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ABSTRACT 

Worshipped Gods is Susanoo-no-Mikoto, SukunaHiko-Na-Mikoto. The foundation is about 800. We call 
alias Kawati-Taisha. In Enshrined Gods, Susanoo-no-Mikoto is brothers of the Sun-Goddess and is the god 
of swordsmanship having a miracle for a natural disaster, a flood, an epidemic. SukunaHiko-Na-Mikoto is 
country management and miracle God whom an epidemic is thankful for reclaiming one of the enshrined 
deities of Yamato-Ōmiwa jinja, the land. 

Emperor of Japan are the reign of the 46th Emperor Koken is 749-758 years and the reign of the 48th 
Emperor Shotoku is 764-770 years. Shrine Ranking is the former-sha which is excellent in one-sha of five 
Kawachi that are Shikinaisha of the Yamato country. The summer festival is .31 days on July 20. The 
autumn festival is October 20. The enshrining of the Shinto shrine is 5-172, Yaogikita, Yao-shi. Access is 
20-minute walk southwestern than Kintetsu Takayasu Station. Latitude: 34°36' 39". Longitude: 135°37' 
03". Altitude: 13.00m. 

Honden is 5.97m in height, frontage 3.20m, 3.66m in depth and 11.71m2 in area. Heiden is 4.13m in 
height, frontage 4.20m, 5.20m in depth and 21.84m2 in area.Haiden is 8.50m in height, frontage 10.13m, 
4.20m in depth and 42.55m2 in area. Koutai-zinja is 4.50m in height, frontage 2.25m, 2.34m in depth and 
5.27 m2 in area. Torii is one engine in shinmei torii (a maximum of 5.79m). Tourou is 19 engines (a 
maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at least 1.63m). 
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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由義

神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2014)報告の一部である。 

由義神社の詳細概要は、次のとおりである。主祭神は、素盞嗚尊は天照大神

の御兄弟であって特に天災水害疫病に霊験あらたかな武神である。少彦名

命は大和大神神社の祭神の一人であって、土地を開拓し国土経営と疫病に

特に霊験あらたかな男神である。 

天皇は、第 46 代孝謙天皇（ｺｳｹﾝ-ﾃﾝﾉｳ・在位期間：749-758 年）と第 48 代称

徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ・在位期間：764-770 年）であるが同一人物であり、さらに女

性天皇である。神社創建は、創建 800 年頃。別名は河内大社(ｶﾜﾁﾀｲｼｬ)とも呼

ぶ。社格は、社格等は河内（若江郡）の河内式内五社の一社で、旧村社である。 

天穂日尊（ｱﾒﾉﾎﾋﾉﾐｺﾄ）は、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ）と素盞嗚命（ｽｻﾉｦﾉﾐｺﾄ）と誓約(ｳｹｲ)によって生まれた五男柱神の一

柱で天孫降臨に先立ち、大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼﾉﾐｺﾄ)との間で国譲の大業を成し遂げた男神である。この様な偉大な神々を御祭

神としている。河内式内五社の一社として言い伝えられて来た神社は、枚岡（ﾋﾗｵｶ）神社（ﾋﾗｵｶ）、恩智（ｵﾝﾁﾞ）神社、由義神

社（ﾕｷﾞ）、弓削神社（ﾕｹﾞ）、御劔（ﾐﾂﾙｷﾞ）神社である。式内社とは、平安時代初期、延喜のとき(紀元 905 年頃)第六十代醍醐

天皇が律令制度の整備に際し、全国の神社を神名帳に登録しこれを延喜式とされた。http://www.xhotzone.net/御劔神社。 

例祭は、夏祭：７月 20 日、秋祭り：10 月 20 日である。鎮座地は、〒５８１－００１６八尾市八尾木北 ５－１７２である。位置は、

北緯 34 度 36 分 39 秒  東経 135 度 37 分 03 秒である。標高：13.00ｍ（図 1-1）。社殿様式の本殿は、高さ 5.97ｍ、間口 3.20

ｍ、奥行き 3.66ｍと面積 11.71 ｍ2 である。幣殿は、高さ 4.13ｍ、間口 4.20ｍ、奥行き 5.20ｍと面積 21.84ｍ2 である。拝殿は、

高さ 8.50ｍ、間口 10.13ｍ、奥行き 4.20ｍと面積 42.55ｍ2 である。摂社の皇大神社規模は、高さ 4.50ｍ、間口 2.25ｍ、奥行き

2.34ｍと面積 5.27ｍ2 である。鳥居は、明神系鳥居の 1 基（最高 5.79m）である。灯籠の石灯籠規模は、19 基（最高 3.30ｍ、平

均 2.14ｍ、最低 1.63ｍ）である。 

古代、八尾市の由義神社の周辺は地元・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。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。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。ゆえに、本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台として

の由義神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

  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。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。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ由義神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の

詳細なデータ解析を行った。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

 

図 1-1.由義神社の平面図 
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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。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．由義神社の資料 

2-1.孝謙天皇と称徳天皇 

第 46 代孝謙天皇と第 48 代称徳天皇は同一人物の女王であることを表 2-1 のように表示した。孝謙天皇（ｺｳｹﾝ-ﾃﾝﾉ

ｳ、生涯 718-770 年）は、第 46 代天皇（在位期間：749-758 年）である。称徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ、生涯 718-770)は、第

48 代天皇(在位期間 764 - 770 年)である。 

父は聖武天皇、母は藤原氏出身で史上初めて人臣から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。即位前の名は阿倍内親王。生前に宝字称徳孝謙皇帝の尊号が贈られている。続日本

紀では終始高野天皇と呼ばれ、ほかに高野姫天皇・倭根子天皇（ﾔﾏﾄﾈｺﾉｽﾒﾗﾐｺﾄ）とも呼ばれたこともある。孝謙天皇の

重祚(ﾁﾖｳｿ)から道鏡を重用し、専制を許した。第 46 代孝謙天皇の皇居と第 48 代称徳天皇の皇居は、奈良時代の平城

宮と由義宮・西の京である。 

 

表 2-1.第 46 代孝謙天皇と第 48 代称徳天皇 

孝謙天皇 第 46 代孝謙天皇 称徳天皇 第 48 代称徳天皇  

在位期間 749 年 8 月 19 日 758 年 9 月 7 日 在位期間 764 年 11 月 6 日 770 年 8 月 28 日 

元 号 天平勝宝 天平宝字 元 号 天平勝宝・天平宝字 天平神護・神護景雲 

先 代 第 45 代聖武天皇   先 代 第 47 代淳仁天皇  

次 代 第 47 代淳仁天皇  次 代 第 49 代光仁天皇   

皇 居 平城宮 由義宮・西の京 皇 居 平城宮 由義宮・西の京 

誕 生 718 年   崩 御 770 年 8 月 28 日  

名 阿倍内親王  異称 高野姫 

天皇 

宝字称徳孝謙皇帝 倭根子天皇・    

高野天皇 

父 親 聖武天皇   母 親 光明皇后  

 

この称徳天皇以降は、江戸時代初期に即位した第 109 代明正天皇（在位：1629 年-1643 年）に至るまで、実に 850 余

年もの間、女帝が立てられることはなかった。（http://ja.wikipedia.org/wiki/） 

 

2-2.由義神社にある由義宮 
700 年、天皇は三たびこの地を訪れ「西の京」造営の進捗状況を視られた。その時に歌垣も催された。「乙女らに男

立そひ踏みならず西のも萬代の宮」・「渕も瀬も清くさやけし博多川千歳をまちて澄める川かも」等の歌が残っている。758

年、奈良時代の女王が紀伊周辺の帰途、弓削道鏡の出身地である弓削の行宮に立ち寄られ、道鏡を政大臣禅師に任ぜ

られた。行宮とは天皇が旅の途中でお泊りになる仮の御殿である。その時に弓削行宮も造られた。796 年、天皇が再度弓

削行宮に訪ねられた時、弓削行宮を由義の宮と改称し(由義は弓削の好字）河内郡を「西の京」と名付けられた。そ

の後、天皇の命により郡としての造営がはかれた。 

道鏡の威勢もなくなり、千代万代を祝した「西の京」も僅か 10 ヶ月の短期間で廃止された。おそらく聖地のみで

宮殿の建築には着手していなかっただろう。その宮殿を考えると東は玉串川、西は長瀬川。北は中田辺である。現在、

由義神社の境内に「由義神社旧址」の碑が建っている。この辺が「西の京」の最北端であると思われる。 

ここで、弓削神社（東）、弓削神社と由義神社の主祭神を比較した。弓削神社（東）の主祭神は、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）の８神である。弓削神社の主祭神は、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神である。由義神社の主祭神は、素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾐｺﾄ）、少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾐｺﾄ）

の２神である。３神社の主祭神は、それぞれ神社の特色があると思われる。 
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2-3.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。孝謙天皇と称徳天皇は同一人物の女

王である（表 2-2）。 

 

表 2-2.白鳳・奈良時代（38～５０代）の孝謙天皇と称徳天皇 

 

 

2-4.弓削神社にある由義宮旧址 

由義神社の由義宮旧址は写真 2-1 のとおりであるである。由義宮

旧址を比較するため写真 2-2 のように弓削神社にある由義宮旧址を

並列にして比較することができる。 

弓削神社の祭神は素戔鳴命（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）で、古く牛頭天王という

いました。由義宮の設けられた時に勧請されたものと伝えられている。

境内に由義宮旧址の碑がある。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、のちこれを由義宮となし、神護景

雲 3（769）年 10 月 30 日天皇行幸にあって、ここを西京となし造由義

大宮司や造由義寺司がおかれ、また河内国は河内職とされた。宮

域は大縣、若江、高安の三郡にわたる広大なものであった。宝亀元

（770）年 2 月 27 日、6 月 10 日に天皇は由義宮に行幸された。同年

4 月 5 日には由義宮に寺塔が建てられた。この時、天皇のために「船

連浄足など一族の長老らが歌垣を催した。」と続日本紀にあります。南方には由義寺が設けられ、その名の金剛蓮華寺

は、天文 22（1553）年に三条西公条が吉野詣の途中にここに参詣し、八つ尾の鶯の名所であったと聞いている。今に大

門の字名があります。（八尾の史蹟(新改訂)、2011） 

 

3.由義神社の由来と現在 

3-1.由義神社の和文由来と現在 

称徳天皇はこの地の出身の僧・道鏡を寵愛し、太政大臣禅師さらに法王に任じ、天皇に準じた待遇を与えた。765 年、

紀伊行幸に際し、行宮を設けて立ち寄ると、弓削寺に参詣した。769 年、和気清麻呂の宇佐八幡宮神託事件直後、離

宮を建て由義宮とした。離宮は道鏡の郷里である若江郡を中心に、高安郡、大県郡の広範囲にまたがって設営された。

河内国を河内職と改め、特別な行政地域とし、長官に藤原雄田麻呂（後の百川）を河内大夫に任じた。由義神社は由義

宮（西の京）に神護景雲３年（７６９）、称徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ）はたびたびこの地に行幸された。第 46 代孝謙天皇（ｺｳｹ

ﾝ-ﾃﾝﾉｳ、生涯 718-770 年、在位期間：749-758 年）である。第 48 代称徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ、生涯 718-770 年、在位期

間：764-770 年）である。その宮城は若江、大蒜、高安三郡にまたがる広域の中心由緒深い宮跡に氏子により、崇敬の

  

写真 2-1.由義神社

の由義宮旧址 
写真 2-2.弓削神社の由

義宮旧址 
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精神を持って造営され、広大な氏地を有していた。その規模は、格式共に近隣に比をみない堀を巡らし、森をようした荘

厳な河内五社の一社であったが、中世時代に、たび重なる兵火により焼失し、住民も亦諸方に分かれた。江戸時代、貞

享３年（1686）氏地に天災、水害多くあった。氏子は霊験あらたかな、御祭神である素盈嗚命と少席名命を祀りした。神

社を再建して由義神社と称した。氏地は八尾木・中田である。 

神社の改修は、文化 3 年（1806）・明治 8（1875）年・明治 39（1906）年・大正 13（1924）年とされた。このたび、昭和 58

（1983）年、多額の浄財寄進により老朽著しい本殿・幣殿・拝殿・絵馬所・鳥居・手水舎・狛犬その他附帯改修工事を完

了した。氏地・氏子は、家運隆昌、五穀豊穣、災害防除を祈願する産土神（ｳﾌﾞｽﾅｶﾞﾐ）である。境内には、本殿・幣殿・拝

殿・絵馬所がある。すなわち、本殿の規模は、高さ 5.97ｍ・間口 3.20ｍ・奥行き 3.66ｍと面積 11.71 ｍ2 である。幣殿の規

模は、高さ 4.13ｍ・間口 4.20ｍ・奥行き 5.20ｍと面積 21.84ｍ2 である。拝殿の規模は、高さ 8.50ｍ、間口 10.13ｍ、奥行き

4.20ｍと面積 42.55ｍ2 である。摂社である皇天神社の規模は、高さ 4.50ｍ、間口 2.25ｍ、奥行き 2.34ｍと面積 5.27ｍ2 で

ある。「神社資料」。 

 

写真 3-1.由義神社の由来碑 写真 3-2.由義神社のご祭神碑 写真3-3.由義神社の本殿

 

写真 3-1 は由義神社の由来碑である。写真 3-2 は由義神社のご祭神碑である。写真 3-3 は由義神社の本殿前であ

る。 

 

表 3-1.大阪府八尾市、由義神社の詳細資料 

1 主祭神 素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾐｺﾄ）、少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾐｺﾄ） 

2 神社創建 創建 800 年頃。別名は河内大社(ｶﾜﾁﾀｲｼｬ)とも呼ぶ。 

3 勧請神 
素盞嗚尊は天照大神の御兄弟であって特に天災水害疫病に霊験あらたかな武神である。少彦

名命は大和大神神社の祭神の一人、土地を開拓し国土経営と疫病に特に霊験男神。 

4 天 皇 
第 46 代孝謙天皇（ｺｳｹﾝ-ﾃﾝﾉｳ・在位期間：749-758 年）と 

第 48 代称徳天皇（ｼｮｳﾄｸ-ﾃﾝﾉｳ・在位期間：764-770 年） 

5 社格等 荘厳な大和国の式内社である河内五社の一社で、立派な旧社。 

6 主な祭事 夏祭：７月 20 日・31 日、秋祭：10 月 20 日。 

 宮 司 仁井村 寛（ニイムラ ヒロシ） 

7 鎮座地 〒５８１－００１６八尾市八尾木北 ５－１７２  

8 電話ＦＡＸ ０７２－９９１－９７２７ 

9 交通手段 近鉄高安駅より南西徒歩 20 分 

10 位 置 北緯 34 度 36 分 39 秒  東経 135 度 37 分 03 秒。標高：13.00ｍ  

11 本 殿 本殿は、高さ 5.97ｍ、間口 3.20ｍ、奥行き 3.66ｍと面積 11.71 ｍ2 

12 幣 殿 幣殿は、高さ 4.13ｍ、間口 4.20ｍ、奥行き 5.20ｍと面積 21.84ｍ2。 

13 拝 殿 拝殿は、高さ 8.50ｍ、間口 10.13ｍ、奥行き 4.20ｍと面積 42.55ｍ2。  

14 摂 社 皇大神社は、高さ 4.50ｍ、間口 2.25ｍ、奥行き 2.34ｍと面積 5.27ｍ2 を祀る。 
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15 鳥 居 1 基（最高 5.79m）明神系鳥居  

16 灯籠 石灯籠 19 基（最高 3.30ｍ、平均 2.14ｍ、最低 1.63ｍ）。 

17 神 木 中央に楠の木。 

18
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。 

  

3-2.由義神社英文由来と現在 

The 48th Emperor Shotoku favored bhikkhuni, Doukyou Yuge which was this local native place and 
appointed Daijō-Daijin-Zenzi more in Houou and gave the service that followed the Emperor. When the 
48th Emperor Shotoku established the temporary palace on the occasion of Kii royal visit for 765 years and 
dropped in, I visited it in Yuge temple. For 769 years, the 48th Emperor Shotoku assumed an imperial 
villa-based YuginoMiya just after Usa-Hatimanguu-Shintaku-Ziken of Wake no Kiyomaro. For 769 years, 
48th Emperor Shotoku was often performed a royal visit of by Yugi-no-Miya  (Nishi-no-kyou) of 
Yugi-Shrine. 

-The reign of the 46th Emperor Koken is 749-758 years.- 
-The reign of the 48th Emperor Shotoku is 764-770 years.- 

Emperor changed Kawachi Country to Kawachi-Shoku (particularly administrative area) and appointed 
Huziwara-No-Momokawa to a Director General in Kawachi-Taihu. The imperial villa of was set up on 
Takayasu-gun, a wide area of Oogata-gun around Wakae-gun which was home town of Doukyou Yuge. The 
scale used the moat which did not examine the ratio in formality in the neighborhood and was one company 
of solemn Kawachi 5sya which needed a forest. 

Yugi-Shrine was destroyed by fire by repeated flames of war in the times in the middle Ages, and the 
inhabitants were divided, too. Damage covered Yugi-Shrine by a vast natural disaster and flood in the Edo 
era (1686). Ujiko enshrined Susanoo-no-Mikoto and Sukunahiko-na-Mikoto which were Reigen- rich 
Worshipped Gods. Shrine rebuilt it and called myself Yugi-Shrine. 

The repair of the Shinto shrine was done in Bunka 3(1806) year, Meiji 8(1875) year, Meiji 39(1906) year, 
Taisho 13(1924) year. Showa58 (1983) year, ujiko of Yugi-Shrine completed repair work such as Honden, 
Heiden, Haiden, Torii where superannuation was remarkable by a large amount of donation oblation. 
Uziti, ujiko is Ubusuna-gami to pray for house-luck, Gokokuhojo (bumper crop), disaster prevention. 

Honden is 5.97m in height, frontage 3.20m, 3.66m in depth and 11.71m2 in area. Heiden is 4.13m in 
height, frontage 4.20m, 5.20m in depth and 21.84m2 in area. Haiden is 8.50m in height, frontage 10.13m, 
4.20m in depth and 42.55m2 in area. Koutai-zinja is 4.50m in height, frontage 2.25m, 2.34m in depth and 
5.27 m2 in area. Torii is one engine in shinmei torii (a maximum of 5.79m). Tourou is 19 engines (a 
maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at least 1.63m). 

 

表 3-2.大阪府八尾市、由義神社の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods 
Susanoo-no-Mikoto, SukunaHiko-Na-Mikoto 

2 Foundation The foundation is about 800. We call alias Kawati-Taisha. 

3 
Enshrined 

Gods 

Susanoo-no-Mikoto is brothers of the Sun-Goddess and is the god of swordsmanship 
having a miracle for a natural disaster, a flood, an epidemic. 
SukunaHiko-Na-Mikoto is country management and miracle God whom an epidemic 
is thankful for reclaiming one of the enshrined deities of Yamato-Ōmiwa jinja, the 
land. 

4 Emperor of The reign of the 46th Emperor Koken is 749-758 years. 



 7

Japan The reign of the 48th Emperor Shotoku is 764-770 years. 

5 
Shrine 

Ranking 

Shrine Ranking is the former-sha which is excellent in one-sha of five Kawachi that are 

Shikinaisha of the Yamato country. 

6 
Annual 

Festival 
The summer festival is .31 days on July 20. The autumn festival is October 20. 

7 Site 〒581－0016  5-172, Yaogikita, Yao-shi 

8 TEL,ＦＡＸ ０７２－９９１－９７２７ 

9 Access A 20-minute walk southwestern than Kintetsu Takayasu Station 

10 
Longitude 

Latitude 
Latitude: 34°36' 39". Longitude: 135°37' 03". Altitude: 13.00m. 

11 Honden Honden is 5.97m in height, frontage 3.20m, 3.66m in depth and 11.71m2 in area 

12 Heiden Heiden is 4.13m in height, frontage 4.20m, 5.20m in depth and 21.84m2 in area. 

13 Haiden Haiden is 8.50m in height, frontage 10.13m, 4.20m in depth and 42.55m2 in area. 

14 Sassha Koutai-zinja is 4.50m in height, frontage 2.25m, 2.34m in depth and 5.27 m2 in area. 

15 Torii Torii is one engine in shinmei torii (a maximum of 5.79m). 

16 Tourou Tourou is 19 engines (a maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at least 1.63m). 

17 God tree It is a camphor tree in the center. 

 

3-3.由義神社の韓文由来と現在 

쇼우토쿠 천황은 이땅 출신의승려·도경을 총애하고 태정대신 선사, 또한, 법왕으로 임명하고, 황제에 

준하는 대우를 부여했다. 765 년 기이행차에 즈음하여 행궁을 마련하고 들르면, 유개사에 참배했다. 769 년 

와케노 키요마로의 우사하치만 신탁사건 직후 별궁을 지어 유개궁이라 했다. 별궁은 도경의 고향인 

오카네군을 중심으로 타마야스군, 오오가타군의 광범위 하게 설영되었다. 카와치국을 카와치직으로 개명한후, 

특별행정지역으로 장관에 후지와라 오타마로(후에 하크가와)를 카와치국 대부에 임명했다. 

유개신사는 유개궁(서쪽 서울)에 진고케이운 3 (769)년쇼우토쿠 천황은 종종 이곳에 행차했다. 제 46 대 

코우켄천황(718-770 년, 재위기간:749-758 년)이다. 제 48 대 쇼우토쿠 천황(718-770)년, 재위기간: 

764-770 년)이다. 

그 성역은 오사카에, 오오비로, 타마야스군에 걸쳐 광역중심 유서깊은 궁터에 후손에 의해 숭배의 정신을 

가지고 축조된 방대한 지역을 가지고 있었다. 그 규모는 격식 모두 인근과 비교할수 없을정도로 해자를 

돌렸으며 숲이 울창한 장엄한 카와치 5 사중 한개였지만 중세시대에 거듭된 전쟁으로 인해 소실되었고 

주민도 여러갈래로 갈렸다. 에도시대 죠우쿄우 3 (1686) 년지역에 천재지변, 수해가 많았다. 후손은 영험을 

새롭게 하기위해, 어제신인 스사노 오미코토、수쿠나히코나 미코토를 모셨다. 신사를 재건하고 유개 

신사라고 칭했다. 씨족은 야오기·나카타이다. 

신사의 개수는 문화 3 (1806) 년/메이지 8(1875)년・메이지 39(1906) 년/다이쇼 13(1924) 년이되었다.  

이번에 교와 58(1983) 년 고액의 정재 기부에 의해 노후한 본전·폐전·배전·에마소·도리이·데미즈야· 

고마이누그외, 부대시설의 공사를 완료했다. 가문땅과 씨족은 가운번창, 오곡풍양, 재해방제를 기원하는 

산토신(우부스나가미)이다. 

경내에는 본전·폐전·배전·에마곳이 있다. 즉, 본전의 규모는 높이 5.97m·폭 3.20m·깊이 3.66m 와 

면적 11.71m2 이다. 폐전의 규모는 높이 4.13m·폭 4.20m·깊이 5.20m 와 면적 21.84m2 이다. 배전의 규모는 

높이 8.50m, 폭 10.13m, 깊이 4.20m 와 면적 42.55m2 이다. 섭사인 코우텐 신사의 규모는 높이 4.50m, 

폭 2.25m, 깊이 2.34m 와 면적 5.27m2 이다. 「신사자료」 

 

表 3-3. 大阪府八尾市、由義神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 스사노 오미코토、수쿠나히코나 미코토 

2 신사창건 창건 800 년경。별명은 카와치다이샤로 부름。 

3 권청신 스사노 오미코토는 테라노대신의 형으로 특히, 천재수해 질병에 영험이 



 8

있는무신이다。 수쿠나히코나 미코토는 야마토 대신의 제신의 1 명으로、토지를 

개척한 국토경영과 질병에 강함 남자신。 

4 천  황 
제 46 대 코우켄 천황(재위기간：749-758 년）과 

제 48 대 쇼우토쿠 천황（재위기간：764-770 年） 

5 사격등 장엄한 야마토국의 식내사인 카와치 5 사의 한개로、화려한 구신사。 

6 주된제사 하제：７월 20 일・31 일、추제：10 월 20 일。 

7 진좌지 〒５８１－００１６야오시 야오키북 ５－１７２  

8 전화ＦＡＸ ０７２－９９１－９７２７ 

9 교통수단 긴테쯔 타마야스역에서 남서로 도보 20 분 

10 위  치  북위 34 도 36 분 39 초  동경 135 도 37 분 03 초。표고：13.00ｍ  

11 본  전 본전은、높이 5.97ｍ、폭 3.20ｍ、깊이 3.66ｍ과 면적 11.71 ｍ2 

12 헤 이 전 헤이전은、높이 4.13ｍ、폭 4.20ｍ、깊이 5.20ｍ과 면적 21.84ｍ2。 

13 배  전 배전은、높이 8.50ｍ、폭 10.13ｍ、깊이 4.20ｍ과 면적 42.55ｍ2。  

14 섭  전 코우타이 신사는、높이 4.50ｍ、폭 2.25ｍ、깊이 2.34ｍ과 면적 5.27ｍ2。 

15 도리이 1 기（최고 5.79m）메이신계 도리이  

16 등  룡 석등룡 19 기（최고 3.30ｍ、평균 2.14ｍ、최저 1.63ｍ）。 

17 신  목 중앙에 녹나무。 

18
기  타 

『신사요록』・『대일본사신씨지』에는、유개노수쿠네의 조상신。          

『카와치지』・『신명장고증』에는、미카후쯔노 미코토신・히코사시히코노 미코토 

신。유개우지의 조상신으로 타마미 무스비노 미코토와 아메노히 와시카케르야노 

미코토가 있음。 

  

3-4.由義神社の中文由来と現在 

称德天皇宠爱出身于此地僧人道镜、任命其为太政大臣禅師及法王、给予了相当于天皇的待遇。765 年行幸纪

伊时设立行宫并落脚时、参拜了弓削寺。769 年、和气清麻吕的宇佐八幡宫神托事件后不久、建起离宫并命名为

由义宫。离宫以道镜的家乡若江郡为中心、横跨高安郡、大县郡的广范围而设置。将河内国改为河内职、将其作

为特别行政区域、作为其长官任命藤原雄田麻吕(后来的百川)为河内大夫。 

称德天皇从神护景云 3(767)年起、屡次行幸了由义宫(西京)。称德天皇原为第 46 代天皇孝谦天皇(718 生、

770 年卒、在位期间为 749-758 年)、复辟后即为第 48 代天皇称德天皇(在位期间为 764-770 年)。 

在与横跨若江、大蒜、高安三郡的广域中心渊源深厚的神社遗址上、由氏子以崇敬的精神建造了此神社、并曾

有过辽阔的氏地。其规模与排场曾是近邻所无法比拟的、周围挖有护城河、拥有树林、曾是庄严的河内五社中的

一个。中世纪时、经历了接二连三的战火而被烧毁、住民亦分散至四面八方。在江户时代的贞享 3(1686）年、氏

地曾遇到多次天灾与水灾。为此、氏子祭祀了灵验显著的御祭神素盈鸣命与少席名命、重建了神社并称之为由义

神社、氏地为八尾木中田。 
神社先后于文化 3(1806)年、明治 8(1875)年、明治 39(1906)年及大正 13（1924）年被整修。昭和 58（1983）

年、用巨额的捐款完成了破旧显著的正殿、币殿、拜殿、绘马所、鸟居、手水舍、石狮子及其他附带设施的整修

工程。氏地、氏子为祈愿家运隆昌、五谷丰登、灾害防除的产土神。 
境内有正殿、币殿、拜殿及绘马所。正殿的规模为高 5.97 米、正面宽 3.20 米、进深 3.66 米、面积 11.71 平方

米。币殿的规模为高 4.13 米、正面宽 4.20 米、进深 5.20 米、面积 21.84 平方米。拜殿的规模为高 8.50 米、正

面宽 10.13 米、进深 4.20 米、面积 42.55 平方米。摄社皇天神社的规模为高 4.50 米、正面宽 2.25 米、进深 2.3
米、面积 5.27 平方米。（根据“神社资料”） 

 

表 3-4.大阪府八尾市、由義神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 素盏鸣尊、少彦名命。 

2 神社创建 创建于 800 年左右。亦称为河内大社。 

3 劝请神 素盏鸣尊为天照大神的兄弟、是对天灾水灾疫病特别灵验的武神。少彦名命是大和大神神
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社祭神之一、开拓了土地、是国土经营与疫病特别灵验的男神。 

4 天  皇 
第 46 代天皇孝謙天皇（在位期间：749-758 年） 
第 48 代天皇称德天皇（在位期间：764-770 年） 

5 神社等级 是庄严的大和国式内社的河内五社之一、宏伟的原神社。 

6 主要祭祀 夏祭：７月 20、31 日；秋祭：10 月 20 日。 

7 供奉地 邮编 581－0016、八尾市八尾木北 5-172。  

8 电话、传真 072-991-9727 

9 交  通 近铁线高安站起西南徒步 20 分钟。 

10 位  置 北纬 34 度 36 分 39 秒、东经 135 度 37 分 03 秒、标高 13.00 米。 

11 正  殿 正殿高 5.97 米、正面宽 3.20 米、进深 3.66 米、面积 11.71 平方米。 

12 币  殿 币殿高 4.13 米、正面宽 4.20 米、进深 5.20 米、面积 21.84 平方米。 

13 拜  殿 拜殿高 8.50 米、正面宽 10.13 米、进深 4.20 米、面积 42.55 平方米。  

14 摄  社 皇大神社高 4.5 米、正面宽米、进深 2.34 米、面积 5.27 平方米。 

15 鸟  居 1 座明神系鸟居、高 5.79 米。 

16 灯  笼 石灯笼 19 座（最高 3.30 米、平均高 2.14 米、最矮 1.63 米） 

17 神  木  中央有楠木。 

18
其  他 

在《神社要录》、《大日本史神祇志》中为弓削宿祢的祖神。 
在《河内志》、《神名帐考证》中为弥加布都命神、比古佐自布都命神。作为弓削氏的祖神，

可以认为是高御魂命与天日鹫翔矢命。 

  

4．由義神社の社殿 

4-1. 由義神社の社殿の写真 

本殿は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで、神殿ともいう。本殿は人が内部に入ることを想定していないため、

拝殿より小さいことが多い。内部には神体（鏡など）がおさめられる。内陣と外陣に分かれている場合は内陣に神体が納

められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうための社殿で、祭祀の時に神職な

どが着座するところでもあり、吹き抜けとされる場合が多い。 

通常、神社を訪れた際に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は拝殿の手前で拍手を打って行なう。幣殿は、祭儀を行

い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっているのが特徴で、中殿ともいう。

幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿がない神社もある。神社建築（本殿）の

特徴として①.屋根に妻を持つこと、②床を高く張ること、③瓦を用いないこと、④土壁を用いないこと、⑤装飾の質素なこ

とであることが指摘される。本殿の建築様式の大分類は、平入形式、妻入形式と複合社殿形式である。平入形式の中分

類は、神明造、流造と入母屋造である。妻入形式の中分類は春日造のみである。複合社殿形式の中分類は権現造、浅

間造、尾張造と水分造の 4 造りである。流造の小分類は、両流造、八幡造、穂高造、香椎造、織田造と近江造の６造りで

ある。入母屋造の小分類は、日吉造、吉備津造と祇園造の３造りである。春日造の小分類は熊野造、大社造、住吉造、

大鳥造、隠岐造、中山造、切妻造と入母屋造の８造りである。拝殿の建築様式は、平入拝殿、妻入拝殿、割拝殿と特異

な拝殿の４様式である。 
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写真 4-1.由義神社の本殿側面 写真 4-2.由義神社の本殿上面 写真 4-3.由義神社の本殿鰹木 

 

写真 4-1 は由義神社の本殿側面。写真 4-2 は由義神社の本殿上面。写真 4-3 は由義神社の本殿鰹木である。 

 

 
 

写真 4-4.由義神社の拝殿の正面 写真 4-5.由義神社の拝殿側面 

 

写真 4-4 は由義神社の拝殿の正面である。写真 4-5 は由義神社の拝殿側面である。写真 4-6 は本殿の前にある幣

殿奥である。。写真 4-7 は拝殿内の偏額(横)と偏額(縦)である。 

 

  
写真 4-6.本殿の前にある幣殿奥 写真 4-7.拝殿内の偏額(横)と偏額(縦) 

 

4-2.由義神社の社殿規模 

表 4-1 は八尾市、神社の拝殿規模で、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 8.50ｍ・平均値 5.45ｍ・最小値 4.13ｍである。

由義神社拝殿の高さは、平均値より高い値である。 

間口として最大値 10.13ｍ・平均値 6.57ｍ・最小値 2.25ｍである。

由義神社拝殿の間口は、平均値より長い値である。奥行きとして最

大値 8.21ｍ・平均値 4.76ｍ・最小値 2.34ｍである。 

弓削神社東の奥行きは、平均値より長い値である。面積として最

大値82.02ｍ2・平均値35.21ｍ2・最小値5.27ｍ2である。弓削神社東

の面積は、平均値より広い値である。 

 

図 4-１は、弓削神社の社殿規模（ｍ）で、測量値を図示した。図

4-2 は、由義神社と弓削神社の社殿面積のグラフである。由義神社

と弓削神社の社殿面積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（式 4-1）。

ここで、X は神社名で、Y は神社の反増しの高さである。、決定係数は R2 である。 

 

Y(社殿面積) = 14.655X -16.09  ……決定係数(R2 =0.932) …測量値……(4-1) 

 

表 4-1.弓削神社の社殿規模（ｍ） 
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由義神社と弓削神社の面積について、勾配は 14.66 であり、決定係数の R2 は 0.932 であることが判明した。 

 

 

図 4-1.弓削神社の社殿規模（ｍ） 図 4-2.弓削神社の社殿面積面（ｍ2） 

 

4-3.由義神社の摂社(皇大神社) 

皇大神社（摂社）の祭神は天照皇大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）である。すなわち、三重県伊勢市にある皇大神宮（伊勢神宮内

宮）の元宮であるとの伝承から、皇祖神で伊勢の皇大神宮の祭神である天照大神を祀る。この状態を畏怖した天皇の命

で、崇神天皇 6 年から鎮座地を求めて各地を転々とした。垂仁天皇 25 年最終的に伊勢に落ち着くが、それまでの間に

訪れた一時遷座地は、各地で元伊勢として語り継がれた。伊勢の神宮の 2 つの正宮のうちの 1 つである。 

そのため「元伊勢」を冠して称され、また特に皇大神宮（伊勢神宮内宮）の元宮であるとの伝承から、元伊勢皇大神宮ま

たは元伊勢内宮とも称される。（http://ja.wikipedia.org/wiki/） 

 

 

 

写真 4-8.皇大神社の正面と偏額 写真 4-9.皇大神社の正面

 

 皇大神社（摂社）の規模は、高さ 4.50ｍ、間口 2.25ｍ、奥行き 2.34ｍ、面積 5.27ｍ2 である皇大神社の高さ 4.50ｍは幣

殿の高さ 4.13ｍより高く、社殿の平均値より小さい規模であることが確認できる。写真 4-8 は皇大神社の正面と偏額であ

る。写真 4-9 は皇大神社の正面で測量班の写真である。 

 

5.由義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。 

由義神社の鳥居には、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
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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。 

 

5-1.由義神社の鳥居の写真 

 

   
写真 5-1.由義神社正面の明神鳥居 写真 5-2. 由義神社の鳥居の額 写真 5-3.由義神社の破損した鳥居

 

写真 5-1 は由義神社正面の 1 の鳥居で、明神系鳥居。写真 5-2 は由義神社の中央部にある偏額。写真 5-3 は由

義神社の破損した鳥居である。 

 

5-2.由義神社の鳥居の測量値 

表 5-1 は、由義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 5-1.河内国五大宮神社の鳥居測量値（m） 図 5-1.河内国五大神社の反増し（m） 

 

 

柱間距離では、最大値は枚岡神社（519m）、平均値は 3.83m と最小値は弓削東神社（2.51ｍ）である。貫上の高さで

は、最大値は枚岡神社（6.14m）、平均値は 4.47m と最小値は弓削東神社（2.81ｍ）である。笠木上の高さでは、最大値

枚岡神社（7.21m）、平均値は 5.34m と最小値は弓削東神社（3.37ｍ）である。反り増しの高さでは、最大値は枚岡神社

（8.11m）、平均値は 6.11m と最小値は弓削東神社（5.31ｍである。 

由義神社の鳥居から他の神社との測量値について解析を行った。由義神社の柱間距離 3.72ｍは、平均値 4.16m より

低い、弓削東神社と弓削神社 3.72ｍと同じである。由義神社の貫下の高さ 4.10ｍは、平均値 4.38m より低い、弓削東神

社 3.98ｍと弓削神社 3.96ｍより高い値である。由義神社の貫上の高さ 4.44ｍは、平均値 4.85m より低い、弓削東神社と

弓削神社 4.28ｍより高い値である。由義神社の笠木下の高さ 5.00ｍは、平均値 5.46m より低い、弓削東神社と弓削神社

4.77ｍより高い値である。由義神社の笠木上の高さ 5.46ｍは、平均値 5.72mより低い、弓削東神社と弓削神社 5.01ｍより

高い値である。表 5-1 は、河内国五神社とは、枚岡神社、恩智神社、弓削東神社、弓削神社および由義神社である。こ

こでは、各神社の正面鳥居の測量値である。図5-1は、河内国五大神社と反増しとの関係図を表示した。河内国五大神

社と反増し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（式

5-1）。ここで、X は神社名で、Y は神社の反増しの高さである。、決定係数は R2 である。 
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Y(神社の反増しの高さ) = 0.632X +4.214  ……決定係数(R2 =0.741) …測量値……(5-1) 

 

由義神社の正面鳥居の高さは、枚岡神社・恩智神社より低く、弓削東神社・弓削神社より高い値である。決定係数の

R2 は 0.741 であることが判明した。 

 

河内国五ﾂ之宮神社には、５基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-2 は河内国五ﾂ之宮神社鳥居の柱間距離と笠木

高さとの関係図のデータである。Ｘ表示は笠木上で、▲表示は笠木下のデータである。河内国五ﾂ之宮神社の５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）の曲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) = -0.236(柱間距離) 2 +3.028X -2.754  ……決定係数(R2 =0.982) …測量値……(4-2)) 

Y(笠木下の高さ▲) =-0.275(柱間距離) 2 +3.176X -3.072  ……決定係数(R2 =0.990)  …測量値……(4-3) 

 

笠木上と笠木下の決定係数は、0.982 と 0.990 で、その差は 0.008 であることが判明した。 

 

 

図 5-2.河内国五大神社の柱間距離と笠木高さ（ｍ） 図 5-3. 河内国五大神社の柱間距離と貫高さ（ｍ） 

 

河内国五ﾂ之宮神社には、５基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-3 は河内国五ﾂ之宮神社鳥居の柱間距離と貫高

さとの関係図のデータである。■表示は貫上で、◆表示は貫下のデータである。河内国五ﾂ之宮神社の５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）の曲線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■) = -0.202(柱間距離)2 +2.742X -2.614  ……決定係数(R2 =0.996) …測量値……(5-4) 

Y(貫下の高さ◆) = -0.232(柱間距離)2 +2.634X -2.541  ……決定係数(R2 =0.996)  …測量値……(5-5) 

 

貫上と貫下の決定係数は、共の 0.996 であることが判明した。 

 

6.由義神社の石灯籠と数値解析 

6-1.由義神社の石灯籠の写真 
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。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。 基礎は、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、春日型は、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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写真 6-1.本殿前の左右 写真 6-2.本殿の横と左 写真 6-3.幣殿左 

 

写真 6-1 は本殿前の左右である。写真 6-2 は本殿の横と左側である。写真 6-3 は幣殿左。写真 6-4 は拝殿左、写真

6-5 は拝殿前左、写真 6-6 は碑壇左、中、右側である。写真 6-7 は鳥居の横である。写真 6-8 は本殿右。写真 6-9 は

幣殿右である。写真 6-10 は拝殿右と前右である。写真 6-11 は鳥居の左。写真 6-12 は玉垣内 3 灯籠である。 

 

  
 

写真 6-4.拝殿左 写真 6-5.拝殿前左 写真 6-6.碑壇左、中、右側である 
 

    
写真 6-7.鳥居の横 写真 6-8.本殿右 写真 6-9.幣殿右 写真 6-10.拝殿右と前右 

 

 

 
写真 6-11.鳥居の左 写真 6-12.玉垣内 3 灯籠



 15

6-2.由義神社の石灯籠の測量値 
 

表 6-1.八尾市、由義神社の石灯籠の計測値 

 

 

表 6-1 は.由義神社の石灯籠測量値である。高さは 1.63～3.30ｍの範囲で、平均値は 2.14ｍである。灯籠型式としては、神

前型･御神燈、神前型･常夜燈および神前型･獣燈の３タイプである。石灯籠の建立年代としては、昭和 58（1983）年～貞享 03

（1687）年の年間である(図 6-1)。図 6-1 は、八尾市、由義神社の石灯籠の位置順である。 

 

図 6-1.八尾市、由義神社の石灯籠の位置順 図 6-2.八尾市、由義神社の石灯籠の高さ順 

 

図 6-2 は、八尾市、由義神社の石灯籠の高さ順である。由義神社の石灯籠の高さ順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 は灯籠の位置で、Y は灯籠の高さ、決定係

数は R2 である。右の式は Y(灯籠の高さ■) = 00057X2 -0.432Ｘ +1.922  決定係数(R2 =0.8497)である。   

 

7.おわりに 

7-1.由義神社の社殿建築 

由義神社の社殿建築は、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。由義神社の高さ

（4.58m）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。由義神社の間口（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。由義神社の

奥行き（4.97m）は、10 神社の中で最も狭い長い値である。 
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7-2.由義神社の鳥居 

河内国五神社とは、枚岡神社、恩智神社、弓削東神社、弓削神社および由義神社である。ここで、各神社における

正面鳥居の測量値について解析を行った。柱間距離では、最大値は枚岡神社 519m、平均値は 4.16m、最小値は弓

削東神社と弓削神社3.72ｍである。貫下の高さでは、最大値は枚岡神社5.24m、平均値は4.38m、最小値は弓削東神

社と弓削神社 3.96ｍである。貫上の高さでは、最大値は枚岡神社 6.14m、平均値は 4.85m、最小値は弓削東神社と弓

削神社4.28ｍである。笠木下の高さでは、最大値枚岡神社6.93m、平均値は5.46m、最小値は弓削東神社と弓削神社

4.77ｍである。笠木上の高さでは、最大値枚岡神社 7.21m、平均値は 5.72m、最小値は弓削東神社と弓削神社 5.01ｍ

である。反増し高さでは、最大値は枚岡神社 8.11m、平均値は 6.19m、最小値は弓削東神社と弓削神社 5.31ｍである。

河内国五神社とは、枚岡神社、恩智神社、弓削東神社、弓削神社および由義神社である。ここでは、各神社の正面鳥

居の測量値である河内国五大神社と反増しとの関係を表示した。河内国五大神社と反増しの高さの関係を究明するた

め考察方法として、由義神社の正面鳥居の高さは、枚岡神社・恩智神社より低く、弓削東神社・弓削神社より高い値で

ある。 

7-3.由義神社の石灯籠 

由義神社の石灯籠測量値である。高さは 1.63～3.30ｍの範囲で、平均値は 2.14ｍである。灯籠型式としては、神前

型･御神燈、神前型･常夜燈および神前型･獣燈の３タイプである。石灯籠の建立年代としては、昭和 58（1983）年～貞享

03（1687）年の年間である。八尾市、由義神社の石灯籠の高さ順である。由義神社の石灯籠の高さ順の高さの関係を究

明するため考察方法として、八尾市、由義神社の石灯籠の高さ順の傾向について、解明することができた。 

 

7-4. 由義神社の経緯度 

図 7-1 は八尾市、由義神社を含む北緯のグラフである。北緯３４度 36 分の神社名は①弓削神社西、②樟本神社、③

樟本南、④弓削神社東、⑤恩智神社、⑥樟本北、⑦渋川神社、⑧住吉大社および⑨法隆寺である。すなわち、北緯が

垂直に並んであることが見られた。さらに、北緯３４度 37 分の神社名は，①由義神社、②許麻神社、③八尾天満宮、④

八尾神社である。 

図 7-2 は八尾市、由義神社を含む北緯と東経の関係である。東経 135 度 33 分は柴籬神社であり、135 度 35 分は①

八尾神社、②八尾天、③樟本北社、④樟本南社、⑤樟本神社、⑥許麻神社、⑦渋川神社、⑧穴太神社であり、135

度.36 分は弓削神社であり、135 度.37 分は弓削東社、由義神社であり、135 度.38 分は恩智神社であり、135 度 39 枚岡

神社である。 

 

図 7-2 は、北緯３４度 36 分と東経 135 度 35 分を交差地として、左右や上下に鎮座していることが確認された。さらに、

東経 135 度 33 分の柴籬神社から交差地の神社から枚岡神社までは、東北から西南方向には一直線状に観察された。 
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図 7-1.八尾市、由義神社を含む北緯のグラフ 図 7-2.八尾市、由義神社を含む北緯と東経 

 

 

7-5.奈良時代の陵墓 

7-5a. 奈良時代の陵墓の経緯度 

第 46 代孝謙天皇陵・第 48 代称徳天皇陵である高野陵

を考察した。 

①所在地：奈良県奈良市山陵町 113、②形状：前方後円墳。 

③規模：全長・127ｍ、前方部幅 70ｍ、前方部高 14.8ｍ、後円部径

84ｍ、後円部高 11.8ｍ。④築造年代：8 世紀後半・・・？。 

⑤史跡指定：宮内庁治定「高野陵 （たかの-の-みささぎ）」 

御陵の西面は、三段築成の前方後円墳で、後円部は多少変形し、

浅い濠である。古墳名は佐紀高塚古墳群である。 

写真 7-1 は称徳天皇陵墓の案内標識と参道である。 

 

   

写真 7-2.宮内庁の

陵墓札舎 

写真 7-3.第 46 代孝謙天皇陵・第 48 代称徳天皇陵

である高野陵の遥拝所と鳥居 

写真 7-4.称徳

天皇陵の石標

 

写真 7-2 は宮内庁の陵墓札舎である。写真 7-3 は第 46 代孝謙天皇陵＝第 48 代称徳天皇陵である

高野陵の遥拝所と鳥居の全景である。写真 7-4 は第 46 代孝謙天皇陵＝第 48 代称徳天皇陵である高野

陵の石標である。 

 

 
図表 7-1 は奈良時代、天皇陵墓の北緯と東経との関係を表示した。奈良時代の第 47 代淳仁天皇陵墓は天皇陵

墓の北緯と東経との関係において、最も小さい値である。東経の平均値は 135 度 50 分である。この平均値の上下

に垂直線上に御陵が分布していることが、明確に判明できた。   

 

 

写真 7-1.称徳天皇陵墓の案内標識と参道

 

図表 7-1 は奈良時代、天皇陵墓の北緯と東経との関係 
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図表 7-2 は白鳳・奈良時代、天皇陵墓と北緯との関係ずである。左図は歴代天皇順であり、右図は天皇と陵

墓の北緯順である。最北端は①39 代弘文天皇陵墓であり、②番目のに最北端は 38 代天智である。34 度 42 分の天

皇陵墓は、③46 代孝謙天皇＝48 代稱徳天皇、⑤44 代元正、⑥43 代元明である。その後の順は、⑦45 代聖武、⑧49

代光仁、⑨41 代持統、⑩40 代天武、⑪42 代文武と⑫47 代淳仁である。。天皇陵墓の天皇陵墓と北緯との関係をを究

明するための考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる（図表 7-2 の右図）。 

 

7-5ｂ.奈良時代の陵墓の標高 
 

 

図表 7-3.奈良時代、天皇陵墓の標高（ｍ） 

 
図表 7-3 は奈良時代、天皇陵墓の標高である。第 49 代光仁天皇 406m で最高位である。42 代文武天皇 139m で 2

位、44 代元正天皇 119m で 4 位、41 代持統天皇 105m で 6 位、39 代弘文天皇と 46 代孝謙天皇＝48 代稱徳天皇 88m

で 7 位、、45 代聖武天皇 72m で 10 位、39 代天智天皇 57m で 11 位、47 代淳仁天皇 30m で 12 位である。天皇陵墓

の標高を究明するため考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる（図表 7-3 の右図）。 

  

7-5ｃ. 奈良時代の陵墓の陵高 

図表 7-4 は奈良時代の天皇陵墓高である。１位の 46 代孝謙天皇陵＝48 代稱徳天皇陵高の 18ｍで、２位の 44 代元

正天皇陵高は 16ｍ、３位の 47 代淳仁天皇陵高は 10ｍである。4 位の４７代淳仁天皇陵高は 10ｍ、５位の 40 代天武と

41 代持統天皇陵高は 9ｍで同陵に安置している。７代の 38 代天智天皇陵高は 8ｍと 8 代の 42 代文武天皇陵高は 5ｍ

 

図表 7-2.白鳳・奈良時代、天皇陵墓と北緯との関係 
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である。天皇の陵墓高を究明するためには、考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる（図表 7-4

の右図）。 

 

  

図表 7-4.奈良時代、天皇の陵墓高（ｍ） 

 

7-5ｄ.奈良時代の陵墓の全長 

 

 

図表 7-5.奈良時代、天皇陵墓の全長（ｍ） 

 

図表 7-5 は奈良時代の天皇陵墓全長である。最高は 47 代淳仁天皇陵 860ｍで、その半分が 43 代元明 411ｍであ

り、200ｍ代の天皇陵墓全長は 42 代文武 258ｍ、100ｍ以上の天皇陵墓全長は 44 代元正 192ｍと 46 代孝謙＝48 代稱

徳 127 である。100ｍ以下の天皇陵墓全長は、聖武 80ｍ・天智 70ｍ・天武 50ｍ・持統 50 および 49 代の光仁天皇 50ｍ

である。天皇陵墓の全長を究明するためには、考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる（図表 7-5

の右図）。 

 

7-6.飛鳥/奈良時代の陵墓 

7-6a.飛鳥/奈良時代の陵墓の経緯度 

 

図 7-2.飛鳥・奈良時代陵墓の天皇順の北緯 図 7-3.飛鳥・奈良時代陵墓の北緯順 
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図 7-2 は飛鳥・奈良時代陵墓の天皇順の北緯である。図 7-3

は飛鳥・奈良時代陵墓の北緯順である。最北端は 39 代弘文天

皇陵墓 35 度 01 分である。②38 代天智 34 59 分。 34 度 42

分は、③43 代元明、④44 代元正、⑤46 代孝謙、⑥48 代稱徳

天皇陵墓である。⑦45 代聖武は 34 度 41 分、⑧49 代光仁は

34 度 39 分、⑨27 代安閑は 34 度 32 分。34 度 31 分の天皇

陵墓は⑩30 代敏達、⑫31 代用明、⑬33 代推古、⑭36 代孝

徳天皇である。⑮34 代舒明 34 度 30 分である。34 度 29 分の

⑯32 代崇峻、⑰35 代皇極と⑱37 代齊明天皇である。34 度

28 分の天皇陵墓は⑱28 代宣化、⑳29 代欽明、40 代天武と

41 代持統である。最南端は 42 代文武 34 度 27 分、47 代淳

仁 34 度 15 分である。 

図 7-4 は飛鳥・奈良時代の陵墓の東経と北緯との関係図である。■表示は 46 代孝謙と 48 代稱徳天皇陵墓

である。◆表示は 46 代孝謙＝48 代稱徳天皇陵墓以外である。東経 135.4 度から 135.6 度の間に垂直に

埋葬していることが判明した。 

 

7-6ｂ.飛鳥/奈良時代の陵墓の標高 

 
図 7-5.飛鳥・奈良時代の陵墓の標高（ｍ） 

 

図 7-5 は飛鳥・奈良時代の陵墓の標高である。左図は歴代天皇の順の表示し、右図は歴代天皇の標高順の表

示している。32代崇峻天皇の陵墓標高は170m、34代舒明143m、42文武139mである。陵墓の標高88ｍは、5天皇陵、

29 代欽明 88m、31 代用明 88m、39 代弘文 88m、46 代孝謙 88m・48 代稱徳 88m である。標高 87ｍの陵墓は 33 代推古

と孝徳天皇である。最も低い天皇陵は、30 代敏達天皇陵 43m、27 代安閑天皇陵 38m と 47 代淳仁天皇陵 30m である。 

  

7-6ｃ.飛鳥/奈良時代の陵墓の陵高 

図表 7-6 の左図は飛鳥・奈良時代の陵高である。左図は歴代天皇の順の表示し、

未確認の陵高が多いことが見られる。一方。右図は歴代天皇の陵高順の表示し、確

認ている陵高と未確認の陵高を羅列している白い部分である。高い順から纏めると 46

代孝謙＝48 代稱徳 18ｍ（1 位）で、44 代元正 16ｍ（3 位）、27 代安閑 13ｍ（4 位）、33 代推古

12ｍ（5 位）、30 代敏達（6 位）と 31 代用明 11ｍ（7 位）であり、47 代淳仁 10ｍ（8 位）である。9

ｍの陵高 9ｍは、32 代崇峻 9ｍ（9 位）・40 代天武 9ｍ（10 位）・41 代持統 9ｍ（11 位）であり、

38 代天智は 8ｍ（12 位）で、42 代文武は 5ｍ（13 位）である。（表 7-1）。飛鳥/奈良時代の

天皇陵墓高を究明する考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる

（図表 7-6 の右図）。 

 

 

図 7-4.飛鳥・奈良時代の陵墓の東経と北緯

表 7-1.陵墓の陵高 
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図 7-6.飛鳥・奈良時代の天皇陵墓と陵高（ｍ） 

 

7-6ｃ.飛鳥/奈良時代の陵墓の全長 

 

図表 7-6.飛鳥・奈良時代の天皇陵墓と全長（ｍ） 

 

図表 7-6 の左図は飛鳥・奈良時代の天皇陵墓と全長である。47 代淳仁天皇陵墓(1 位)と全長は 860ｍでさあいこ

うである。次に高い天皇陵墓と全長は、43 代元明天皇の 411ｍ（2 位）である。200～300ｍ間の全長は、③33 代推古

295ｍ、④42 代文武 258ｍと⑤32 代崇峻 242ｍである。100～200ｍ間の全長は、⑥44 代元正 192ｍ、⑦28 代宣化

138ｍ、⑧29 代欽明 138ｍ、⑨46 代孝謙天皇＝⑩48 代稱徳 127ｍ、⑪27 代安閑 122ｍ、⑫30 代敏達 113ｍ、⑬34

代舒明 105ｍ、⑭39 代弘文 105ｍである。100ｍ以下の全長は、⑮45 代聖武 80ｍ、⑯38 代天智 70ｍ、⑰31 代用明

67ｍ、⑱40 代天武 50ｍ、⑲41 代持統 50ｍ、⑳49 代光仁 50ｍ、35 代皇極 45ｍ、37 代齊明 45ｍと 36 代孝徳 35ｍ

である。天皇陵墓の全長を究明するため考察方法として 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる（図表 7-11 の

右図）。 
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29）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
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①由義神社 http://www.5.ocn.ne.jp/ 

②由義神社 http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/ 

③由義神社 http://www.501-600.wakkan.jp/ 

④由義神社 http://www.barakan1.exblog.jp/ 

⑤由義神社 http://www.bell.jp/pancho/ 

⑥称徳天皇 http://www.google.co.jp/ 

⑦由義神社 http://www.norichan.jp/jinja/kenkou/yugi.htm 

⑧由義宮  http://www.ryobo.fromnara.com/palace/ 

⑨由義宮  http://www.weblio.jp/content/ 
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⑩由義宮  http://www.ja.wikipedia.org/wiki/ 

⑪孝徳天皇 http://www.yaomania.jp/data/ 
http://www.xhotzone.net/vh/27a/vh08091502.php 

 

Ⅰ② 

別図 1.河内国五社の由義神社の境内配置図 

 

 

別表 1. 称徳天皇と由義宮（弓削道鏡）・由義神社の年表 

和 歴 西暦 内     容 

用明 02 587 
31 代用明天皇（585-587）、物部守屋や弓削道鏡は物部尾輿の子孫である。               

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 30 622 33 代推古天皇（593-628）、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



 24

厩戸王の後世の呼称。 ３１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。仏教を厚く信仰し興隆につとめた。            

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。 

推古 30 626 

33 代推古天皇（593-628）、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

年間に亘り権勢を振るい、蘇我氏の全盛時代を築く。親は 蘇我稲目。子は 蘇我蝦夷。 

文武 04 700 

42 代文武天皇（697-707）、弓削道鏡（700～772）の河内国弓削郷（現八尾市弓削）にて出生。 

3 月僧道昭没、火葬される。6 月刑部親王、藤原不比等らに律令の撰定を命ずる。43 代元明天皇

（707-715）㊛、古事記(太安万呂)。出羽の国を置く。 

和銅 06 ７１３ 43 代元明天皇（707-715）㊛、風土記撰上の詔。丹後、美作、大隅国を置く。 

養老 02 ７１８ 
44 代元正天皇（715-724）、阿部内親王（第 46 代孝謙＝第 48 代称徳天皇）生まれる。養老律令成る

〈藤原不比等〉。薬師寺を奈良に移す(三重塔)。薬師寺金堂薬師三尊像。法隆寺西堂。 

養老 03 719 44 代元正天皇（715-724）、百姓に右襟を命ず。新羅､騾馬を献ず。 

養老 04 720 44 代元正天皇（715-724）、大伴旅人､集人討つ。日本書紀（舎人親王）。 

聖武元 724 44 代元正天皇（715-724）、渡島蝦夷を打つ。多賀城を築く。 

神亀 04 728 45 代聖武天皇（724-749）、文章博士１名を置く。 

天平元 729 45 代聖武天皇（724-749）、左大臣長屋王(天武天皇孫)の事件。 

天平 02 730 45 代聖武天皇（724-749）、皇后官職に施薬院を置く。 

天平 03 731 45 代聖武天皇（724-749）、大宰府廃止。 

天平 04 732 45 代聖武天皇（724-749）、新羅､鸚鵡等を献ず。その請願により､貢使を３年に 1 度とす。 

天平 06 734 45 代聖武天皇（724-749）、相撲節会を初め。 

天平 10 738 
45 代聖武天皇（724-749）、阿倍内親王が立太子し、史上唯一の女性皇太子となった。 

新羅使を放還。 

天平 12 740 45 代聖武天皇（724-749）、藤原広嗣の乱。 

天平 13 741 45 代聖武天皇（724-749）、山背恭仁（くに)京に遷都。 

天平 14 742 
45 代聖武天皇（724-749）、元正上皇の御前で五節舞を披露している。大宰府廃止。 

新羅使を放還。 

天平 15 743 45 代聖武天皇（724-749）、新羅使の無礼を責め放還。 

天平 16 744 
45 代聖武天皇（724-749）、安積親王が没し、第 45 代聖武天皇の皇子はなかった。 

難波宮に遷都。 

天平 17 745 45 代聖武天皇（724-749）、僧玄昉左遷。大宰府復活。 

天平１９ ７４７ 
46 代聖武天皇（724-749）、１月 東大寺、良弁僧正の使人として沙彌道鏡が歴史に登場する（正倉

院文書）。  

天平 

勝宝元 
749 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、父・第 45 代孝謙聖武天皇の譲位により、第 46 代孝謙天皇即位。藤原

仲麻呂を大納言。日本の在位史上６人目の女帝。天平勝宝と改元。１０月東大寺大仏鋳造。 

天平 

勝宝 02 
750 1 月、吉備真備、筑前守に左遷。9 月、藤原清河、遣唐使に任じられる（副使：大伴古麻呂）。 

天平 

勝宝 0４ 
７５２ 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、４月東大寺の大仏開眼 。仏足石記・仏足石碑成る。新羅国王子を派

遣。 

天平 

勝宝 0５ 
７５３ 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、４月法師道鏡の名で書が残される (正倉院文書）。 

道鏡は内裏に入り如意法輪を行った（水鏡）。 渤海使来朝。   

天平 

勝宝 0６ 
７５４ 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、１月遣唐使吉備真備唐より帰国。唐僧鑑真来朝。4 月、鑑真、東大寺

大仏殿前に戒壇を備え聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇、その他約 440 名に授戒する(天平

勝宝 6 年 4 月）。7 月、宮子太皇太后没。 ９月東大寺戒壇院成る。 
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天平 

勝宝 07 
７５5 9 月、鑑真、東大寺に戒壇院を設置。 

天平 

勝宝 08 
756 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、2 月、橘諸兄、隠退。 ５月聖武法王崩御(56 歳)、遺品を東大寺等に

収蔵(正倉院御物)。東大寺正倉院できる。橘諸兄、大伴家持により、万葉集第一次編纂。 

天平 

宝字元 
757 

第 46 代孝謙天皇〈女帝：749-758〉は、自身の意向として舎人親王の子大炊王を新たな皇太子とし

た。1 月橘諸兄没(74 歳)、3 月皇太子に不都合な行動があるとして道祖王を廃し。4 月大炊王立太

子、藤原仲麻呂、紫微内相となる。5月「養老律令」施行される。7月「橘奈良麻呂の乱」起こる、大伴

古麻呂、拷問の上殺害される。 

天平 

宝字 02 
758 

46 代孝謙天皇（749-758）㊛、第 46 代孝謙天皇は病気であった光明皇太后に仕えるために退位し

た。８月 第 46 代孝謙天皇護位し、大炊王（第 47 代淳仁天皇）に天皇即位を譲位した。 

天平 

宝字 03 
759 

4７代淳仁天皇（758-764）、上皇時代、光明皇太后が第 47 代淳仁天皇の父・舎人親王に尊号を贈

ることを提案した。８月 唐招提寺創建。万葉集。  

天平 

宝字 04 
760 

4７代淳仁天皇（758-764）、光明皇太后が崩御すると、孝謙上皇と仲麻呂・第 47 代淳仁天皇の関係

は微妙。病に伏せった孝謙上皇は、看病に当たった弓削氏の僧・道鏡を寵愛するようになった。 

天平 

宝字 0５ 
７６1 

4７代淳仁天皇（758-764）、１月筑紫国観世音寺、下野国薬師寺戒壇院建立。 

10 月保良宮（近江石山）を北京。 

天平 

宝字 06 
762 

4７代淳仁天皇（758-764）、第 47 代淳仁天皇は平城宮に戻り、孝謙上皇は平城京に入らず法華寺

に住居を定めた。４月 保良宮で病んだ孝謙上皇を道鏡が看病、 宿曜秘法を行う（宿曜占文抄）。

５月孝謙上皇と淳仁天皇が対立し、上皇出家。６月孝謙上皇は五位以上の官人を呼び出し、第 47

代淳仁天皇が不孝であることをもって仏門に入って別居することを表明。さらに国家の大事である政

務を自分が執ると宣言した。法師道鏡の書状が残される（正倉院文書） 、孝謙上皇再び大権を行

使する。河内狭山池を修造。 

天平 

宝字 07 
763 

4７代淳仁天皇（758-764）、764 年には道鏡や吉備真備といった孝謙派が要職に就く。５月鑑真和

上没。９月少僧都慈訓を廃して道鏡が任ぜられる （続日本紀）。鑑真和上像。 

天平 

宝字 08 
764 

48 代称徳天皇（764-770）㊛、第 49 代光仁天皇后・上内親王。大和・河内・山城等の池を造成。９月

道鏡、大臣禅師に任ぜられる（続日本紀）。孝謙上皇、国家鎮護を祈願し西大寺建立発願（西大寺

資材流記帳）。反上皇派の藤原仲麻呂が乱を起し、失敗。仲麻呂は太政官印を奪取して近江国に

逃走したが殺害。第 48 代称徳天皇は由義宮（ユギ・弓削宮の佳字、西の京）が置かれた地。弓削寺

（竜華寺）とともに当社を氏神社とした。仲麻呂敗死の知らせが届いたには左遷されていた藤原豊成

を右大臣、道鏡を大臣禅師とした。9 月仲麻呂によって変えられた官庁名を旧に復し。１０月淳仁天

皇を淡路に流し、孝謙上皇重祚、第 47 代淳仁天皇を廃して大炊親王とし、淡路公に封じて流刑とし

た。 

天平 

神護元 
765 

48 代称徳天皇（764-770）㊛、重祚後の治世、飢饉や和気王の謀叛事件が起きるなど、乱後の政情

は不安定であった。8 月、和気王、謀反の罪で処刑。９月河内弓削に行宮を拡張し、由義宮の建設

を開始。10 月道鏡太政大臣禅師に任命 （続日本紀）。称徳天皇は道鏡の故郷の弓削寺に行幸、

淳仁天皇自害する(33 歳)。11 月僧侶参加の異例の大嘗祭行われる。 

天平 

神護 02 
766 

48 代称徳天皇（764-770）㊛、重祚後の治世、１０月海龍王寺で仏舎利が出現したとして、道鏡法王

となる（続日本記）。藤原永手を左大臣に、吉備真備は右大臣となる。仏像を道鏡の下には法臣、僧

侶の大臣が設置され、弓削御浄浄人が中納言となり道鏡勢力が拡充。称徳天皇は、各大寺に行幸

した。一方で、仏像を伊勢神宮や宇佐八幡宮内に神宮寺を建立する神仏習合がさらに進んだ。西

大寺造営開始され、西大寺拡張や西隆寺造営など仏教政策を推進。 

神護 

景雲元 
767 3 月法王宮職が置かれる。伊治城（陸奥国）完成する。最澄、比叡山麓で生誕。 

神護 

景雲 02 
768 道鏡の弟子、基真、海龍王寺毘沙門天像から出た仏舎利捏造の罪等で飛騨国に流される。 

神護 

景雲 03 
769 

48 代称徳天皇（764-770）㊛、重祚(ﾁﾖｳｿ)のための道鏡を重用し、郷里に設けられた行宮で由義宮

となし、「西の京」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。
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河内国を河内職と改め，特別行政地域とした。河内国若江郡の弓削氏出身の僧道鏡を寵幸し，太

政大臣禅師と法王に任じ，供御は天皇に準ずる待遇を与えた。 

奈良時代，河内国の離宮。八尾市八尾木北の由義神社境内に「由義宮旧址」の石碑がある。 

１月道鏡、「西の宮」前殿において大臣以下の拝賀を受ける。5 月【不破内親王の呪詛事件】称徳天

皇を呪詛したとされ、不破内親王（称徳天皇の異母姉妹）追放、その子・氷上志計志麻呂（しけしま

ろ）、配流される。0９月称徳天皇と道鏡は、清麻呂を改名し因幡員外介として左遷し、大隅国へ配

流。宇佐八幡神託事件（続日本紀）。 

10 月称徳天皇、河内行幸、由義宮・西京の龍華寺に市をたて遊び、綿、塩を同寺に施入。天皇は

道鏡の出身地，若江郡弓削郷に由義宮とする離宮「西の京」を建て，行幸した（続日本紀）。宮域は

若江・大縣・高安三県の広域で、河内五社の一つである。神護景雲（ｼﾞﾝｺﾞｹｲｳﾝ）は、日本元号の

一つである。詔により由義宮を西京とし、河内国を河内識とされる。 

宝亀元 770 

48 代称徳天皇（764-770）㊛、死と後継、称徳天皇は再び由義宮に行幸した。３月に発病し、病臥す

る事になる。称徳天皇は生涯独身であり、子はなかった。道鏡を配流、清麻呂は招還。安部仲麻

呂，唐に客死。１月由義宮造営の為、大県、若江、高安三郡の宮域に住む百姓の居宅を買収する。

２月称徳天皇、由義宮の行幸時に船連浄足ら帰化人（男女 230 名）が歌垣開催（続日本紀）。３月大

和川で宴遊する渡来系の氏族による歌垣を見る。 

４月称徳天皇、仲麻呂の乱により戦没者慰霊塔を作らせ、その中に陀羅尼経を印刷して納め、十大

寺に各十万基を寄進する。由義寺に塔を作らせる。西京より都に帰った天皇、病床に伏す。 

７月 志紀、渋川、茨田提の土木工事が行われる。８月称徳天皇、「西の宮」神殿で崩御。道鏡が下

野国へ下向した直後に河内職は河内国に戻され、造下野国薬師寺別当を任命 （続日本紀）。10

月第 48 代光仁天皇即位。 

宝亀 03 772 

49 代光仁天皇（770-781）、道鏡は失脚して下野国薬師寺別当に左遷され、弓削浄人も土佐に流さ

れ、墾田私有も再開される。由義神社付近は、弓削氏一族の本拠で、称徳天皇の死亡により権勢を

失い、４月下野より道鏡の死が知らされる （続日本紀）。 

延暦 19 800 50 代桓武天皇（781-806）、弓削神社東の創建は 800 年頃。別名は河内大社(ｶﾜﾁﾀｲｼｬ)。 

天文 22 1553 
105代後奈良天皇（1526-1557）、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 

112代霊元天皇（1663-1687）、江戸時代、ご祭神（素盞鳴尊・少彦名命）を再建して、由義神社と称

す。皇大神社を祀る。本殿左の、四角型・竿円柱灯籠 199ｍ、東弓、本殿、四角型・竿円柱、高さ

186cm。 

元禄 10 1697 113 代東山天皇（1687-1709）、本殿右の灯籠 191ｍ。 

延亨元 1744 115 代東山天皇（1735-1747）、狛犬前 203ｍ。 

宝暦 13 1763 117 代後桜町天皇（1762-1771）、庭園付近の灯籠 187ｍ。 

天明 04 1784 119 代光格天皇（1780-1817）、本殿と拝殿間の灯籠 163ｍ。 

文化 03 1806 119 代光格天皇（1780-1817）、神社改修、本殿と拝殿間の灯籠 173ｍ。 

文化 05 1808 119 代光格天皇（1780-1817）、鳥居付近の灯籠 241ｍ。 

天保 02 1813 
119 代光格天皇（1780-1817）、東弓、古史料・神名帳考証（1813）矢作神社文書には由義神社と書

かれている。 

文政 03 1920 123 代大正天皇（1912-1926）、鳥居付近の灯籠 204ｍ。 

文政 10 1927 124 代昭和天皇（1926-1989）、鳥居付近の灯籠 217ｍ。 

明治 08 1875 124 代昭和天皇（1926-1989）、神社改修。 

明治 39 1906 125 代今上天皇（1989-）、神社改修。 

大正 13 1925 
125 代今上天皇（1989-）、弓削社東（ﾐｶﾌﾂ命）・西弓削社西（ｻｼﾞﾌﾂ命）として、天日鷲翔矢命を欠

き、特選神名牒には、高御魂命・天日鷲翔矢命とある。神社改修。 

昭和 58 1983 125 代今上天皇（1989-）、神社改修。 
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別表 2.先代旧事本紀の物部氏の系図 
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別表３. 豪族・物部守屋大連（弓削連）公の系図 
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