る貴重な宝になるでしょう。 
他に、島根県出雲市の神社、兵庫県淡路市の淡路国一宮、伊弉諾神宮・ 
石屋神社、大阪府東大阪市の枚岡神社と八尾市の神社については、 
河内国一宮神社、二宮神社、三宮神社があり興味深い論文に仕上がっております。 

その他に、宮崎県の天岩戸神社、高千穂神社についても考察する予定ですが論文には至りません。 
来年は、茨木市の神社と四条畷市の神社、さらに松原市の神社についても検討しております。 
【４】洞窟探検時代の写真について 

洞窟探検時代の一部の写真をご紹介いたします。 
神社の中に洞窟がある兵庫県淡路市の石屋神社と、 
大阪府八尾市の恩智神社にも調査を行いました。 
洞窟の中に神社があり、神社の中に洞窟があるということも身近に体験いたしました。 

【５】洞窟環境 NET 学会紀要について 
掲載予定の論文は 15 本程度となっておりますが、現在も掲載原稿は受け付けております。 
掲載をご希望の方は、2 月 10 日（月）までにご連絡、ご送付ください。 
総会・講演会は、6 月 28 日（土）開催予定です。 
一般の方のご参加もお待ちしております。ご希望の方は、沢までご連絡ください。 
また、講演の希望者も募っております。内容は 15 分程度でお願いします。 
今年も皆さまにとって、ご健康・御多幸であることをお祈り申し上げます。 
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年月日 32.テレビ・ラジオ出演（19+39件） 組　織　名

1 2013年01月09日 島根で調査　「イザナギ海食洞窟」作り一般公開 毎日放送

2 2013年04月09日 隠れる男 朝日放送テレビ（大阪）

3 2013年04月27日 あっちマニア 朝日放送テレビ（東京）

4 2013年06月12日 めざにゅ～　イマ知り　住み開き
フジテレビ系列　テレビ朝日　　　関

東ロ－カル（東京）

5 2013年08月07日 大阪24区マニアッ”区”大調査　再放送 関西テレビ放送

6 2013年12月04日
生放送　キャスト　「ウチ来て」

今知りたいニュ－ス
朝日放送テレビ（大阪）

7 2014年02月12日 ロ－カル番組「せのぶら」神秘的な洞窟ハウス」 朝日放送テレビ（大阪）

年月日 33.新聞等記事 組　織　名

1 2013年01月01日 大阪経済法科大の新年号に地域貢献新講座スタ－ト。
八尾駅前キャンパスにて樟本社長が講演

河内新聞

2 2013年01月09日 島根で調査　　「イザナギ海食洞窟」作り一般公開 毎日新聞

3 2013年04月25日 紀要　第4号を発刊、河内王朝・河内音頭の歴史特集 河内新聞

4 2013年05月15日 6月11日に洞窟環境NET学会出版記念の集い 河内新聞

5 2013年06月15日 洞窟環境NET学会紀要4号、
出版記念講演会と内祝い、八尾市長よりメッセ－ジ

河内新聞

6 2013年07月05日 洞窟環境NET学会が総会、
沢会長を中心に学術を研究

河内新聞

7 2013年07月17日 八頭司　彰久： 大阪経済法科大学集中寄付講座9月9日から13日まで 産経新聞

8 2013年07月24日 黄泉の国の入り口？海食洞窟、自宅に再現、 産経新聞

9 2013年07月25日 八尾・弓削神社　現地調査に8名 河内新聞

10 2013年08月01日  　　　　　　　 　　八頭司　彰久：寄付講座『保険論
（リスク社会と保険）』の一般公開について　（お知らせ）

大阪経済法科大学ホームページ

11 2013年08月05日 八頭司　彰久：八頭司氏らが大阪経済法科大学で
寄付講座「保険論」開催

新日本保険新聞

12 2013年08月08日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座
「リスク社会と保険」テーマに9月9日から13日

保険毎日新聞ならびに保険毎日新
聞ホームページウエブ

13 2013年10月07日 八頭司　彰久：八頭司客員教授ら
大阪経済法科大学で寄付講座「保険論」を開講

新日本保険新聞

14 2013年10月15日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学で
寄付講座「保険論（リスク社会と保険）」開催

　保険毎日新聞

15 2014年01月15日 第5回２０１３年、枚岡神社、
注連縄掛神事　通称　お笑い神事

河内新聞

16 2014年01月26日 伊勢神宮ツア－同行記、
西行法師が涙した神域　(一部掲載）

産経新聞

 年 月 日 34. 展示会 開催場所

1 2013年09月22日 大阪市西淀川区、区民まつりの鳥居と社殿の写真と模型  大阪市西淀川区民まつり

活動報告（2013～2014年度）活動報告　総目録（2013 ～ 2014 年度）
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 年 月 日 35.　講　演 組　織　名

1 2013年02月18日
由　良 　薫：

2月18日から5日間10コマ、時事用語解説の集中講座
奈良の帝塚山大学

2 2013年05月21日
梶川　伸:

洞窟の自然と人間「四国遍路と洞窟」
大阪経済法科大学

3 2013年06月04日
由　良 　薫：

洞窟の自然と人間「古事記と万葉集と洞窟」
大阪経済法科大学

4 2013年06月10日
沢  　勲:

現代社会と観光 「洞窟の機構と観光ビジネス」
大阪経済法科大学

5 2013年06月11日
大谷　邦郎 :

現代社会とビジネス 「僕はこんな人と働きたい」
大阪経済法科大学

6 2013年06月25日
高田雄司:

現代社会とビジネス 「ヨーロッパ・日本・八尾地区の企業　」
大阪経済法科大学

7 2013年06月29日
由　良 　薫：

「古事記と万葉集と洞窟」
洞窟環境NET学会

8 2013年06月29日
古谷　昭雄:

「神社と健康」
洞窟環境NET学会

9 2013年06月29日
梶川　伸:

「四国遍路と洞窟」
洞窟環境NET学会

10 2013年06月29日
沢  　勲:

「宇宙界と如来界と洞窟」
洞窟環境NET学会

11 2013年07月02日
川瀬　辰男:

現代社会とビジネス 「新聞の読み方・読まれ方」
大阪経済法科大学

12 2013年07月03日
沢　　勲:

現代社会とビジネス 「人間・洞窟・ビジネス」
大阪経済法科大学

13 2013年10月10日
嶋谷 泰典:

現代社会とメディア 「社会で生きる底力を」
大阪経済法科大学

14 2013年10月17日
出野　徹之:

現代社会とメディア 「アナログ時代のテレビ界に生きて」
大阪経済法科大学

15 2013年10月24日
八木　誼信:

現代社会とメディア 「新聞を疑え」
大阪経済法科大学

16 2013年11月07日
沢　　勲:

現代社会とメディア 「洞窟とメディアと人間」
大阪経済法科大学

17 2013年11月14日
藤浦　淳:

現代社会とメディア 「災害時におけるメディア」
大阪経済法科大学

18 2013年11月28日
北村　英子：

洞窟の自然と人間「古典文学にみる洞窟について」
大阪経済法科大学

19 2013年12月19日
由　良 　薫：　現代社会とメディア

「オピニオン・リーダーとしての新聞の使命　社説検証」
大阪経済法科大学

 年 月 日 36. 論文と資料 雑  誌  名

1 2013年01月01日
朴永炅ら：

2012神戸マラソン大会参加者調査報告書
神戸大学発達科学部生涯スポーツ

研究室

2 2013年01月01日
高田雄司：

 世界経済の動行に適応する中堅・中小企業経営
大阪府合理化協会、
合理化新年号５０５号

3 2013年02月01日
上野　裕：

近代都市づくりにみる土地の履歴と記憶
地球12月号

4 2013年03月31日
沢 勲・梶谷 実・肥塚 義明：島根県出雲市、

「神話の国」成立期、猪目洞窟(海食洞窟)の形態と溶岩
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

5 2013年03月31日
沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、

「神話の国」成立期、静之窟（海食洞窟）の形態と測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

6 2013年03月31日
沢 勲・石川 勝典・肥塚 義明：島根県大田市、島根県大田市、

「神話の国」成立期、静間神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

7 2013年03月31日
沢 勲・肥塚 義明：島根県松江市、「神話の国」成立期、揖夜神社の

由来と鳥居－四ヶ国語(日英韓中)用語・鳥居と社殿の測量値－
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

8 2013年03月31日
沢 勲・三浦 雄一郎・肥塚 義明：島根県邑南町、
「神話の国」成立期、志都岩屋神社の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
4/、1、2013。
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9 2013年03月31日
由良　薫：万葉集と洞窟そのⅡ－

「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

10 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・樟本 正行・朴 永炅：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、八尾神社の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

11 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・上野 裕：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、八尾天満宮の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

12 2013年03月31日
沢 勲・小山 博・呉 紅敏：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、穴太神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

13 2013年03月31日
沢 勲・水野 富蔵・三宅 芳夫：大阪府八尾市、

古代河内国の物部氏地域、許麻神社の由来と鳥居測量
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

14 2013年03月31日
沢 勲・小山 博：大阪府八尾市、古代郷土芸能、

河内音頭の由来と手足技術。自然体の研究・由来の4ヶ国語
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

15 2013年03月31日
沢　　勲･中　良紀・小山　博・川口道雄・中岡愛彦：大阪府、

古代河内王朝時代、河内地域の由来と今後の観光開発
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

16 2013年03月31日
沢 勲・古谷 昭雄・穴瀬 博一・橋本 徹：大阪府高槻市、
高槻地下倉庫（戦争遺跡）、人工洞窟の写真と測量解析

洞窟環境NET学会紀要、
4/、1、2013。

17 2013年03月31日
梶川　伸：

四国遍路に託す思いの一考察
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

18 2013年03月31日
八頭司　彰久：

経営戦略としての環境保険の研究
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

19 2013年03月31日
八木誼信:

少子高齢時代の年金制度 ―公的年金制度は崩壊するのか―
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

20 2013年03月31日
藤浦　淳:

報道と災害　―何を伝えるのか―
洞窟環境NET学会紀要、

4/、1、2013。

21 2013年03月31日
上野　裕：

都市形成における地理学の課題
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要 5/、1、2013。

22 2014年03月31日
沢 　勲・小西正則・上野　裕・肥塚義明:

兵庫県淡路市、淡路国一之宮の聖域、伊弉諾神宮の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

23 2014年03月31日
沢　 勲・小西正則･朴 永炅・肥塚義明:

 兵庫県淡路市、淡路国の聖域、岩屋神社の由来と洞窟測量
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

24 2014年03月31日
沢　　勲・・肥塚義明・梶谷　実:

島根県出雲市、[神話の国」黄泉の穴、脳島洞窟の形態と猪目洞窟
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

25 2014年03月31日
古谷昭雄・沢　勲・山根眞人・中岡愛彦:    大阪府

東大阪市、河内国一之宮の太古聖域、枚岡神社の由来と人間力
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

26 2014年03月31日
沢 勲・小山　博・森下泰行・呉 紅敏:   大阪府

八尾市、河内国二之宮の聖域と洞窟、恩智神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

27 2014年03月31日
沢　 勲・小山　博・中尾達夫・上野　裕:   大阪府

八尾市、河内国三之宮の聖域、弓削神社（東）の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

28 2014年03月31日
沢　 勲・松井幸一・呉　 紅敏・中岡愛彦:   大阪府

八尾市、河内国三之宮の聖域、弓削神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

29 2014年03月31日
沢　 勲・小山 博・樟本正行・朴 永炅:  大阪府

八尾市、古代国家の仏教戦場、渋川と樟本神社の由来と鳥居解析
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

30 2014年03月31日
由良　薫:

富山県高岡市と氷見市、万葉集と洞窟そのⅢ-越中万葉と大境洞窟
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

31 2014年03月31日
由良　薫:

現代社会とメディア-オピヒオンとしての新聞の使命と社説検証
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

32 2014年03月31日
古谷昭雄・沢　 勲・山根眞人・朴 永炅:   大阪府

 東大阪市、河内国一之宮、枚岡神社の笑いと健康
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

33 2014年03月31日
古谷昭雄・沢　 勲・朴 永炅・肥塚義明:

 先史時代インド国、般若心経のモデル化、人間の精神と健康管理
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

34 2014年03月31日
梶川　伸:

四国遍路の瀬戸内海への広がりと現代的意義
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

35 2014年03月31日
藤浦　淳:

災害時におけるメディア―この時代にどう向き合うか―
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

36 2014年03月31日
八頭司　彰久:

我が国における環境保険普及のための戦略
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。
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37 2014年03月31日
沢　 勲:

自然体の人間、心の想念転換モデルと信頼性管理
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

38 2014年03月31日
沢　 勲:

伊勢神宮ツア-参加の記録
洞窟環境NET学会紀要、

5/、1、2014。

 年月日 37.フィールドワーク 機関名

1 2013年01月13日 大阪市西淀川区、花川神社の取材と撮影 洞窟環境NET学会

2 2013年03月17日 東大阪市、枚岡神社の予備調査 洞窟環境NET学会

3 2013年04月26日 韓国、全羅南道、珍島の海割れと海食洞窟〈～28〉 洞窟環境NET学会

4 2013年05月06日 関西大学校友会八尾支部主催、俊徳丸遺跡洞窟・心合寺山古墳 洞窟環境NET学会

5 2013年05月25日 兵庫県朝来市、生野銀山（いくのぎんざん）の調査 洞窟環境NET学会

6 2013年06月26日 京都府北部にある日本三景天橋立と神社の調査〈～28〉 洞窟環境NET学会

7 2013年07月19日 大阪府八尾市　弓削神社の東と西を測量 洞窟環境NET学会

8 2013年08月04日 大阪府八尾市　恩智神社の測量と撮影 洞窟環境NET学会

9 2013年09月08日 大阪府八尾市　河内音頭まつり取材と撮影（久宝寺公園） 八尾市河内音頭まつり委員会

10 2013年09月11日 兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の予備調査と撮影 洞窟環境NET学会

11 2013年09月22日 大阪市西淀川区、区民まつりの取材と撮影 大阪市西淀川区区民まつり委員会

12 2013年10月16日 兵庫県淡路市、石屋神社の調査と撮影 洞窟環境NET学会

13 2013年10月16日 兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の調査と撮影 洞窟環境NET学会

14 2013年11月09日 東大阪市、枚岡神社の調査と撮影 洞窟環境NET学会

15 2013年11月19日 大阪府八尾市　恩智神社の測量と撮影 洞窟環境NET学会

16 2013年11月24日 宮崎県、高千穂町､天岩戸神社の洞窟調査 洞窟環境NET学会

17 2013年11月25日 宮崎県、高千穂町､高千穂神社の調査と撮影 洞窟環境NET学会

18 2013年12月25日 東大阪市、枚岡神社の笑い神事の撮影 洞窟環境NET学会

19 2014年01月14日 三重県伊勢市　伊勢神宮　外宮観察 洞窟環境NET学会

20 2014年01月15日 三重県伊勢市　伊勢神宮　内宮観察 洞窟環境NET学会

21 2014年01月18日 大阪市西淀川区、姫島神社、阪神・淡路大震災社殿調査 洞窟環境NET学会

22 2014年01月18日 大阪市西淀川区、鼻川神社、阪神・淡路大震災社殿調査 洞窟環境NET学会

23 2014年01月18日 大阪市西淀川区、野里住吉神社阪神・淡路大震災社殿調査 洞窟環境NET学会

24 2014年03月15日 大阪市阿倍野区、神社・古墳・墓地・塚の撮影 アジア協会アジア友の会
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活動報告38. 新聞等の記事
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 『洞窟環境ＮＥ Ｔ 学会紀要』投稿要項・編集委員会規則抄              

1. 紀要の目的 

本学会の定期刊行物である紀要は、洞窟・環境・NETに関する論文、その他この分野の学術進歩、地域発展に役立つ知識、

情報を提供し、広く社会発展に寄与する目的で刊行する。 

2. 投稿の資格   

 投稿原稿の著者（連名を含む）は、本学会の会員でなければならない。ただし、編集委員会が認めた場合はこの限りで

はない。              

3. 投稿の原稿 

収録内容は、論文（原著、短報）、研究レポート（洞窟環境NET 報告を含む）、研究ノート、学術交流講演、巻頭言、

研究・学会動向、市民講座要旨、共同研究会要旨を主たるものとし、その他編集委員会が必要と認めた原稿とする。原稿

は、邦文、英文を問わない。 

4. 投稿の手続き 

表紙、要旨、本文、図、表とともに正副２部（ただし１部はコピ－でも可）を12月10日まで、事務局に提出する。 

5. 原稿用紙と書き方 

（1）原稿用紙は、横書きで、ワードプロセッサによるもので、A4版の原稿用紙を用い、９ポイントの活字を用いる。句読

点、引用符等は１字として1マスとする。原稿用紙で6枚を上限とする。 

（2）表紙には、表題、著者名、著者の所属機関を明記。表題（邦文および英文）は、行の左詰めで記載する。副題のある

場合は、その前にハイフンを入れる。著者名（ふりがな）は行の右詰めで記載する。複数著者の場合、著者名を「・」で

区切り、著者名の右肩に＊、＊＊の記号を付け、行を変えて機関名を記載する。論文の場合は、和文の表題、著者名の後

に行を変えて、英文の表題、著者名を記載（表題例1、例2）する。 

（3）英文要旨は、著者が強調したいものを含め、目的、方法、結果について要約したものとする。  

（4）キ－ワ－ドは、５つ以内にし、英文をつける。 

（5）著者校正は1回。印刷上の誤り以外の訂正は原則として認めない。 

（6）図、表、写真は別紙とする。図表等の挿入個所を本文原稿の右欄外に朱筆で指定する。 

（7）引用文献と参考文献 

本文の引用個所の右肩に小片括弧を付して番号を記入し、本文の末尾にまとめる。（表題例1、例2） 

著者名が複数の場合は"and"を用いずにすべてコンマで区切る。（表題例1、例2） 

雑誌の場合は、著者名：表題、雑誌名、巻(号)、ページ、発行年(西暦)の順に記載する。（文献例3、例4） 

単行本の場合は、編者名：書名（版数）、発行所、外国文献は発行地、発行年(西暦)の順に記載する。（文献例5） 

6. 論文審査 

   投稿された原稿については査読を行う。査読は、投稿された論文の専門分野に近い編集委員と外部査読委員とする。 

 
【表題例1】  洞窟と環境の情報教育 

鎌田 千里*・万里 小百合**・木村 久美子** 

*△▲大学教授・**(株)関西情報開発 
Information Education of Cave and Environment 

Senri KAMATA*, Sayuri MANRI** and Kumiko KIMURA** 
【表題例2】  観光洞窟に関する資源と情報分析 

澤田 亜紀*・淀川 優** 

近畿環境テクノ開発 

Resources and information analysis about Tourism Cave 
Yoshio SAWADA* and Masaru YODOGAWA** 

【文献例3】1)  大阪太郎：「地域貢献の研究」、CENS学会誌、16(3) /、112-119、1994。 

【文献例4】2)  B. Inoue・Y. Hasegawa：”Multileveled Caves and Landscape Evolution”, CENS, 77/, 1-30, 2000. 
【文献例5】3)  西淀次郎：「情報化社会の経済活性化試論」、CENS出版部、100-110、1993。 
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貴団体の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

フリガナ
Kana letters
氏　　名

Name
ローマ字

Roman letters
Family （Middle） 年齢Age

歳years
生年月日

Birth date
生年mon 月/ｄ 日/yr

フリガナ
Kana letters 所属部署（Branch or faculty）
勤務先名称
Affiliation
フリガナ

Kana letters
〒 都道府県

フリガナ
Kana letters

〒 都道府県

自宅電話
Home phone FAX
携帯電話

Cellular phone E-mail

学部
年mon 月/d 日/yr

専門（修士）
Master course

年mon 月/d 日/yr

専門（博士）
Docter course

年mon 月/d 日/yr

学位Doctorate 専門分野
Specialty

連絡先
Send  mails to

資格
Qualification

申請者氏名
（Applicant） ㊞signature

㊞signature

この用紙をA4版に拡大コピーして、提出してください。

送付先：〒555-0024 大阪市西淀川区野里一丁目16-23 受　理 承　認 備　考

　　　　特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会（CENS）事務局

First

大学院

Graduate School

学　歴 Academic background

自宅住所
Home address

大学
University
大学院
Graduate School

卒業・修了Completed on

HPアドレスaddress

HPアドレスaddress

学会事務用（       年   月   日受付）

        (      )         (      )

        (      )

Supporting member
個人・団体　(いずれかを選択) 

Individual or Organization

         年　　月　　日（     mon　    /ｄ　   　/ｙr）

推　薦　状　Recommendation

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

私は　　　　　       さんを会員として推薦します。                         Can be recommended as an member of CENS.

入会・継続・退会　申請書　Application（いずれかに○をしてください）

         年　　月　　日（   mon      /ｄ　   　/ｙr）

事務局記入欄

推薦人
（Recommendation people）

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)
Name of member　Cave Environmental NET Society (CENS)

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)会員 登録カード

希望会員
Member type

Non-profit organization  Cave Environmental NET Society(CENS) Membership Card

㊞ 性別Sex（男male or 女female）

正会員 賛助会員

私は会員として申請します。また、年度末までに更新手続きを行わない場合には貴会を退会いたします。I apply as CEN member. I will
withdraw from CENS, If I will not performing updating procedure until the end of a fiscal year.

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

所属機関Office・自宅Home

公開不可はチェック Mark when not open in member list

Regular member

勤務先住所
Office address

洞窟環境NET学会（CENS）会員 登録カード
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貴団体の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

フリガナ
Kana letters
氏　　名

Name
ローマ字

Roman letters
Family （Middle） 年齢Age

歳years
生年月日

Birth date
生年mon 月/ｄ 日/yr

フリガナ
Kana letters 学部（Branch or faculty）

学校名、学部
University,

faculty
フリガナ

Kana letters
〒 都道府県

フリガナ
Kana letters

〒 都道府県

自宅電話
Home phone FAX
携帯電話

Cellular phone E-mail

学部
年mon 月/d 日/yr

専門（修士）
Master course

年mon 月/d 日/yr

専門（博士）
Docter course

年mon 月/d 日/yr

学位

Doctorate
専門分野
Specialty

連絡先
Send  mails to

資格
Qualification

申請者氏名
（Applicant） ㊞signature

㊞signature

この用紙をA4版に拡大コピーして、提出してください。

送付先：〒555-0024 大阪市西淀川区野里一丁目16-23 受　理 承　認 備　考

　　　　特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会事務局

         年　　月　　日（     mon　    /ｄ　   　/ｙr）

大学（学校）・所属・職

推薦人
（Recommendation people）

事務局記入欄

University, faculty, Iｎstitutior

         年　　月　　日（   mon      /ｄ　   　/ｙr）

推　薦　状　（在学証明）　Recommendation
特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

私は　　　　　       さんを会員として推薦します。                         Can be recommended as an member of CENS.

公開不可はチェック Mark when not open in member list

入会・継続・退会　申請書　Application（いずれかに○をしてください）

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)殿

私は会員として申請します。また、年度末までに更新手続きを行わない場合には貴会を退会いたします。I apply as CEN member. I will
withdraw from CENS, If I will not performing updating procedure until the end of a fiscal year.

大学
University
大学院
Graduate School
大学院

Graduate School

所属機関Office・自宅Home

        (      )

        (      )

学　歴 Academic background 卒業・修了Completed on

        (      )

通学先所在地
School address

HPアドレスaddress

自宅住所
Home address

HPアドレスaddress

First

特定非営利活動法人 洞窟環境NET学会(CENS)学生会員 登録カード
Non-profit organization   Cave Environmental NET Society (CENS) Student Membership Card

学会事務用（       年   月   日受付）

希望会員
Member type
（choose ）

正会員 賛助会員 新規・継続　(いずれかを選択) 

Regular member Supporting member Ｅｎｔｒｙ　/ Ｒｅ－ｅｎｔｒｙ

㊞ 性別Sex（男male or 女female）

洞窟環境NET学会（CENS）学生会員 登録カード
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「洞窟環境NET 学会紀要 3 号」（2012 年）に関するお詫びと訂正 
 
「洞窟環境NET 学会紀要 3 号」（2012 年）の論文中の記載におきまして 
誤りがございました。正しくは以下のとおりです。 
 
P44 誤） ②路部神社 → 正） ②跡部神社 
P56 誤） ンイギハヤヒノミコト → 正） ニギハヤヒノミコト 
P252 誤） 奉賛会長野善明 → 正） 奉賛会水野善明 
P166 誤） 写真 3-1.鼻川神社の正面 → 正） 削除いたします 
 
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

洞窟環境NET学会紀要　第5巻第1号 2014年3月31日
発行者 沢　　　　 勲
発行所 洞窟環境NET学会

〒555-0024　大阪市西淀川区野里1丁目16-23

ＴＥＬ  ： 06-6471-5485

ＦＡＸ  ： 06-6471-6686

H P  ： http://www.cave-ens.com/

印刷所 〒551-0002 大阪市大正区三軒家東3丁目11-34

株式会社 国際印刷出版研究所

ＴＥＬ  ： 06-6551-6854
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