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巻 頭 言 

                           小山 博(Hiroshi KOYAMA)       

（河内新聞社社長兼社主、・洞窟環境 NET 学会相談役） 

 

壮大な宇宙開発の未来像を描いた本「はやぶさ」が、プロジェクトマネジャ-・川口淳一郎によって、このほど発刊された。

それと軌を一にして、NPO 法人「洞窟環境 NET 学会」紀要第３号が発刊の運びとなった。「洞窟」は地球の鼓動を聴く神秘

の世界である。そこへ足を踏み入れ、魅力に取りつかれた者が集まって、その素晴らしさをより多くの人に知ってもらい、良

好な環境を整備して後世に伝えようと２００８年９月、NPO 法人「洞窟環境 NET 学会」を立ち上げた。本紀要は、会員たちが、

その熱い思いを綴った第３回の報告書である。 

 洞窟学の専門家から工学、医学、植物学の学究をはじめジャ－ナリスト、コンピュ－タ-のプログラマ-など多彩な顔触れを

揃える学会だが、牽引役は会長の沢勲氏である。大阪経済法科大学名誉教授として、専門の情報科学論を教えるかたわ

ら、2002 年から１０年間、洞窟学の講座を開き、受講学生は 4000 人を超える。また、沢勲会長は世界各地の洞窟を調査、

収集した資料を整理して 2004 年に自宅に「ミニ洞窟」を作ったのを皮切りに、2007 年には「さわ洞窟ハウス」を、そして 2009

年 6 月には集大成として「洞窟情報サロン」を完成させた。洞窟の写真や標本、模型など 1000 点を展示、一般に開放して

いる。こうした取り組みは多くの新聞、テレビでも紹介され、子どもたちが集団で見学に訪れるなど洞窟の魅力を発信する拠

点となっている。 

洞窟環境そのものは、天然の住居地としての利用に始まり、信仰・祭祀の場としても使用されてきている。過去における

人間利用の洞窟遺跡の多くは、埋蔵文化財や世界遺産として保護され、遺物の研究は過去の「洞窟環境」のみならずに当

時の人間及びその生活解析のデ－タを提供してくれている。 

 本紀要の３号では、①古代国家成立期、八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業 ～インド・中国から八尾へのシルクロ－ドの

終着点、②大阪府八尾市、古代国家成立期、仏教戦場、樟本神社(木の本)の由来と鳥居 ～物部守屋・蘇我馬子・聖徳

太子、神社の由来の４ヶ国語（日英韓中）用語～を共同研究として、執筆しました。大阪経済法科大学、関西大学校友会

には資料提供など多大な協力・ご支援を賜りましたことに感謝申し上げ巻頭のことばの結びとしたい。 

 

学会紀要の要点 

八尾市史（P366・368）による樟本神社は、次のように要約できる。敏達１２年（５８３）７月、百済にいた日羅を百済王に申

入れて日本への召喚を認めさせた。ところが百済から帰国の際、日羅は暗殺された。日羅の日本にとどまることが百済国に

とって不利と感じたからであろう。天皇は日羅を小郡の西の畔の丘に葬らしめた。これが高樹山日羅寺であったが、今は樟

本神社の神域の東側に荒れ果てた小さな寺となって、ようやく昔の名を留めている。八尾市域は当時、文化の中心地であ

った大和に隣接し、大陸文化の大和へ流入するその通路にあたっていたから他国よりは比較的早く開け、寺院も多く建立

された。その寺院の分布をみると大体、大和川の沿岸地帯と高安の山麓地帯に分けられる。 

古代国家成立期、八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業は、次のように要約できる。 

587 年  物部守屋、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦い、物部氏滅亡 

593 年  第 33 代推古天皇（女帝）時代、摂政となる、四天王寺創建、守屋の所領施入。 

594 年  第 33 代推古天皇（女帝）時代、大聖勝軍寺創建 

604 年  第 33 代推古天皇（女帝）時代、１７条憲法制定、豪族の勢力を押さえて天皇の権威を確立した功績は大。 

672 年  第 40 代天武天皇時代、日本古代最大の内乱「壬申の乱」起こる、高安城の税倉を焼く。 
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675 年  第 40 代天武天皇時代、天皇、高安城に行幸。 

1028 年 平忠常の乱が発生。1031 年に河内源氏頼信が追討する。後に、頼義、義家が活躍。 

 

地域貢献として「大阪府西淀川区にある 8 神社の由来と社殿」に関する論文は 特に、8 神社の社殿と鳥居の模型製作

は史上初の作品である。この作品は、区民祭りにも展示を行っている。これは、本学会の目指す「文化遺産の伝承」をテー

マとしたものであり、戦災・地震・台風などで被害を受けながらも、都市の中で地域住民の協力の下で生き残ってきた、最古

869 年に創建され、１０００年間の宗教的文化財に焦点を当てたものとして注目される。 

 その他に、由良薫教授の万葉集と洞窟―「三穂の石室」（和歌山・美浜町）を検分から「洞窟と万葉集」関係が深められ、

梶川伸教授の「四国遍路における洞窟の役割」の内容は、「洞窟とお遍路」関係が深められた。由良薫教授の「震災とメデ

ィア－東日本大震災をどう報じたか－」の内容は、日本史初の災害の報告である。八頭司彰久博士の「視野を広げて―金

融のグリーン化についての研究―」と上野裕博士の「戦前期日本の都市発展と都市政策・計画」は貴重な論文で後世に愛

用されると確信する。下記の表は活動報告の統計であります。最後に、「洞窟と環境」、「洞窟と寺院」、「洞窟と神社」、「洞

窟と遍路」の関係が、さらに深められたことに対して、関係各位に感謝申し上げます。 

 

表 「洞窟環境 NET 学会」紀要に発刊した年別の実践と活動報告件数 

項目 2009 年度 2010 年度 2011 年度 合計 

１. テレビ・ラジオ出演 4 5 29 38 

２. 新聞等記事 17 29 55 101 

３. 展示会 9 11 13 33 

４. 講 演 22 11 15 48 

５. 論文と資料 18 28 35 81 

６. フィールドワーク 16 8 24 48 

３年間の合計 86 92 171 349 

     

会員数（人） 20 14 26 60 

 

－ 2－



1 
 

古代国家成立期、八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業 
-古代のインド・中国から八尾へのシルクロードの終着点- 

沢 勲*・小山博**・梶田梓聞**・呉  紅敏* 

（大阪経済法科大学*、河内新聞社**） 

Buddhism War and Prince Shotoku's Achievement of Yao, 

The Ancient National Establishment Period 
―The Last Arrival of the Silk Road from Ancient India and China to Yao― 

Isao SAWA*・Hiroshi KOYAMA**・Amon KAJITA**・Hong-min WU* 
 

ABSTRACT 

The writer is investigation into Prince Shotoku great achievement of philosophy from ancient India, 
China, Korea to Yao-shi and some studies.Prince Shotoku who was the second child of the the Empress 
Youmei served as regent under the Empress Suiko, and was established a centralized government with a 
focus on the emperor in Asuka Period. 

He introduced a system of advanced cultures and continents such as KENZUISHI (Japanese official 
diplomatic delegations sent to China during the Sui dynasty) and established ‘Constitution of Article 
17’and‘twenty  crowns shop floors’ and tried to thicken the Buddhist faith flourished. Sogano-umako who 
was comrade with Prince Shotoku won the war against Mononobe-moriya of the opposition, and they 
supported the government of the Emperor. This war is an element of true understanding of the ancient 
state.  

Yao city became a battleground in many traces remain, which holds an important place considering the 
Buddhist culture and ancient nation. Here, the writers report an investigation and the result that they 
analyzed in a great achievement and a graveyard about Prince Shotoku and the 4s Emperor. 
 
キーワード：物部守屋、蘇我馬子・聖徳太子・仏教戦争地 
Key Words: Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Buddhism war place,  
Multilingual Translation， 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3 (2012), 3-26 pp］ 
 

1. はじめに 
本稿は、大阪府八尾市の大聖勝軍寺で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会八尾支部鳥居総合学術調査

（2011）報告の一部である。八尾市の西南部に位置している。行政上は大阪府八尾市太子堂 3-3-16 に属する。そこの

数理位置は北緯 34 度 36 分 48.84 秒と東経 135 度 35 分 16.88 秒を示す鎮座地である。鎮座地の標高は 11m であ

る（写真 1-1）。 
大聖勝軍寺は旧奈良街道に面して建つ高野山真言宗派の仏教寺院で、山号は神妙椋樹山（しんみょうりょうじゅさん）

である。開基は聖徳太子、本尊は植髪太子（聖徳太子）である。 聖徳太子建立三太子とは、①叡福寺の「上の太子」、

②野中寺の「中の太子」、③「下の太子」と呼ばれている。創建年は用明天皇 2（587）年、札所等は河内西国三十三箇

所 1 番、聖徳太子霊跡 2 番地である。第 31 代用明天皇は聖徳太子の父である。 
本寺院に関してはこれまで本格的な学術調査は行われていない。八尾市の隣接自治体は、大阪市と東大阪市、柏原

市、藤井寺市と松原市の 5 市および奈良県の生駒郡平群町と三郷町の 2 町である。渋川神社の周辺は大和川が流れる

旧大和川水系で、小河川も多い。市の南部には八尾空港があり、陸上自衛隊の駐屯地や民間の小型航空機に供用さ

れている。 
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物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子・聖徳太子とこの一

帯で戦い敗れたために滅亡した。しかし、物部氏傍系一族の

弓削氏、来栖氏および矢作連などは引き続きこの一帯で勢

力を維持していた。台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺

産が消失しているため、文化遺産をどのように保存できるか

が課題である。 
本論の主な事項はつぎのとおり要訳できる。①大聖勝軍寺

については緒書と縁起書を公開。②聖徳太子の活動歴には、

聖徳太子の勢力と物部系と蘇我系との関連事項を年代別に

整理。③聖徳太子偉業として、古代中央集権国家体制、冠

位十二階制定、十七条憲法制定および仏教東伝来の終着

地が理解できるように纏めた。④現八尾市の大聖勝軍寺は、

仏教戦争と言われる物部守屋が対蘇我馬子・聖徳太子との

戦いで敗れたために滅亡した所で、言い換えれば、仏教戦

争によって古代国家の運命を決定する場所がこの地域であった。⑤奈良県の飛鳥寺は、蘇我馬子・聖徳太子の大いな

る偉業である。⑥聖徳太子偉業に関連した聖徳太子廟と天皇 4 代天皇の陵を調査した結果の報告などである。 
 

2. 大聖勝軍寺の由来と縁起 

2-1. 八尾の大聖勝軍寺の由緒書 
 聖徳太子は、用明天皇と穴穂部間人皇女との間に生まれた。『日本書紀』推古天皇元（593）年 4 月己卯粂には、聖徳

太子を皇太子とし、摂政に就任したことを記述する。さらには、すでに聖人化した太子について記述がある。それによれ

ば、太子の母が厩戸で太子を生んだことや生まれながらに言葉を発したこと。成人すると十人が述べたことを間違えなく

処理したこと、深く学問を積んだことなどが書かれている。聖徳太子の死後早い時期にすでに伝説化した人物であった

ことがわかる。 
 聖徳太子と八尾との関わりを示す伝説は、太子や蘇我氏などと対立した物部守屋の本拠のひとつが八尾にあったこと

である。守屋は、河内渋川郡の阿部の館にいた。これを襲撃したのが、用明天皇 2（587）年に起きた天運の物部守屋の

滅亡事件である。このとき、太子 16 歳といわれる。鎌倉時代から盛んに制作された「太子伝記」には、この時の合戦が詳

しく書かれ、市内にいくつもの太子ゆかりの寺院や史跡がつくられていった。 
 大聖勝軍寺は、八尾市太子堂にある真言宗寺院である。本尊は秘仏の太子 16 歳の像で頭部に髪が生えた植髪太子

像である。大聖勝軍寺創建は、ひとつの伝説に彩られている。鎌倉時代末以後に多くつくられた「太子伝記」とよばれる

史料には、大聖勝軍寺創建に至る物語として聖徳太子と物部守屋との戦いについて具体的な記述がある。それは、用

明天皇 2（587）年物部守屋討伐のため、聖徳太子らが、河内渋川郡の渋川家を攻めたとき、敗れた太子が大木（梶木、

あるいは柿木）に逃れ、危機を回避したというものである。それによって、太子はこの地に寺院を創建したという。鎌倉末

期成立の山城醍醐寺蔵の「聖徳太子伝記」には「河内国神妙梶木ノ太子堂」といわれ、「律院」であるとする。また寺院名

を「野中寺」「大将大聖勝軍寺」とも言ったとする。国立国会図書館本は、江戸時代前期の写本だが、ここでは「禅院・律

院たてならへ」とあり、太子が逃れた大木は柿木である。       
 さて、近年発見された清水寺蔵の円覚上人導御の弘安元（1267）年 9 月 20 日付の「持斎念仏人数目録」には、「河内

国金光寺太子堂 274 人」とあり、「金光寺太子堂」と呼ばれる寺院が鎌倉時代中期にあったことがわかる。この史料は、

十万人上人と呼ばれた律指導御が融通念仏勧進を行った際のものだが、河内国での勧進は、現在の八尾市と東大阪

市域が中心であるため、「太子堂」とは、現在の八尾市太子堂と考えてよいだろう。「金光寺太子堂」は、西天寺沢律宗と

違う系列の律宗寺院であったと考えられる。鎌倉時代、大聖勝軍寺は、多様な名前で呼ばれていた。これは、当寺の寺

院構造と関わると思われるが、いまのところ何も明らかにはできない。 
 室町時代に入ると、康正元（1455）年孟冬（10月22日）付「大聖勝軍寺賂縁起」がつくられ、また『政覚大僧正記』文明

17 年 10 月 12 日、茶に畠山義就が横島から「大聖勝軍寺、上松工陣替」したとある。寺院名としては「大聖勝軍寺」が定

着したと考えられる。大聖勝軍寺蔵の明応 3（1494）年の「誓願舎和諧式」には大聖勝軍寺金堂とみえる。おそらくは複

数の堂舎を持つ寺院であったのであろう。（八尾市立歴史民俗資料館、2006 年） 

写真 1-1. 大聖勝軍寺の付近図 
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 聖徳太子と物部守屋との戦い関する史蹟は、後に建立された寺院そのものが史蹟と呼べるものであるが、それ以外に

もいくつもの史蹟が顕彰された。康正元（1455）年の「大聖勝軍寺略縁起」に戦場・榎城・守屋池・鏑矢塚・弓代・守屋墳

などが挙げられ、室町期には、確実に史蹟となっていた。また、柚の木も同縁起には、枝葉がいろいろな病に効く神丹と

され、多くの人々が訪ね採っていることが書かれている。また、明応 2（2493）年の「河内御陣図」に「大聖勝軍寺 ムクノ

木」と書かれ、柚木が大聖勝軍寺の象徴であったことがわかる。 
 

2-2. 八尾の大聖勝軍寺の由緒書 
 「由緒書」によれば、大聖勝軍寺の構造は、五重塔、金堂、護摩堂、本地堂、惣門と六軒の僧坊屋敷などの敷地があっ

たとするから、現在よりも規模が大きな寺院であったとみられる。また、「太子堂村除地覚」には、守屋塚などの史蹟が除

地であった。神妙柿樹は、現在でも大聖勝軍寺境内にある。古い柿は現在切り株だけが残り、その南側に何代目かの柿

がある。醍醐寺本・輪王寺本など文保（1317～1319）本の「太子伝記」では、「欄木」とある。特に輪王寺本では、太子を

隠した木が二代目とある。ところが、法隆寺蔵の「太手伝玉林抄」では、柿木とした後、文安 2（1447）年の大風のときに

被害に会い、植え替えたため、四代目の木であるとする。 
 

2-3. 八尾の大聖勝軍寺略縁起 

「大聖勝軍寺略縁起」の巻末部分、康正元（1455）年には、「戦場」「榎城」「守屋池」「鏑矢塚」「弓代」「守屋墳」などが

史跡となっていたことがわかる。また、守屋との戦いに敗れ、山中に逃げていた太子は、坂合邦氏の援軍と合流する。そ

れとともに、ある貴女に出会う。太子は、貴女から鏑矢を受け取り、再び守屋と戦った。太子は、迹見赤檮に鏑矢を与え、

守屋を狙わせる。矢は守屋の胸に当たり、守屋は援木から落ち、その首を秦河勝がかきとったという。 
この鏑矢は四天王魔王降伏の宝箭であるとされ、鏑矢塚に埋めたといわれている。弓代塚は、鏑矢塚の南に位置す

る。ここは、守屋を射落とし穴跡という。 いずれも「太子伝記」などにはない伝承である。この地域で独自に語られてきた

話である。 
 

2-4. 八尾の大聖勝軍寺の日本書紀記述 

物部守屋は、渋川の家に立て籠もった。ここは守屋の本拠のひとつで、阿都の別業とも呼ばれた。守屋はここに稲を

積んで砦とした。稲城は、これによる名称である。八尾市南木本の光蓮寺前には、稲城址の碑が建てられている。 
この池は迹見赤檮（とみのいちい）が鏑矢（かぶらや）で守屋を射落とし、秦河勝がその首を取って、この池で洗

ったとの伝えがある。迹見赤檮は敏達天皇の皇子である押坂彦人大兄皇子（おしさかのひこひとのおおえのみこ）

の舎人（とねり）であった。押坂彦人大兄皇子は、この戦いには参加せず、迹見赤檮を代理で参戦させた。大聖勝

軍寺の近くに迹見赤檮が守屋を射落とすのに用いた鏑矢を埋めた｢鏑矢塚｣がある。また、竜華中学校の南にある

「迹見赤檮発箭地（はっせんち）史跡弓代」と書かれた弓代（ゆみしろ）塚がある。迹見赤檮は物部軍壊滅のきっか

けとなった軍功に対して｢田一万頃を以って迹見首赤檮に賜う｣と日本書紀に書かれている。戦いの後、物部の土

地であった渋川郡の弓削（ゆげ）、鞍作（くらつくり）、志紀郡の志紀などの土地は部民とともに聖徳太子が建てた四

天王寺に献納された。http://www.geocities.jp/general_sasaki/shotoku-kosenjyo.html 
 

2-5. 現八尾市の大聖勝軍寺の歴史 

594 年。飛鳥時代、用明天皇の在位は 585～587 年、大聖勝軍寺創建（587 年）。大聖勝軍寺は、この地は渋川の阿

都（あと）と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。

587年、瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を

感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼ

そうと謀った攻防戦の主戦場である。  
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写真 2-1.大聖勝軍寺の正門

の右側 
写真 2-2. 大聖勝軍寺の太子

と四天王の由来 
写真 2-3.大聖勝軍寺の山門 写真 2-4.大聖勝軍寺の太子堂

 
写真 2-1 は、大聖勝軍寺の正門の右側にある太子と四天王の石造である。写真 2-2 は、大聖勝軍寺の太子と四天王の

由来である。写真 2-3 は大聖勝軍寺の山門である。写真 2-4 は大聖勝軍寺の太子堂である。 
 

 

 

 
写真 2-5.大聖勝軍寺に飾ら

れた聖徳太子像 
写真 2-6.大聖勝軍寺の中央

に飾られている仏像 
地図 2-1.椋機山大聖勝軍護国寺

境内并建物絵図 角田家文書 
写真 2-7.大聖勝軍寺内にあ

る古い戦場記念碑 
 
写真 2-5 は八尾の大聖勝軍寺に飾られた聖徳太子像、写真 2-6 は大聖勝軍寺の仏像、地図 2-1 は椋機山大聖勝軍護

国寺境内并建物絵図 角田家文書、地図 2-2 は大聖勝軍寺内にある戦場碑石および大聖勝軍寺内にある古い戦場記

念碑である。 
 

  
 

写真 2-8.大聖勝軍寺創建

（594）の由来石碑 
写真 2-9.心妙椋樹苑の由来

の石碑 
写真 2-10.心妙椋樹苑の正面

の裏にある大樹木 
写真 2-11. 物部守屋との戦争

時に隠れていた心妙椋樹の裏

 
写真 2-8 は大聖勝軍寺創建（594 年）の由来石碑、写真 2-9 は心妙椋樹苑の由来の石碑、写真 2-10 は心妙椋樹苑の

正面の裏にある大樹木、写真 2-11 は物部守屋との戦争時に隠れていた心妙椋樹の裏である。 
 
601 年。聖徳太子は、斑鳩宮を造営、政治の基調、文化の向上と仏教の興隆を目指した。冠位十二階の制定、 遣隋

使 ・小野妹子を派遣、国書を煬帝に奉呈した。天皇記、国記 の記録・勝鬘経義疏、維摩経義疏と法華経義疏の撰を

行った。  
池は聖徳太子が迹見赤檮に鏑矢で守屋を射させ、秦河勝がその首を取って、この池で洗ったとの伝えがあり、

「守屋首洗池」とも呼ばれる。  
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写真 2-12.大聖勝軍寺前の守

屋首洗池 
写真 2-13.大聖勝軍寺前

の守屋首洗池の石碑 
写真 2-14.樟本神社北

木の本の首洗池石碑 
写真 2-15.樟本神社北木の

本内の守屋首洗池 
 
写真 2-12 にある勝軍寺前の守屋首洗池は、６角形に近い、写真 2-13 にある勝軍寺前の守屋首洗池南側にある石碑、

写真 2-14 にある樟本神社北木の本の首洗池の石碑と写真 2-15 は樟本神社北木の本内の守屋首洗池である。ここで、

守屋首洗池は、大聖勝軍寺前の神社と樟本神社北木の本の２場所にあることが確認された。 
 

3. 聖徳太子の活動歴 

3-1. 聖徳太子の勢力 
聖徳太子は、飛鳥時代の皇族。政治家。用明天皇の第二皇子。母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。推古天皇

のもと、摂政として蘇我馬子と協調して政治を行った。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

制度をとりいれて、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を図った。また、

仏教を厚く信仰し興隆につとめた。日本の紙幣にも馴染み深い。http://ja.wikipedia.org/wiki/。 
聖徳太子の生誕は 574 年、死没は 622 年、父用明天皇、母穴穂部間人皇后の皇子（厩戸皇子）である。父用明天皇

の母・堅塩媛、母穴穂部間人皇后の母・小姉君は、ともに蘇我稲目の娘で、蘇我馬子とは兄妹。また、妃の一人、刀自

古郎女は、蘇我馬子の娘。改名は、上宮厩戸、厩戸皇子、厩戸皇太子と摂政太子の四つである。別名は、厩戸皇子、

厩戸王、上宮王、豊聡耳、上宮之厩戸豊聡耳命、法主王、豊耳聡聖徳豊聡耳法大王、上宮太子聖徳皇と厩戸豊聰耳

聖徳法王。諡号は聖徳太子。官位は摂政と皇太子である。主君は、用明天皇、崇峻天皇と推古天皇の 3 天皇である。氏

族は、皇族と上宮王家である。兄弟は 聖徳太子(厩戸皇子)、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子

と酸香手姫皇女の 7 名である。妻は菟道貝蛸皇女、刀自古郎女、橘大郎女、膳大郎女の 4 名である。子は、山背大兄

王、財王、日置王、白髪部王、長谷王、三枝王、伊止志古王、麻呂古王、片岡女王、手島女王、春米女王、久波太女王、

波止利女王と馬屋古女王 の 14 名である。特記事項は、物部守屋討伐戦。 

 

3-2. 年代別の物部系と蘇我系との関連事項 
3-2-1. 二・三世紀の北東アジアとの関係      

この時代は、激動の時代で、中心は中国。朝鮮半島や倭にも大乱があった。中国では 400年間で、漢王朝が衰退し、

後漢の末期、曹否（そうひ）が「魏」を起こした（220 年）。華南では孫権が「呉」を建国し（229 年），内陸部の四川省で劉

備が「蜀」を立てた(221 年）、正統性を主張し後漢末の混乱と三国時代の到来である。蜀は魏によって滅ぼされ（263
年）、西晋王朝は滅亡(316 年）。二世紀に入ると、地球の気候は温暖期から寒冷化に移行し、文明の影響を受け始

めた。中国の国内では、飢饉が頻発し、社会は混乱し、184 年に内乱状態に移行した。同様に気候変動の影響を

受けた北方の諸民族が南下を開始し、中国国内に侵入し、混乱に拍車をかける結果となった。それは中国大陸全

域で大量の難民が発生していたと想定され、大陸から押し出される形で朝鮮半島を経由し、直接、日本列島にも

流れ込んでいたと推測できる。 
倭国大乱の発生とその収束のため、女王卑弥呼誕生の時代は、後漢末～三国時代にかけての中国国内の状

況と、日本列島内での動向を、より密接にリンクできる。ゆえに、乱の収束時期、卑弥呼が即位し倭国連合が成立
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した時期である。 

黎明期、第 13 代成務（せいむ）天皇在位 131～190 年間。140～188 年、後漢の垣・霊両帝の間、倭国に大乱。天

之日矛（天日槍）は、『古事記』、『日本書紀』に見える新羅の王子である。妻が逃げた事を聞き、追い渡って難波（あるい

は姫島）に入ろうとしたが、難波の渡しの神にさえぎられ、上陸できなかった。新羅第 8 大王のアダルラ 阿逹羅王（154
～184）は、新羅第 7 大王、声王(逸聖王)の長男、性（朴）.原名アダルライサグム(阿逹羅尼師今)。新羅と百済の両国の

間が悪くなった。調停役として、174 年倭国（日本）の女王（卑彌呼）が使臣を送った。古代日韓関係史の中では、二・三

世紀の関係史として、日韓の考古学的成果に基づく古代の朝鮮半島各地域の国家形成の理解を踏まえた日韓関係史

の再構築の研究が必要である。 
黎明期、第 14 代仲哀（ちゅうあい）天皇在位 192～200 年間。神功皇后在位は 200～270 年、仲哀天皇の皇后。姫

嶋では新羅皇子である「天日矛」の妻である阿迦留姫（あかるひめ）との伝説がある。花川・御幣島・佃には、三韓出征お

よび凱旋時の伝説。ここで、三韓とは古代の南朝鮮の称。群小国の分立状態が続いた馬韓(ばかん)，辰韓(しんかん)，
弁韓(べんかん)（弁辰）の総称である。馬韓(ばかん)はBC37年高句麗(こうくり)に、BC18年百済(くだら)に、辰韓(しんか

ん)は BC57 年新羅(しらぎ)に、弁韓(べんかん)は AD42 年駕洛国に降る（地図 3-1）。 
 

   
地図 3-1.二・三世紀の北東アジア 地図 3-2.四世紀末の朝鮮 地図 3-3.六世紀前半の朝鮮 

 
神功皇后は大三輪（おおみわ）の神に剣と矛を奉り、諸国に命令して兵と船を集め筑紫（ちくし）で兵を整えた。皇后

は男装し神に戦勝を祈って船団を組み、住吉大神（大阪市住吉区住吉）の荒御魂（あらみたま）を召して先鋒とした。 
黎明期、第 14 代神功（じんぐう）皇后在位（200-270 年）の時代。 
天皇の急死（仲哀 9（200）年）後、住吉大神の神託により、お腹に子供（のちの応神天皇）を宿したまま海を渡った。そ

の時、神功皇后は何もしないのに、海の魚たちは船団を背負って運び、順風が吹き、浪は新羅の半ばまで押しあがり、

朝鮮半島に上陸して新羅の国を攻めた。 
すなわち、新羅征討である。邪馬台国女王の卑弥呼。魏に遺使。女王卑弥呼は大夫難升米らを遣わし、魏に入貢し

た。明帝は卑弥呼に金印紫綬を授け、さらに銅鏡 100 枚を下賜品として与えたという。この「卑弥呼の鏡」が現在三角縁

神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)と呼ばれている。古墳時代、第 15 代応神（おうじん）天皇在位 270～310 年は、仲

哀天皇と神功（じんぐう）皇后の子である。 
  
3-2-2. 四世紀の朝鮮との関係 

古代朝鮮の歴史は 次のように整理できる。櫛目文土器時代、無文土器時代。古朝鮮とは、辰国、檀君朝鮮、箕子朝

鮮と衛氏朝鮮であり、原三国とは、三韓、濊、沃沮、漢四郡と高句麗で、三国とは、伽倻、百済、高句麗と新羅で、南北

国とは、唐熊津・安東・統一新羅・安東と渤海で、後三国とは、新羅・後百済と後高句麗等に分類できる。 
古墳時代、第 16 代仁徳（にんとく）天皇在位 313～399 年、倭軍出兵、百済と通交、半島南部を勢力下におく。応神

天皇と仲姫之命（なかつひめ）の子。大伴金村、任那は古代に存在した朝鮮半島の南部地域の四県（任那の上多利・下

多利・娑陀・牟婁）を百済に割譲。日本では任那を伽耶諸国全域と現在の全羅南道を含む地域とみなしてきたが、今日

では伽耶諸国の中の金官伽耶を主とする外交機関を後世「任那日本府」と呼んだと主張し、百済に割譲した四県は倭

人が移住した地域。銘のある七支刀が百済から倭にもたされる。国際関係が複雑で八尾市史の掲載を引用した。 
倭が渡海して新羅・百済を破ったと高句麗好太王碑にみえる。古代日韓関係史の中では、四世紀の関係史として、日

韓の考古学的成果に基づく古代の朝鮮半島各地域の国家形成の理解を踏まえた日韓関係史の再構築の研究が必要
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である（地図 3-2）。 

 
3-2-3. 六世紀の朝鮮との関係          

伽耶（駕洛）諸国（42～562 年） はその時々の状態から「六伽耶」「浦上八国」「任那十国」などという名でも記され、そ

の領域の所有を巡って百済と新羅とが争ったが、最終的には 6 世紀中頃に新羅に吸収された。伽耶諸国の呼称は、新

羅では伽耶・加耶、中国・百済・日本（倭）では加羅あるいは任那、広開土王碑文には「任那加羅」という並列表記も見ら

れる。日本では任那という呼称が支配的であったが、1980 年代後半からは「伽耶諸国」と呼ばれる。伽耶諸国の地域

（半島南部）と当時の日本（ヤマト王権）との関係については、近年の考古学的研究でも定説化されていない実情である。

古代日韓関係史の中では、六世紀の関係史として、日韓の考古学的成果に基づく古代の朝鮮半島各地域の国家形成

の理解を踏まえた日韓関係史の再構築の研究が必要である（地図 3-3）。主な事項は以下の通りである。 
512 年。第 26 代継体（けいたい）天皇在位 507～530 年。越前の三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村らに

推戴され即位する。大伴金村、任那の四県を百済に割譲。百済に任那 4 県を割譲した問題が再燃して失脚する。 
522 年。継体天皇、百済第 25 代武寧王は 501～523 年、司馬達等帰化、仏像崇拝。 
継体天皇、五経（詩・書・礼・易・春秋の教学官職）博士は、来日して儒教を伝える。新羅第 21 代法興王（513～540

年）と通じ、肥・豊の兵を動員して妨げる。 
527 年。継体天皇。筑紫国造磐井の反乱、朝鮮半島南部へ出兵しようとした近江毛野を率いる王権軍の進軍を筑紫

君磐井がはばみ、翌 528 年、新羅と密約を結んだ筑紫国造、磐井が反乱を起こし、派遣軍の渡海を妨害した。 
磐井の反乱は翌年鎮圧。物部麁鹿火（あらかひ）、磐井を斬殺する。 
532 年。第 27 代安閑（あんかん）天皇在位 531～536 年。伽耶の金官国、新羅に降る。 

 538 年。第 28 代宣化（せんか）天皇在位は 536～539 年、継体天皇と目子郎女橘皇女の子（安閑天皇の弟）。 
百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝される。一説に 552 年。仏教公伝とは、国家間の公的な交渉とし

て仏教が伝えられること。日本では 6 世紀半ば、百済から倭への仏教公伝のこと。仏教伝来の背景には、百済による「新

羅征討の援軍要求」という強い思惑がある。ここに仏教の後押しをする「蘇我稲目」が登場し、日本神道を守り続ける物

部と対立。皇后は 石姫皇女。子は敏達天皇、用明天皇、推古天皇、崇峻天皇。大伴金村・物部尾興・許勢臣持らを従

えて難波の祝津宮に行幸する。その時、大伴金村は任那の問題で住吉の宅を引退する。 
550 年。宣化（せんか）天皇、百済によ医・易・歴などを伝来。 
551 年。第 29 代欽明(きんめい)天皇在位は 539～571 年、継体天皇＝手白香姫の子。 
蘇我稲目は、欽明 13 年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏教を擁護。 
552 年。欽明天皇、百済より仏教伝来。仏教戦争。蘇我稲目（仏教擁護）対物部尾輿（反仏教）の死闘の第 1 戦開始

(552～587）。  
572 年。第 30 敏達（びたつ）天皇在位は 572～585 年、欽明天皇と石媛命（いしひめ）の子。現八尾市、敏達天皇即

位に伴い、物部氏守屋は大連に任じられた。物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我

氏と対立した。馬子は稲目(いなめ)の子。父のあとをついで大臣となり，仏教を深く信仰，排仏派の物部守屋とはげしく

対立した。 
574 年。敏達天皇、聖徳太子は、父用明天皇、母穴穂部間人皇后の皇子（厩戸皇子）として生誕。飛鳥時代の皇族。

政治家。用明天皇の第二皇子。聖徳太子の妃は 蘇我刀自古郎女(そがのとじこのいらつめ）・蘇我馬子の娘。子は山背

大兄王、財王、日置王、片岡女王を生む（法王定説）。  
577 年。敏達天皇、百済より経綸・律師・禅師・仏工・寺工渡来。 
583 年。敏達天皇、勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿都の桑市(大阪府八尾市)にすまわす。我が国最古

寺院である日羅寺を建立した。 
585 年。敏達天皇。神道勢力と新興の仏教勢力の争い。物部守屋等、仏寺・仏像を焼き放棄つ。 
586 年。第 31 代用明 (ようめい)天皇在位は 585～587 年、欽明天皇と蘇我小姉君（そがのおあねのきみ）の子。皇

后は穴穂部間人皇女。子女は聖徳太子、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酢香手姫皇女。 
馬子に推されて即位した。物部守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。穴穂部皇子は守屋に命じて三輪逆を

殺させた。 
587 年。第 32 代崇峻（すしゅん）天皇在位は 587～592 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ、小姉君とは

姉妹関係）の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。物部氏滅亡。蘇我河上娘（そがの

かわかみのいらつめ）の父は蘇我馬子、夫は崇峻天皇。奈良県明日香(あすか)村にある石舞台古墳(いしぶたいこふん)
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は、蘇我馬子の墓といわれている。王位継承に絡んで物部守屋と蘇我馬子が戦い、物部守屋は河内渋川郡阿都から北

方の衣摺に退いて防戦したが射殺される。守屋合戦。 
588 年。崇峻天皇、法隆寺着工(～96) 
592 年。崇峻天皇、馬子は東漢駒（やまとのあやのこま）に崇峻天皇を暗殺させた。その後、馬子は豊御食炊屋姫（と

よみけがしきやひめ）を擁立して皇位につけた（推古天皇）。天皇家史上初の女帝である。厩戸皇子は皇太子[6]となり、

推古天皇元（593）年 4 月 10 日に、摂政となり、馬子と共に天皇を補佐した。 
593 年。第 33 代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は 593～628 年、聖徳太子、難波四天王寺を創建開始。『日本書紀』

によれば、蘇我氏と物部氏の戦い、蘇我氏側である聖徳太子は戦いに勝利すれば、四天王を安置する寺院を建てると

誓願を立てた。 
595 年。推古天皇、仏教興隆の詔を発した。高句麗の僧慧慈が渡来し、太子の師となり「隋は官制が整った強大な国

で仏法を篤く保護している」と太子に伝えた。 
601 年。推古天皇、斑鳩宮を造営した。 
602 年。推古天皇、再び新羅征討の軍を起こした。同母弟・来目皇子を将軍に筑紫に軍衆を集め、渡海準備中に来

目皇子が死去（新羅の刺客に暗殺説）。後任には異母弟・当麻皇子を任命。 
604 年。推古天皇、冠位十二階を制定。氏姓制ではなく才能を基準に登用、天皇の中央集権を強化の目的。聖徳太

子、憲法 17 条を制定。天皇に従い、仏法を敬うことを強調。 
605 年。推古天皇、斑鳩宮へ移住。 
606 年。推古天皇。聖徳太子が推古天皇から播磨国揖保郡の土地 360 町歩を賜り、大和国斑鳩宮から移住し当地を

斑鳩荘（鵤荘）と命名、伽藍を建立したのが斑鳩寺の始まりと伝える。 
607 年。推古天皇、河内国に戸刈池・依網池を造営。推古天皇と聖徳太子が法隆寺を建立。飛鳥時代の遺構を伝え

る法隆寺は、金堂に安置されている薬師如来の光背銘によると、用明天皇が自らの病気平癒を祈って薬師像と寺の建

立を発願し、完成を待たずに崩御した。その遺命を受けた推古天皇と聖徳太子が完成した。小野妹子、鞍作福利を使

者とし随に国書を送った。翌年、返礼の使者である裴世清が訪れた。 
611 年。推古天皇、聖徳太子、仏教を厚く信仰し、三経義疏を著す。 
620 年。推古天皇、 蘇我馬子と聖徳太子が「天皇記」と「国記」を編纂。 
622 年。推古天皇、聖徳太子逝去(49 歳) 
643 年。推古天皇、蘇我入鹿に攻められた山背大兄皇子一族は、斑鳩寺で自害、聖徳太子一族は滅亡。 
670 年。第 38 代天智（てんじ）天皇在位 661～671 年。『日本書紀』によると、法隆寺は一屋も余すことなく焼失。その

後、708～714 年、金堂と五重塔を擁する現在の西院伽藍は、完成。 

 

4. 聖徳太子の偉業 

4-1. 飛鳥時代の中央集権国家 

中央集権国家とは、中央(首都や都市圏）に国家機能が集中している国家である。秦の中国統一は、国家間に争いな

がらユーラシア大陸東部を秦の始皇帝が王朝を成立させた。原動力は中央集権化である。世襲体制に代わることで、中

央から王が派遣する官吏が土地を統治する「郡県制」の中央集権化を進め、統一王朝を築くことで、法治主義の確立な

ど、統一王朝のモデルを作り上げることである。 
 官僚体制の中央集権が、朝鮮半島の国々（高句麗、新羅、百済）は、部族連合としての国家体制を維持し続けたため、

中国大陸の統一王朝を真似て中央集権化を進めた日本に国力の面で劣ることになる。序列体制の中央集権が確立さ

れ、序列上位の者に解脱欠乏が誕生し、その結果、ぜいたく品をもとめるようになる。支配者層の解脱欠乏を充たすため

に、国力差を背景とした周辺国との冊封体制（周辺国から中央国への貢物、そしてその返礼）が確立されていく。 
中央集権化・官僚制度、冊封体制、中華思想は一体のもの。土地制度と租税制度を基盤とする中央集権体制は、土

地を支配していた豪族・部族を引き離し、官僚として取り込むことを意味する。そして、土地を耕すことを（朝廷によって）

認められた者は、その土地を耕した得た生産物の一部を租税として朝廷に献上した。これは、”国内での冊封体制”とも

言うべきものであるが、これら中央集権化、冊封体制を正当化・維持してきた思想が、中華思想であった。 
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中央集権国家間で古代市場が登場する隋→唐と中央集権国家体制を確立した中華帝国、及び飛鳥時代から平安時

代にかけて中央集権国家体制を確立した日本、それぞれの支配者層間で、冊封（貿易）体制が確立し、東アジア発の古

代市場が登場する。市場がもたらす価格格差のうまみを原動力として、市場はその裾野を広げていく。このように中国及

び日本ではいち早く市場が拡大し、国家間闘争の両翼を担っていくことになる。http://ja.wikipedia.org/wiki/中央集

権 
 

4-2. 飛鳥時代の冠位十二階制度 
冠位十二階（かんいじゅうにかい）は、推古天皇 11（604）年に定められた位階制度で、大德・小德・大仁・小仁・大禮・

小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智の十二階と記述されている。 
 

表 4-1. 冠位十二階制度の区分と色 
大徳 小徳 大仁 小仁 大礼 小礼 大信 小信 大義 小義 大智 小智 

 
冠の色に、それぞれ濃淡をつけて大・小とつけて区別した。紫以外の色は、中国の「人間も社会も自然も、五つの元

素である木・火・土・金・水の一定の循環法則に従って変わっていく」という五行説に基づいており、一番位の高い紫は、

道教の尊いものを大切に扱うという色なのである。冠の色と地位の十二階は「①徳（紫色）・②仁（青色）・③礼（赤色）・④

信（黄色）・⑤義（白色）・⑥智（黒色）の儒教の徳目で分けられたものである。これらを中国の人間も社会も自然も、五つ

の元素との関係から考察することができる。 
陰陽思想とは、宇宙の万象万物を「陰（マイナス）と陽（プラス）」の二要素の世界である。概念的には、受動的な存在

の状態を「陰」と呼び、能動的な存在の状態を「陽」と呼ばれる。具体的には、自然界の「陰」とは、暗・柔・水・冬・夜間・

裏など、「陽」とは、明・剛・火・夏・日中などである。生物界では、植物を「陰・メス」に、動物を「陽・オス」に分類。鉱物及

び物質界では、「マイナス」を電子と「プラス」的存在である原子核に分類。原子の世界では、基本粒子であるレプトンとク

ォークに分解。レプトンとクォークの組み合わせである。   
  五行思想とは、宇宙新羅万象「木・火・土・金・水」の五要素の世界が存在する。人体には五臓に当てれば「肝臓・心

臓・脾臓・肺臓・腎臓」に分類、五官に当てれば「目・舌・口・鼻・耳」に分類、感情に当てれば「怒・喜・思・悲・恐」に分類、

指に当てれば、「薬指・中指・人差指・親指・小指」に分類できる。同様に、自然界には、四季に当てれば「春・夏・土用・

秋・冬」に分類、方位に当てれば「東・南・中央・西・北」の方位に分類、五色に当てれば「青・赤・黄・白・黒」に分類できる。

地球規模では五大陸に分類が可能である。動物界にも、植物界に分類できる五要素がある（表 4-1）。 
 

表 4-2. 五行に関連した 10 干・12 支・5 色・5 常・方位・季節 
五行 木 火 土 金 水 

五 星 歳星（木星） 螢惑（火星） 填星（土星） 太白（金星） 辰星（水星） 
五方位 東 南 中央 西 北 
五 時 朝 昼 中央・土用 夕 夜 
五 季 春 夏 中央 秋 冬 

月（旧暦）気 1 - 3 月 4 - 6 月旺盛 （割当なし）中央 7 - 9 月衰退 10 - 12 月死 
五 色 青（緑） 赤・紅 黄 白 黒・玄 
五 金 燥錫(青金) 銅(赤金) 金(黄金) 銀(白金) ・鉄(黒金) 

五常（五徳） 仁 礼 信 義 智 
五 臓 肝 心（心包） 脾 肺 腎 
五 官 目 口 舌 鼻 耳 
五 腑 胆 小腸（三焦） 胃 大腸 膀胱 
五 塵 色（視覚） 触（触覚） 味（味覚） 香（嗅覚） 声（聴覚） 
五 志 怒 喜・笑 思・慮（考） 悲・憂 恐・驚 
五 指 薬指 中指 人差指 親指 小指 
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五 悪 風 熱・暑 湿 燥・寒 寒 
五 味 酸 苦 甘 辛 鹹（塩辛さ） 
五 情 喜 楽 怨 怒 哀 
五 畜 犬 羊 牛 鶏 猪 
五 果 李 杏 棗 桃 栗 
五 穀 麻・胡麻 麦 米 黍 大豆 

10 干番号 甲（きのえ）、 
乙（きのと） 

丙（ひのえ）、 
丁（ひのと） 

戊（つちのえ）、 
己（つちのと） 

庚（かのえ）、 
辛（かのと） 

壬（みずのえ）、 
癸（みずのと） 

12 支番号 寅（とら）、卯（う） 牛（うし）、巳（み） 辰（たつ）戌(いぬ） 
午（うま）未（ひつじ） 

申（さる）、酉（とり） 子（ね）、亥(い） 

 
 五行に関連した 10 干・12 支・5 色・5 常・方位・季節の関係を 表 4-2 に表示した。すなわち、5 色と 5 常から引用した

ことが理解できる。仁には大仁と小仁を区別することは、プラスとマイナス説・陰陽説・有無・10干・12支番号から感じられ

る。五行に関連した 10 干・12 支・5 色・5 常・方位・季節との関係を表示した。12 支番号の中央（土用）には、辰（たつ）

戌(いぬ）と午（うま）未（ひつじ）が含まれる。 
表 4-1 を図示化すれば、図 4-1 のような心（意識）の世界の相関性の正方形モデルを表示、図 4-2. 五行に関連した 10
干・12 支・5 色・5 常・方位・季節の組み合わせが理解でき、さらに図 4-3. 五行に関連した十干・12 支・5 色・5 常や人

体・自然との関係が図示できる。 
 

   
図 4-1.心（意識）の世界の相関性の正方

形モデル 
図 4-2. 五行に関連した 10 干・12 支・5
色・5 常・方位・季節 

図 4-3. 五行に関連した 10 干・12 支・5
色・5 常や人体・自然 

 
ここで、10 干・12 支・5 行・陰陽・兄弟に連関したの相関関係を表 4-3.に表示した。それぞれの項目にも連関性が認めら

れるのである。 
 

表 4-3. 十干に対する・キ－ワ－ド・人間の性質・12 支・5 行・陰陽・兄弟に連関したの相関関係 
 十干 読み方 キ－ワ－ド 人間の性質(個性) 12 支 五 行 陰陽 兄弟 

1 甲 きのえ 大木 強く、激しさを伴い独立心が旺盛 寅 木 陽 兄 
2 乙 きのと 草花 性質は弱さ、柔らかさなど温和で円満 卯 木 陰 弟 
3 丙 ひのえ 太陽 性質は激しく、派手で華やかさを伴う 午 火 陽 兄 
4 丁 ひのと 灯火 性質は陽気、おとなしく温和で、やや地味 巳 火 陰 弟 
5 戊 つちのえ 堤防 派手、世話好き 辰・戌 土 陽 兄 
6 己 つちのと 田園 規則正しく、おとなしく温和 丑・未 土 陰 弟 
7 庚 かのえ 鉱石 質実剛健、意思が強く自信家 申 金 陽 兄 
8 辛 かのと 宝石 苦労性で、辛抱強く現実派 酉 金 陰 弟 
9 壬 みずのえ 大河 勇気があり、頭脳的才能に恵まれ 子 水 陽 兄 
10 癸 みずのと 雨露 正直、実務的才能 亥 水 陰 弟 
 

ハンドル 

ブレーキ 

アクセル 

燃料 
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 12 支とは、「子（ね）、丑（うし）、寅（とら）、卯（う）、辰（たつ）、巳（み）、午（うま）、未（ひつじ）、申（さる）、酉（とり）、戌（い

ぬ）、亥（い）」 を、指し、それぞれが「木（もく）・火（か）・土（ど）・金（ごん）・水（すい）」の陰陽に配当する。一般的に動物

の象徴と思われるが、植物の成長過程を時系列の象徴でもある。「木・火・土・金・水」の五行を、陽である兄と陰である弟

に分類すると、兄（え）と弟（と）で、「えと」という意味である。 
干支・干支番号の干支とは、10 干と 12 支との組み合わせにより、時系列を 60 数のサイクルで 1 回転とする、中国古

来よりの紀数法である。干支番号とは、各々の干支に 1 番から 60 番までの番号をつけた。 
干支の組み合わせには規則性があり、各々の天干と地支の組み合わせとして、陽干ならば陽支と、陰干ならば陰支と、

この様な規則があります。つまり、陽干と陰支あるいは陰干と陽支との組み合わせは無くなる為、計算式でいえば下記の

ようになります。http://www.ab.auone-net.jp/ 
 
この階の制度は、第 1 回遣隋使を推古天皇 8（600）年に派遣した時の教訓から編み出されたものである。7 世紀の東

アジア情勢を考えると、倭国にとって、隋との国交を開いておくことが是非必要であった。冠位十二階制は、高句麗・百

済を通して、北朝・南朝両方のものが伝わったとされている。 
冠位十二階制は、日本で初めて作られた冠位制であり、この後の諸冠位制を経て、様々な紆余曲折を経て、律令位

階制へ移行していった。『日本書紀』の推古天皇 11（604）年に冠位十二階を定めたときの記述には、12 の位階の名前

は書かれているが、それぞれの位階に対応する色の名前が書かれていない。古代の青は紫に近い色である。 
このように色と地位が取り決められたが、日本全国、全ての豪族や官人達にこの冠位を与えたわけではなかった。畿内

やその周りの豪族のみに限られ、大豪族である蘇我氏や皇族には冠位は与えられていなかった。当時の大臣は、大徳

に定められた紫とは、別の紫の冠を着けていたとされている。大臣であった蘇我馬子は、聖徳太子と共に、冠を伝授する

立場だったのではないかと言われている。こうして定められた冠位十二階は、大化の改新を迎えて、その後、冠位が増え

てたびたび改正されている。http://ja.wikipedia.org/wiki/冠位十二階 
 

4-3. 飛鳥時代の十七条憲法制度 
日本初の成文法。西暦 604 年 4 月 3 日、聖徳太子はまだ建設途中だった斑鳩宮に自分の臣下を集め、考案してい

た十七の憲法の原案を提示した。これが日本で初めての成文法になる。成文法とは、ある一定の手続きをふんで制定さ

れ、文章で表現されているものである。内容は憲法というよりも、これから目指そうとする、中央集権国家に際しての君・

臣・民の上下の筋道を新たに納得できるように教え、導くもので、その根本にあるものは儒家や法家、道家の考えであり、

要は仏教からきているものである。 
このように、太子の作か、どうかについては判断が分かれ決着がついていない。しかし谷沢永一は、十七条憲法は書

紀編者の作文で、書紀以前に記録された痕跡はない。しかも、「憲法」という漢字二文字の表現が法典の意味で用いら

れている確かな記録は、延暦十五（796）年までの完成とみられる「続日本紀」に初めてみられ、それははるか後世のもの

で、太子・厩戸皇子時代の文言ではないという。 
 書紀の編纂の前後に、藤原不比等らは大宝元（701）年に「大宝律令」を策定し、さらに養老 2（718）年には大宝律令

を改修した「養老律令」を作成して天平勝宝の 9（757）年に施行されている。以上のような所見や史実を考え合わせると、

十七条憲法はどうやら太子・厩戸皇子の作とは信じがたい。推古紀「十二（604）年夏四月の丙寅の朔戊辰（三日）に、皇

太子、親ら肇めて憲法十七條作りたまふ」とあり、以下に書紀に書かれた憲法十七條の全文を引用する。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/十七条憲法と http://www.kodai-bunmei.net/ 
一に曰（い）はく、和（やはらか）なるを以て貴（たふと）しとし、忤（さか）ふること無きを宗（むね）とせよ。人皆（ひとみな）

黨（たむら）有り。亦達（またさと）る者少し。是（ここ）を以て、或いは君父（きみかぞ）に順（したが）はず。乍隣里（またさと

となり）に違（たが）ふ。然れども、上和（かみやはら）ぎ、下睦（しもむつ）びて、事を論（あげつら）ふに諧（かな）ふときは、

事理自（ことおの）づからに通（かよ）ふ。何事（なにごと）か成（な）らざらむ。  
二に曰はく、篤く三寶（さむぼう）を敬へ。三寶とは佛・法・僧なり。則ち四生の終歸（おはりどころ）、萬（よろづ）の國の

極宗（きはみのむね）なり。何の世、何の人か、是の法を貴びずあらむ。人、尤悪（はなはだあ）しきもの鮮（すくな）し。能

（よ）く教ふるをもて從ふ。其（そ）れ三寶に歸（よ）りまつらずは、何を以てか枉（まが）れるを直（ただ）さむ。  
三に曰はく、詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載（の）す。四時順（よつのときした

が）ひ行ひて、萬気通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壊るることを致さむ。是（ここ）を以て、君言（きみの）たまふ
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ことをば臣承（やつこらまうけたまは）る。上行（かみおこな）ふときは、下靡（しもなぴ）く。故、詔（みことのり）を承りては必

ず慎（つつし）め。謹（つつし）まずは自（おの）づからに敗（やぶ）れなむ。  
四に曰はく、群卿（まへつきみたち）百寮、禮を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要（かなら）ず禮（ゐやび）に在り。

上、禮（ゐやび）なきときは、下齊（ととのほ）らず。下禮無（ゐやぴな）きときは、必ず罪（つみ）有り。是を以て、群臣禮有

（まへつきみたちゐやぴあ）るときは、位（くらゐ）の次亂（ついでみだ）れず。百姓禮（おはみたからゐやぴ）有るときは、

國家自（あめのしたおの）づからに治（をさま）る。  
五に曰はく、餮（あぢはひのむさぼり）を絶（た）ち欲することを棄てて、明（あきらか）に訴訟（うたへ）を辨（さだ）めよ。

其れ百姓の訟（うたへ）、一日に千事あり。一日すらも尚爾（なほしか）るを、況（いはむ）や歳（とし）を累（かさ）ねてをや。

頃訟（このごろうたへ）を治（をさ）むる者、利を得て常（つね）とし、賄（まひなひ）を見ては（言＋献：ことわりまう）すを聽く。

便（すなは）ち財（たから）有るものが訟（うたへ）は、石をもて水に投（な）ぐるが如（ごと）し。乏（とも）しき者（ひと）の訴（う

たへ）は、水をもて石に授ぐるに似（に）たり。是を以て貧（まづ）しき民は、所由（せむすぺ）を知らず。臣の道亦焉（みち

またここ）に闕（か）けぬ。  
六に曰はく、悪を懲し善を勸むるは、古の良き典なり。是を以て人の善（ほまれ）を匿（かく）すこと无（な）く、惡（あしき

こと）を見ては必ず匡（ただ）せ。其れ諂（へつら）ひ詐（あぎむ）く者は、国家（あめのした）を覆（くつがへ）す利き器なり、

人民を絶（た）つ鋒（と）き劒なり。亦佞（かだ）み媚（こ）ぶる者、上に對ひては好みて下の過を説き、下に逢ひては上の矢

を誹謗（そし）る。其れ如此の人、皆君に忠（いさをしさ）无（な）く、民に仁（めぐみ）无（な）し。是大きなる亂の本なり。  
七に曰はく、人各任有（ひとおのおのよさしあ）り。掌ること濫（みだれ）ざるべし。其れ賢哲官（さかしひとつかさ）に任

すときは、頌（ほ）むる音則（こゑすなは）ち起る。奸（かだま）しき者、官を有（たも）つときは、禍乱（わざはひみだれ）則ち

繁し。世に生れながら知るひと少し。剋（よ）く念（おも）ひて聖と作（な）る。事に大きなり少（いささけ）き無く、人を得て必

ず治（をさま）らむ。時に急き緩（おそ）きこと無し。賢（さかしひ）に遇（あ）ひて自づからに寛なり。此に因りて国家永久に

して、社稷危（くにあやふ）からず。故、古の聖王、官の爲に人を求めて、人の爲に官を求めず。  
八に曰はく、群卿百寮、早く朝（まゐ）りて晏（おそ）く退（まか）でよ。公事鹽靡（おほやけのわざいとな）し。終日（ひね

もす）に盡し難し。是を以て、遅く朝（まゐ）るときは急きに逮（およ）ばず。早く退づるときは必ず事盡きず。  
  九に曰はく、信は是義の本なり。事毎（ことごと）に信有るべし。其れ善悪成敗（そよさあしさなりならねこと）、要ず信に

在（かならずまことあ）り。群臣共（まへつきみたちとも）に信（まこと）あらば、何事か成（な）らざらむ。群臣信无（まつへき

みまことな）くは、萬（よろづ）の事悉（わざことごとく）に敗れむ。  
十に曰はく、忿（こころのいかり）を絶ち瞋（おもへのいかり）を棄てて、人の達（たが）ふことを怒（いか）らざれ。人皆心

有（みなこころあ）り。心各執（おのおのと）れること有り。彼是（かれよみ）すれば我は非（あしみ）す。我是（われよみ）すれ

ば彼は非（あしみ）す。我必ず聖に非（ひじりにあら）ず。彼必ず愚（おろか）に非ず。共（とも）に是凡夫（これただひと）な

らくのみ。是（よ）く非（あし）き理（ことわり）、（言＋巨：たれ）か能（よ）く定（さだ）むべけむ。相共（あひとも）に賢（かしこ）く

愚なること、鐶（みみかね）の端（はし）无（な）きが如（ごと）し。 是（ここ）を以て、彼人瞋（かれひといか）ると雖（いふと）も、

還（かへ）りて我が失（あやまち）を恐れよ。我獨（ひと）り得（え）たりと雖（いへど）も、衆に從（したが）ひて同じく擧（おこな）

へ。  
十一に曰はく、功過を明に察て、賞し罰ふること必ず當てよ。日者（ひごろ）、賞（たまひもの）は功（いさみ）に在（お）き

てせず。罰は罪（つみなへはつみ）に在（お）きてせず。事を執（と）れる群卿（まへつきみたち）、賞（たまひもの）し罰（つ

みな）ふることを明むべし。 
十二に曰はく、国司（くぬのみこともち）・國造（くにのみやつこ）、百姓（おほみたから）に斂（おさめと）らざれ。國に二

の君非ず。民に兩の主無し。率土（くにのうち）の兆民（おほみたから）は、王を以て主とす。所任（よさせ）る官司（つかさ

みこともと）は、皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂（おさめとら）らむ。  
十三に曰はく、諸の官に任（よさ）せる者（ひと）、同じく職掌（つかさこと）を知れ。或（ある）いは病（やまひ）し或いは使

（つかひ）として、事を闕（おこた）ること有り。然（しか）れども知ること得る日には、和（あまな）ふこと曾（むかし）より識（し）

れる如（ごと）くにせよ。其れ興（あづか）り聞かずといふを以て、公の務をな防げそ。  
十四に曰はく、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無（なか）れ。我既（すで）に人を嫉（うらや）むときは、人亦（また）我を

嫉む。嫉み妬む患（うれへ）、其の極（きはまり）を知らず。所以（このゆゑ）に、智己（さとりおのれ）に勝るときは悦（よろこ）

びず。才（かど）己に優るときは嫉妬（ねた）む。是を以て、五百（いほとせ）にして乃今賢（いましいまさかしひと）に遇（あ）

ふ。千載（ちとせ）にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖（さかしひとひじり）を得ずは、何を以てか國を治めむ。  
十五に曰はく、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨（うらみ）有り。憾有（うらみあ）るとき

は必ず同（ととのほ）らず。同（おなじか）らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起（うらみおこ）るときは制（ことわり）に違ひ法
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を害（やぶ）る。故、初の章に云へらく、上下和（かみしもあまな）ひ諧（ととのほ）れ、といへるは、其（そ）れ亦是（またこ）

の情（こころ）なるかな。  
十六に曰はく、民を使ふに時を以（も）てするは、古（いにしへ）の良き典（のり）なり。故、冬の月に間（いとま）有らば、

以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑（なりはひ・こかひ）の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか

食はむ。桑（こかひ）せずは何をか服（き）む。  
十七に曰はく、夫れ事獨（ことひと）り断（さだ）むべからず。必ず衆と論（あげつら）ふべし。少（いささけ）き事は是軽（こ

れかろ）し。必ずしも衆とすべからず。唯大（ただおほ）きなる事を論ふに逮（およ）びては、若（も）しは失（あやまり）有るこ

とを疑（うたが）ふ。故（かれ）、衆と相辨（あひわきま）ふるときは、辭則（ことすなは）ち理（ことわり）を得 69)。  
 

4-4. 飛鳥時代の仏教東伝来（538 もしくは 552 年）の終着地 
岡本精一（2008)によると、「遠くインド・西域からシルクロードを通って日本へ伝わってきた仏教文化の最初の到達点

は、やはり奈良よりもむしろ飛鳥の里であり、中でも飛鳥寺であるといってもよいのではなかろうか。仏教を日本に根付か

せ、発展の基盤を築いたのは、古代の飛鳥人であり、渡来人であったといえよう。その飛鳥人の中で中心的役割を果た

した人が聖徳太子と蘇我馬子であったと思われる」。 
 

 

写真 4-1.インド、釈尊が座禅し

ていた人工洞窟 
写真 4-2.インド、釈尊の 10 大弟

子、アナンの墓 
写真 4-3.インド、釈尊の涅槃像

前で合掌する関西大学 OB 
写真 4-4.インド、釈尊の御廟

前にて撮影した関西大学 OB 
 
仏教が日本へ伝わった経路を知り、飛鳥寺と聖徳太子・蘇我馬子の関係などを学ぶと、聖徳太子の仏教の背景と特

色が理解できる。同時に、古代朝鮮半島の国や中国から受けた多くの恩恵は、心の財産であると理解できる。 
写真 4-1 は. インド、釈尊が座禅していた人工洞窟(煉瓦で構築された 3 階建ての空間)である。写真 4-2 はインド、

釈尊の 10 大弟子の 1 人である阿難（あなん）の墓である。阿難とは、サンスクリット語でアーナンダ（aananda）、多聞第

一、釈迦の従弟、阿難陀とも書く。Nanda とは歓喜（かんぎ）という意味である。出家して以来、釈迦が死ぬまで 25 年間、

釈迦の付き人をした。第一結集のときアーナンダの記憶に基づいて経が編纂された。120 歳まで生きたという。阿難（あ

なん）の墓である。http://ja.wikipedia.org/wiki/。写真 4-3 はインド、釈尊墓の横にある壮大な建築物の中にある涅槃

像である。涅槃像は西に方向に向かっている西方浄土である。西方浄土とは、阿弥陀如来を教主とする西方の浄土、人

間界から西方に十万億の仏土を隔てた所にあるという。極楽浄土。西方極楽。西方世界がある。写真 4-4 はインド、釈尊

の御廟前で写真を撮っている調査団である。 
 

写真 4-5.インド、祇園精舎

の人口の井戸 

写真 4-6.インド、祇園精舎の

発掘現場 

写真 4-7.インド、祇園精舎の仏

塔 

写真 4-8.インド、祇園精舎の調査団

員 
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写真 4-5 はインド、祇園精舎の人口の井戸である井戸水は神かみが住むヒマラヤ山脈から流れる水である。この水は

2500 年前、仏教信者らの生命の泉であった。ヒマラヤ山脈は、アジアの山脈で、地球上で最も標高の高い地域である。

写真 4-6 はインド、祇園精舎の発掘現場である。写真 4-7 はインド、祇園精舎の仏塔。祇園精舎（ぎおんしょうじゃ）の正

式名は、祇樹給孤独園精舎（ぎじゅぎっこどくおんしょうじゃ、Jetavana Anathapindadasya-arama）であり、中インド

のシュラーヴァスティー（舎衛城）にあった寺院で、釈迦が 2500 年前に初めて説法を行ったとされる場所として有名であ

る。写真 4-8 はインド、祇園精舎の調査団員の記念写真である。 
 
心の財産を開発できる基本教義は、縁起・四諦・八正道・三法印・四法印・諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・一切皆苦

と波羅蜜の 10 項目である。ここで、八正道とは、釈迦が最初の説法で涅槃に至る修行の基本であるから聖なる者の「道」

で、「聖なる道」と言うために八道を要約する。①正見（正しく見る、正しく眼の無常を観察すべし）、②正思（正しく思う、

世俗的な「五欲」から離れる）、③正語（正しく語る、妄語(嘘）・綺語(無駄話）・両舌・悪口を離れる）、④正業（正し仕事を

なし、殺生・盗みを離れ、社会道徳に反する性的関係を離れる）、⑤正命（正しく生き、道徳に反する職業をやめ、正当

な生活を営む）、⑥正精進（正しく道に精進し、「過去と未来の不善を断ず」「過去の善を伸ばす」「新しい善を生じさせ

る」）、⑦正念（正しく念じ、四念処（身・受・心・法）に注意、今の内外状況に気づくように念願する）および⑧正定（正しく

定に入る、正しい集中力を完成する）の八種の徳である。 
肉体保存のエネルギ－源は、万生万物を含め動物・植物・鉱物である。自己の心・意識のエネルギ－源は、調和のと

れた生活の中に神仏より与えられる。自己の精神が苦しめば肉体は不調和になり、自己の肉体が苦しめば心が悩乱す

る。自己保存・自我我欲の煩悩を捨てる生活の中に、神仏の光明がえられ、心に安らぎが生じられ、三昧の境涯に到達

することができる。まさに、末法万年の神理であるから日々の生活の師とすべきと考えられる。 
人物は、釈迦・十大弟子と龍樹である。信仰対象は、仏の一覧である。分類は、原始仏教・部派仏教・大乗仏教・密

教・神仏習合と修験道の 6 類である。地域別仏教は、インド・中国・日本・朝鮮・スリランカ・タイ・東南アジア・チベット・台

湾 9 地域である。聖地は、八大聖地・ウィキポータル仏教である。 
公伝以前の状況北インドの地で生まれた世界宗教としての仏教は、主として東南アジア方面に伝播した上座部仏教

（南伝仏教・小乗仏教）と西域（中央アジア）を経由して中国から朝鮮半島などへ広がった大乗仏教（北伝仏教）に分か

れる。古代の倭に伝えられたのは後者の流れである（地図 4-1）。 
 

地図 4-1. アジアの仏教伝来（538 年、552 年に日本へ） 地図 4-2. 5 世紀後半～6 世紀前半の朝鮮南部 
 

 隋と飛鳥時代の仏教では、岡本精一（2008)は、「中国と日本との文化の交流が始まったのは、飛鳥時代以前である。

『魏志倭人伝』によると、倭国の女王卑弥乎（呼）のことが記されてあり、また倭王武（雄略天皇）が 478 年に中国へ使者

を送った記事も見える。さらに時代が下がって書かれた『隋書倭国伝』には、「天がまだ夜の明けぬうちに、倭王は政庁

に出て政務を開き、日が出ると仕事を止めて弟に政務を委ねた」とある。これはおそらく卑弥乎とその弟のことを述べたも

のであろう」と述べている。 
中国において紀元一世紀頃に伝えられた仏教は、原始インド仏教の忠実な継承にこだわることなく、戒律や教義解釈

などで独自の発展を遂げた。朝鮮半島への仏教の伝来は、五胡十六国時代と南北朝時代の中国から伝えられ、三国時

代では、律令制度の整備に伴い、国家建設の理念としての役割を果した点である。 
高句麗へは小獣林王（372 年）に伝来し、百済へは枕流王（384 年）に伝来、高句麗から伝えられた新羅では法興王
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（528 年）に公認された。倭と盟友関係となる百済では、枕流王（384 年）が東晋から高僧の摩羅難陀を招来し、阿莘王

（392 年）が仏教を信仰せよとの命を国内に布告している。6 世紀初頭は、百済国内に本格的に仏教が普及するのであ

る。法興王時代に公認された後は、南朝梁との交流もあり、国家主導の仏教振興策がとられた。古くから多くの渡来人

（帰化人）は、朝鮮半島の出身者で、日本への定住にあたり氏族としてグループ化し、氏族内の私的な信仰として仏教を

もたらし、信奉する者もいたと思われる。この使者は、難波より大和川をさかのぼり飛鳥京へ入った。 
継体天皇（522 年）の時代に、渡来人の司馬達等は飛鳥に来住し、仏像や経典がもたらされていたようである。すでに

大和国高市郡において本尊を安置した仏教公伝と当時の国際環境があった。仏教公伝を受け入れるため仏崇者の蘇

我氏と排仏者の物部氏との対立・論争がなされた。すでに蘇我稲目は、飛鳥豊浦の自宅でひそかに仏像を祭り、進行し

ていた。東方伝播の仏教がシルクロ－ドから通って日本へ到着したのは日本最初である。 
現社の樟本神社（南木の本）の勧請神は、稲村城の守護人として守屋大連を勧請し、日羅（百済系）寺の旧寺名であ

る。神社創建は、崇峻天皇（587 年）の時代である。物部守屋滅亡頃。古墳時代以前に遡るか謎である。関係氏族は物

部守屋（日本古来の神勢力）氏の物部守屋の旧領地である。日羅寺の所在は〒581-0042 八尾市南木の本 7-33 で、

緯度と標高は、 34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 23 秒と標高 10m である。路線は JR 大和路線 八尾駅 1.9km、

地下鉄谷町線八尾南駅 767m で、物部氏の住地で、遠祖神を祀ったとされる。物部守屋が蘇我馬子らにせめられた時、

「稲城」をつくったと伝えられ、旧光蓮寺に「稲城跡」の碑がある。 
稲城（いなき）とは、日本神話に登場する、「稲を使って造った応急の城」・砦のことであり、敵の矢を防ぐために、刈っ

た稲を桟木にかけて、柵のように並べたり、周りに山積みの稲を巡らせたりした防壁の様なもので、それを城に見立てた。 

『日本書紀』によれば、物部軍は訓練が行き届き、戦意も旺盛のように、蘇我軍の兵は恐れをなし、三度も退却させた。

最後は、聖徳太子の四大臣の一人迹見赤檮（とみのいちい）が、物部守屋を鏑矢で射倒して討ち取ったことにより、さし

もの精強な物部軍も総崩れとなって蘇我軍が勝利し、物部氏の本宗家は滅亡したということです。敏達天皇が、百済か

ら呼び戻した日羅に、ここの土地を与えた。日羅は日本最初の黄檗宗日羅寺を建立した。その本尊には薬師如来像を

安置した。日羅（百済系）寺の規模は、幅、6.03m、奥行き 6.38m である。 
 

4-5. 飛鳥寺  
飛鳥寺（あすかでら）は奈良県高市郡明日香村にある寺院で、所在地は奈良県高市郡明日香村飛鳥 682、位置は北

緯 34 度 47 分・東経 135 度 82 分で、標高は 108m である。蘇我氏の氏寺で、日本最古の本格的寺院でもある法興寺（仏

法が興った寺の意）の後身である。本尊は「飛鳥大仏」と通称される釈迦如来、開基（創立者）は蘇我馬子である。山号を

鳥形山（とりがたやま）と称する[1]。現在の宗派は真言宗豊山派。飛鳥寺には複数の呼称がある。法号は「法興寺」または

「元興寺」（がんごうじ）であり、平城遷都とともに今の奈良市に移った寺は「元興寺」と称する。一方、蘇我馬子が建立した

法興寺中金堂跡に今も残る小寺院の公称は「安居院」（あんごいん）である。本項では馬子が建立した寺院と、その法灯を

継いで飛鳥に現存する寺院とを含め「飛鳥寺」と呼称する。なお、「飛鳥寺」の呼称は「飛鳥寺式伽藍配置」など学術用語

にも使われている。創建年は 6 世紀末頃、札所等は新西国三十三箇所 9 番、文化財は銅造釈迦如来坐像（重要文化財）。

http://ja.wikipedia.org/wiki/大聖勝軍寺 
 

 
写真 4-9.飛鳥寺の由来書 写真 4-10.飛鳥寺の山門 写真 4-11.飛鳥寺の本尊飛鳥大仏像 
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写真 4-9 は飛鳥寺の由来書で、写真 4-10 は飛鳥寺の山門で右側に仏像がある。写真 4-11 は飛鳥寺の本尊飛鳥大

仏像である。 
 

  
写真 4-12.飛鳥寺の聖徳太子孝養 写真 4-13.飛鳥寺の飛鳥大仏像、重要文化財 写真 4-14. 飛鳥寺の阿弥陀如来坐像

 
写真 4-12 は飛鳥寺の聖徳太子孝養（木像・室町時代)で、写真 4-13 は飛鳥寺の本尊飛鳥大仏(銅像・飛鳥時代)、重

要文化財、609 年。仏像は高さ 3m、重さ 5 トン、黄金 30kｇ。平安・鎌倉時代に大火災になった。写真 4-14 は阿弥陀如

来坐像(木像・右)である。 
5. 聖徳太子関連の天皇陵 

5-1.  飛鳥時代の聖徳太子廟  
聖徳太子廟から第 30 代敏達天皇陵間の距離は、968m で、聖

徳太子廟から 1km 以内である。聖徳太子廟から第 31 代用明天

皇陵間の距離は、572m で、聖徳太子廟から 1km 以内、最短距

離である。聖徳太子廟から第 32 代崇峻天皇陵間の距離は、

20,526m で、聖徳太子廟から最長距離である。聖徳太子廟から

第 33 代推古天皇（初の女性天皇）陵間の距離は、983m で、聖徳

太子廟から 1km 以内である。 
ゆえに、聖徳太子廟から用明天皇陵間は、1km 以内、最短距

離である。が、最長距離は、第 32 代崇峻天皇陵である。第 32 代

崇峻天皇陵は、南河内郡ではなく 20km も離れた桜井市大字倉

橋である。歴史的にそれなりの理由があるのである（地図 5-1）。 
「上の太子」として親しまれる叡福寺で祀られる聖徳太子廟は、

大阪府南河内郡太子町にある。聖徳太子御廟を守るために建てられた叡福寺（写真 5-1）がある。7 世紀前半から中ごろ

の築造した山門（写真 5-2）があり、奥に見えるのが二天門、多宝塔、重要文化財、金堂がある。写真 5-3 は、聖徳太子

廟をお参りする第一歩である所である。 
 

 
写真 5-1. 叡福寺  写真 5-2.聖徳太子廟の山門 写真 5-3.聖徳太子廟の階段 

 地図 5-1.聖徳太子関連の天皇陵
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写真 5-4 は聖徳太子廟の山門の前に建立している記念碑。写真 5-5 は聖徳太子廟の三重層屋根は参拝者に感動と

希望があたえられる神秘的な光景である。写真 5-6 と 5-7 の聖徳太子廟の灯籠は余りにも多く、普通の神社では見られ

ない絶品である。灯籠とは、灯（あかり）籠（かご）で、灯（あかり）を消えないように囲ってある。灯篭は仏教の伝来とともに

渡来し、寺院建設が盛んな奈良時代から多く作られ、多くは僧侶が用いたとされる。平安時代に至ると、神社の献灯とし

ても用いられる。 

    
写真 5-4.聖徳太子廟の山門 写真 5-5.聖徳太子廟の三重層屋根 写真 5-6.聖徳太子の灯籠 写真 5-7.聖徳太子廟の灯籠 

 

5-2. 飛鳥時代の敏達天皇陵  
572 年。第 30 敏達（びたつ）天皇在位は 572～585 年、欽明天皇と石媛命（いしひめ）の子。敏達天皇即位に伴い、

物部守屋は大連に任じられた。物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。

蘇我馬子は、用明・崇峻・推古の四代天皇にわたり大臣職で蘇我氏全盛時代を築いた。仏教の信仰に篤く、富浦に日

本最初の仏塔を造営した。 
 

 
写真 5-8.敏達天皇陵の案内板 写真 5-9.敏達天皇陵の鳥居と正面 写真 5-10.敏達天皇陵の注意板 

 
写真 5-8 は、敏達天皇陵の案内板、写真 5-9 は敏達天皇陵の正面の鳥居、写真 5-10 は敏達天皇陵の注意板であ

る。 
 

  
 

写真 5-11.敏達天皇陵の並木 写真 5-12.敏達天皇陵の灯籠 写真 5-13.敏達天皇陵の石柱 
 

写真 5-11 は敏達天皇陵へ参拝する道路がにある並木。写真 5-12 は、敏達天皇陵の正面にある鳥居と灯籠。写真

5-13 は、敏達天皇陵の石柱で、右側にある坂道の終点に御陵がある。 
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583 年。百済から来日した日羅を難波宮に泊らせる、日羅は大和朝廷に行き、帰途再び泊って百済の官人に暗殺さ

れる。敏達天皇（583)勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿都の桑市(大阪府八尾市)にすまわす。我が国最古

寺院にである日羅寺を建立した。 
585 年。安倍臣目、物部贄子連とともに、阿都の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在中の日羅のもとに出向き、国政を問

う。 その後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。 

 

5-3. 飛鳥時代の第 31 代用明天皇陵 

586 年。第 31 代用明天皇は、欽明天皇と蘇我小姉君（そがのおあねのきみ）の子。皇后は穴穂部間人皇女。子女は

聖徳太子、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酢香手姫皇女。第 30 代敏達天皇の次には馬子

の推す用明天皇（欽明天皇の子、母は馬子の妹）が即位した。守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。穴穂

部皇子は炊屋姫（敏達天皇の后）を犯そうと欲して殯宮に押し入ろうとしたが、三輪逆に阻まれた。怨んだ穴穂部皇子は

守屋に命じて三輪逆を殺させた。用明天皇と皇后穴穂部間人皇女（あなほべのはしひとのひめみこ）の子が聖徳太子。 
 

  
写真 5-14 用明天皇陵の石碑  写真 5-15 用明天皇陵の正面  写真 5-16 用明天皇陵の灯籠 写真 5-17 用明天皇陵の鳥居 

 
写真 5-14 は用明天皇陵の石碑、写真 5-15 は用明天皇陵の正面、写真 5-16 は用明天皇陵の灯籠、写真 5-17 は用明

天皇陵の鳥居である。 

 

5-4. 飛鳥時代の第 32 代崇峻天皇陵 

587 年。第 32 代崇峻（すしゅん）天皇在位は 587～592 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ、小姉君とは

姉妹関係）の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。物部氏滅亡。蘇我河上娘（そがの

かわかみのいらつめ）の父は蘇我馬子. 夫は崇峻天皇。王位継承に絡んで物部守屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内

渋川郡阿都から北方の衣摺に退いて防戦したが殺される。捕鳥部万は、守屋の難波宅を守っていたが、これを放棄して

逃亡する。四天王寺を玉造の岸に建て始める。守屋合戦。 
588 年。瓦窯が始まる。百済、仏舎利を献じ、僧侶・寺工・瓦博士などを贈る。崇峻天皇は、諱は泊瀬部皇子。『古事

記』には長谷部若雀天皇（はつせべのわかささぎのすめらみこと）とある。系譜としては、欽明天皇の第 12 皇子。母は蘇

我稲目の女・小姉君で、敏達天皇をはじめ用明天皇と推古天皇の異母弟にあたる。嬪は河上娘（かわかみのいらつめ、

蘇我馬子宿禰の女）である。夫人は布都姫（ふつひめ、物部守屋の妹。先代旧事本紀に拠る）。大臣（おおおみ）の蘇我

馬子によって推薦され即位した。一方大連（おおむらじ）の物部守屋は、穴穂部皇子（あなほべのみこ）を即位させようと

はかるが、穴穂部皇子は蘇我馬子によって逆に殺されてしまう。その後、蘇我馬子は、物部守屋を滅ぼし、これ以降物

部氏は没落してしまう。物部氏の没落によって欽明天皇以来の崇仏廃仏論争に決着が付き、法興寺（飛鳥寺）や四天王

寺などの、造寺事業を積極的に行った。しかし、即位したあとでも政治の実権は常に馬子が握っており、次第に不満を

感じるようになった。 
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写真 5-18.崇峻天皇陵の記念碑 写真 5-19 崇峻天皇陵の鳥居 写真 5-20.崇峻天皇陵の正面 写真 5-21.崇峻天皇陵の灯籠 

 
写真 5-18 は崇峻天皇陵の記念碑である。写真 5-19 は崇峻天皇陵の円柱からなる鳥居である。写真 5-20 は崇峻天皇

陵の正面で、数段の階段となっている。写真 5-21 は崇峻天皇陵の中にある左右の灯籠である。 

 

5-5. 飛鳥時代の第 33 代推古天皇陵 
592 年。飛鳥時代、第 33 代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は 593～628 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛の子（用明天皇の

妹）。蘇我馬子は東漢直駒に崇峻天皇を殺される。 
蘇我馬子が崇峻天皇を暗殺。推古天皇が即位。 最初の女帝。 
593 年。聖徳太子、四天王寺を難波荒陵の地に創建を開始。廐戸皇子を皇太子とし、摂政とする、馬子と共に天皇を補

佐した。 
守屋の所領施入（寺や神社に財物を献上）。 
594 年。大聖勝軍寺創建。大聖勝軍寺は、この地は渋川の阿都（あと）と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導

入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。 
瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこ

の地に退いた。 
用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の

主戦場である。仏教興隆の詔を発した。 
595 年。高句麗の僧慧慈が渡来し、太子の師となり「隋は官制が整った強大な国で仏法を篤く保護している」と太子に伝

えた。  
596 年。蘇我氏の寺（飛鳥寺）＝法興寺建立。 
600 年。倭国の使者、隋の都興城〔長安）に到る。冠位 12 階を制定。新羅征討軍を出し、調を貢ぐことを約束。 
602 年。再び新羅征討の軍を起こした。 
同母弟・来目皇子を将軍に筑紫に 2万 5千の軍衆を集めたが、渡海準備中に来目皇子が死去した（新羅の刺客に暗殺

されたという説がある）。 
この新羅遠征計画は天皇の軍事力強化が狙いで、渡海遠征自体は目的ではなかったという説もある。 
603 年。冠位十二階制定。氏姓制ではなく才能を基準に人材を登用し、天皇の中央集権を強める目的であった。 
604 年。廐戸皇子、憲法 17 条を制定。豪族たちに臣下としての心構えを示し、天皇に従い、仏法を敬うことを強調。 
605 年。鞍作鳥が飛鳥寺釈迦如来像をつくる。 
607 年。河内国に戸刈池・依網池を造営。推古天皇と聖徳太子が法隆寺を建立。 
608 年。隋使の来日をひかえ、新館を難波の高麗館の畔に造る。 
隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてなす。 
611 年。厩戸皇子は仏教を厚く信仰し、聖徳太子が三経義疏を著す。 
620 年。蘇我馬子と聖徳太子が「天皇記」と「国記」を編纂。 大半は蘇我氏滅亡時に焼失。 
622 年。聖徳太子逝去(49 歳) 

 

－ 21－



20 
 

 

写真 5-22. 推古天皇

磯長山田陵の石碑 
写真 5-23.推古天皇陵

の正面と階段 
写真 5-24.推古天皇陵

の正面と神明系鳥居 
写真 5-25.推古天皇

陵にある灯籠 
写真 5-26.推古天皇

陵の正面にある石碑

 
写真 5-22 は国政最初の女性天皇である推古天皇磯長山田陵の石碑。推古天皇陵は丘の上にある森である。写真

5-23 は推古天皇陵陵の正面と階段である。ここは、小鳥たちも歓迎の合唱をしてくれる雰囲気の中で、鶯（うぐいす）の

鳴き声が聞こえる自然の楽園である。写真 5-24 は推古天皇陵の正面と神明系鳥居である。写真 5-25 は推古天皇陵に

ある灯籠である。灯籠とは、日本には飛鳥時代に仏教が伝来し、献灯と呼ばれ、仏閣に設置され、庭園内の鑑賞目的で

設置されるいる。灯籠の石質は花崗岩が主流で御影石も多い。写真 5-26 は推古天皇陵の正面にある石碑である。 
 

5-6. 飛鳥時代の 4 天皇御陵の鳥居 
鳥居の構造は 2 本柱に 2 本横木（笠木と貫）から構成。神明系には、笠木の下に島木は無、笠木の反りは無。貫は出な

い（中山鳥居）の区分がある。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）の区分ができるので、次

の区分から判断すれば、神明系黒木：素木鳥居に類似していると想定できる。 
飛鳥時代の 4天皇御陵の鳥居について、写真 5-27 は第 30 代敏達天皇で、写真 5-28 は第 31代用明天皇、写真 5-29

は第 32 代崇峻天皇および写真 5-30 は第 33 代推古天皇陵の鳥居である。 

 

 
 

写真 5-27.第 30 代敏達天皇 写真 5-28. 第 31 代用明天皇 写真 5-29. 第 32 代崇峻天皇 写真 5-30. 第 33 代推古天皇

 
 想定できる手法とそして、神明系鳥居の特徴を考察したのが、次の 4 タイプの鳥居である。 

 

   

図 5-1.伊勢神明鳥居 図 5-2.鹿島（かしま）鳥居 図 5-3.黒木：素木鳥居 図 5-4.靖国（やすくに）鳥居 
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図 5-1 は伊勢（いせ）・神明（（しんめい）鳥居：伊勢斎宮。笠木が鎬の五角形で屋根への発展を示す。両端は下方に

向かって斜め。貫は貫通せず、楔で固定。柱の円柱は転び（傾斜）がない。伊勢鳥居は、三重県伊勢市にある内宮大

鳥居 皇大神宮(内宮)の宇治橋を渡ったところにある大鳥居である。伊勢鳥居は神明系鳥居であり、伊勢神明鳥居とも

言われる。伊勢神宮を分祀した神社を神明社で伊勢斎宮である。図 5-2 は鹿島（かしま）鳥居：反り増が無い、島木が無

い、額束が無い、笠木が丸太状、貫が柱から出る、貫が角形で四角、柱が出る、円柱の上に断面が円形の笠木を渡す

特徴がある。茨城県鹿島市にある神明系鳥居である。図 5-3 は黒木：素木鳥居：自然木のままで鳥居を作る形式を素木

鳥居である。特徴は皮付き丸太をそのまま使用した円柱二本が垂直で、上部に円柱形の笠木を載せる。貫は円柱を載

せ、柱を傾斜させない神明系鳥居である。ゆえに、第 30 代敏達天皇から第 33 代推古天皇までの鳥居は、神明系鳥居

と類似点が想定できる。図 5-4 は靖国（やすくに）鳥居：2 本の垂直な丸柱、上部に丸型の笠木が乗り、貫が四角（断面

長方形）の角材である特徴。額束や楔などもない質素な構成。東京招魂社として創祀され、後に現社名靖國神社と改

称。創建当初は軍務官、後に内務省が人事を所管。国家との関係を廻る所謂「靖国神社問題」を惹起する存在ともなっ

ている。 
 

6. おわりに 

 
聖徳太子と第 30～33 代天皇陵のデータを考察したのが、表 6-1 である。在位は 574～628 年間である。陵名では、

聖徳太子の廟名と墳形は、叡福寺北古墳と横穴式石室である。30 代敏達天皇の陵名と墳形は、河内磯長中尾陵、太

子西山古墳と前方後円墳である。31 代用明天皇の陵名と墳形は、河内磯長陵、春日向山古墳と空濠墳形である。32
代崇峻天皇の陵名と墳形は、倉梯岡陵と小円墳、横穴式石室である。33 代推古天皇の陵名と墳形は、山田高塚古墳と

三段築成方墳である。参考文献は、次の通りである。 
聖徳太子 URL   http://bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/kofun/taisibyo.htm 583-0995 大阪府南河内郡太子町太子 2146 
30 代敏達天皇  http://bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/kofun/bitaturyo.htm 585-0001 大阪府南河内郡河南町東山 469 
31 代用明天皇  http://bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/kofun/youmeiryo.htm 583-0991 大阪府南河内郡太子町春日 
32 代崇峻天皇  http://bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/kofun/sushunryo.htm 633-0021 奈良県桜井市大字倉橋 
33 代推古天皇  http://bell.jp/pancho/travel/taisi-siseki/kofun/suikoryo.htm 583-0992 大阪府南河内郡太子町山田 
 

表 6-1. 聖徳太子と 30～33 代天皇陵の規模 
天皇名 聖徳太子 30 代敏達天皇 31 代用明天皇 32 代崇峻天皇 33 代推古天皇 
在 位 574～622 年 572～585 年 585～587 年 587～592 年 593～628 年 

陵 名 
叡福寺北古墳 河内磯長中尾陵、

太子西山古墳 
河内磯長陵、   

春日向山古墳 
倉梯岡陵 山田高塚古墳 

墳 形 
横穴式石室、   

周囲：結界石二重 
前方後円墳 空濠墳形 

小円墳、     

横穴式石室、 
三段築成方墳、   

周囲は空濠 

所在地 
大阪府南河内郡太

子町太子 2146 
大阪府南河町東山

469 
大阪府南河内郡

太子町春日 
奈良県桜井市大字

倉橋 
大阪府南河内郡太

子町山田 
郵便番号 583-0995 585-0001 583-0991 633-0021 583-0992 

太子との距離 0m 968m 572m 20.526m 983m 
緯 度 34 度 52 分 34 度 51 分 34 度 51 分, 34 度 49 分 34 度 51 分 
経 度 135 度 63 分 135 度 63 分 135 度 64 分 135 度 86 分 135 度 64 分 

標 高（m） 72 82 78 170 79 
陵 高（m） 10 11 11 9 12 
東西径（m） 195 54 107 57 61 
南北径（m） 163 93 104 43 64 
面 積（m2） 14787 5118 9614 38 5397 
面 積（坪） 4481 1551 2913 11 1636 
外 周（m） 445 287 379 26 295 
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Google Map 標高 (V2 SRTM)  (English) V3 API 版
http://wisteriahill.sakura.ne.jp/GMAP/GMAP_ALTITUDE/index.php 
URL キョリ測（ベータ） http://www.mapion.co.jp/route/ 
 

 
 

 

地図 6-1. 聖徳太子廟 地図 6-2.敏達天皇陵 地図 6-3.用明天皇陵 地図 6-4.崇峻天皇陵 地図 6-5.代推古天皇陵 
 

地図 6-1 は聖徳太子廟、地図 6-2 は敏達天皇陵、地図 6-3 は用明天皇陵、地図 6-4 は崇峻天皇陵および地図 6-5
は代推古天皇陵である。 

 
緯度は 34 度 49 分（32 代崇峻天皇）～34 度 52 分（聖徳太子）の範囲で、その差は 3 分である。経度は 135 度 63

分（聖徳太子と 30 代敏達天皇）～135 度 86 分（32 代崇峻天皇）の範囲で、その差は 23 分である。標高は 72（聖徳太

子）～170（32 代崇峻天皇）m であり、陵高は 9（32 代崇峻天皇）～12（33 代推古天皇）m の範囲で、面積は 11（32 代

崇峻天皇）～4481（聖徳太子）坪で、外周は 26（32 代崇峻天皇）～445（聖徳太子）m である。 
 

 
地図 6-6.聖徳太子廟 地図 6-7.敏達天皇陵 地図 6-8.用明天皇陵 地図 6-9.崇峻天皇陵 地図 6-10.推古天皇陵

 
地図 6-6 は聖徳太子廟の森、地図 6-7 は敏達天皇陵の森、地図 6-8 は用明天皇陵の森、地図 6-9 は崇峻天皇陵の森

および地図 6-10 は推古天皇陵の森である。 
 

 
 

図 6-1.第 30～33 代天皇陵の規模（m） 図 6-2.第 30～33 代天皇陵の規模（m） 
 

第 30～33 代天皇陵に対する陵高・東西径および南北径は図 6-1 のように表示した。棒グラフにした図 6-1 では、聖

徳太子廟の森が大きく、崇峻天皇陵が小さい。一方、線グラフにした図 6-2 ではその高低差が鮮明に理解でき、陵高は

同じである。陵の長さにおいて、東西径と南北径の差が大きいのは、聖徳太子廟と敏達天皇陵である。 
 

表 6-2は、聖徳太子と 30～33代天皇の比較を行った。各天皇の生年・誕生や死没・崩御も不詳な点が多いことが見ら
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れる。在位期間は明確に知られている飛鳥時代である。改名・御名と別名・異称・異名は、多いことが理解できる。 
 

表 6-2. 聖徳太子と 30～33 代天皇の比較 
天皇名 聖徳太子 30 代敏達天皇 31 代用明天皇 32 代崇峻天皇 33 代推古天皇

生年・誕生 574 年 538 年? 不明 不明 554 年 
死没・崩御 622 年 585 年 不明 592 628 年 

在 位  572～ 585 年 585～ 587 年 587～592 年 593～628 年 
時 代 飛鳥時代 飛鳥時代 飛鳥時代 飛鳥時代 飛鳥時代 
改 名 
御 名 

上宮厩戸、厩戸皇子、 
厩戸皇太子、摂政太子 

 橘豊日天皇、橘豊日命、

池辺皇子、大兄皇子 
 額田部皇女 

別 名 
異 称 
異 名 

厩戸皇子、厩戸王、上宮

王、豊聡耳、徳豊聡耳法大

王、上宮太子聖徳皇、 
厩戸豊聰耳聖徳法王 

渟中倉太珠敷尊

他田天皇 
大兄皇子, 
橘豊日命, 

橘豊日天皇 
 

泊瀬部天皇、   

長谷部若雀天皇 
豊御食炊屋比売命

豊御食炊屋姫尊

 

諡 号 聖徳太子     
官 位 摂政、皇太子  大連、大臣   
先 代  欽明天皇 敏達天皇 用明天皇 崇峻天皇 
次 代  用明天皇 崇峻天皇 推古天皇 舒明天皇 

氏族・皇族、 上宮王家     
父 親 用明天皇 欽明天皇 欽明天皇 欽明天皇 欽明天皇 
母 親 穴穂部間人皇女 皇后石姫皇女 蘇我堅塩媛 

 
蘇我小姉君 

（蘇我稲目の娘） 
蘇我堅塩媛 

（蘇我稲目の娘）

兄 弟 聖徳太子(厩戸皇子)、来目皇子、殖栗皇子、茨

田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酸香手姫皇女 
   

皇后・妻・ 
皇配・夫人 

菟道貝蛸皇女、 
刀自古郎女、橘大郎

女、膳大郎女 

広姫、額田部皇女、

老女子、菟名子 
   

皇女子 山背大兄王、財王、日置

王、白髪部王、長谷王、

三枝王、伊止志古王、麻

呂古王、片岡女王、手島

女王、春米女王、久波太

女王、波止利女王、馬屋

古女王 

押坂彦人大兄皇子、 
竹田皇子、 
糠手姫皇女ほか 

 

聖徳太子, 
来目皇子, 
殖栗皇子, 
茨田皇子, 
田目皇子, 

麻呂子皇子, 
酢香手姫皇女 

蜂子皇子、 
錦代皇女 

菟道貝蛸皇女, 
竹田皇子, 

小墾田皇女, 
尾張皇子, 
田眼皇女 

宮居・皇居  百済大井宮 
訳語田幸玉宮 

磐余池辺雙槻宮 倉梯柴垣宮、 
奈良県桜井市倉橋 

豊浦宮・小墾田宮

 
鳥居の構造は 2 本柱に 2 本横木（笠木と貫）から構成。神明系には、笠木の下に島木は無、笠木の反りは無。貫は出な

い（中山鳥居）の区分がある。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）の区分ができるので、次

の区分から判断すれば、神明系黒木：素木鳥居に類似していると想定できる。 
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 神社の調査や測量時には、数回にわたってお世話になった日本カフェテリアの朝倉三尋・朝倉裕高・萱村冨久夫の各

氏に厚く御礼申し上げます。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。 
(2011 年 12 月 12 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 
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奈良市、古代国家成立期の人工洞窟、蘇我馬子の石舞台遺跡の測量と分析 
-蘇我馬子と聖徳太子の偉業と祇園精舎と孔子廟との比較- 

沢 勲*・楠本正行**・上野 裕*・朴永炅* 

（大阪経済法科大学*・誓和工具**） 
Surveying and Analysis of Stone Stage Remains of Umako SOGANO,  

Artificial Cave of Buddhism Battlefield of Ancient State Formation Period, Nara-City 
―Activity of Umako Sogano and Prince Shotoku,  

Comparison with a Jeta's temple and Confucius's Mausoleum― 
Isao SAWA*・Masayuki KUSUMOTO**・Hiroshi UENO*・Yong-kyung PARK* 

 
ABSTRACT 

Sogano-Umako who deeply believed in Buddhism, was a politician, a nobleman and became a minister at 
the time of the Emperor Bitatsu, and later served four emperors of Yomei, Sushun, Suiko in Asuka era. 
Sogano-Umako and Monobe-Moriya rivals fought in the throne. Mononobe had fled from the Ado of the 
Kawachi Shibukawa county to the kizuri, was shot dead last with a bow. 

The Ishibutai- ruins which were designated a special historic site in 1952 in Japan, is a cave stone 
chamber using huge stone in the late Kofun. In the fourth century from three centuries, because this region 
was dominated by powerful clans, ancient tombs and ruins of Sogano-Umako is estimated. Morphology 
analyses is valid, in order to clarify that. 
The Ishibutai-ruins are representative artificial caves in Asia. The scale of the artificial cave is 7.7m in 

length, 3.5m in width, 4.7m in height. The granite in the ceiling part and tufa in the floor of the lower part 
are rhyolites. The granite and the tufa are proved to be an ingredient of the low alkali from silicic acid and 
relations of the alkali. The granite and the tufa are proved to be a potassium ingredient in high potassium 
from relation with silicic acid and oxidation potassium. 
 
キーワード：蘇我馬子、聖徳太子、祇園精舎、孔子廟、遺跡比較 
 Keywords：Umako Sogano, Prince Shotoku, A Jeta's temple, Confucius's Mausoleum, ruins comparison 
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1．はじめに 
石舞台古墳は、アジアの代表的な人工洞窟である。所在地は、奈良県高市郡明日香村島庄。位置は北緯 34 度 28 分 0.44

秒、東経 135 度 49 分 34.14 秒 である。形状は不明であるが、規模は、長さ約 7.7m、幅約 3.5m、高さ約 4.7m で、 築造年

代は 7 世紀初頭で、被葬者は 蘇我馬子と伝えられている。史跡指定は、1952 年（昭和 27 年）国特別史跡である。明日香村は、

面積 24.08km²、総人口 5,825 人（推計人口、2011 年 9 月 1 日）、人口密度 242 人/km² 、隣接自治体 橿原市、桜井市、

高取町、吉野町である。地理的には飛鳥川のまわりを丘や山に囲まれた小さな盆地で。飛鳥川は、「昨日淵だった所が今日は

瀬になるよ」といわれる通り流れの変化が激しい川だった。 
奈良県の概要として、紀伊半島中央の内陸部に位置し、盆地は奈良盆地、山地は紀伊山地、高原は大和高原、川は大和

川・吉野川、大台ケ原や近畿地方最高峰の八経ヶ岳（八剣山）等の紀伊山地が広がる。近畿地方では縄文草創期の遺跡は少

ないが、県下最古の縄文遺跡は山添村中峯山（ちゅうむざん）の大川（おおこ）遺跡がある。また、唐古・鍵遺跡の周辺にも分村

的な多数の集落遺跡が分布している。紀元 3 世紀から 4 世紀頃の古墳時代前期に、豪族が力を強めた。 
本稿における石舞台古墳の特徴は、アジアにある人工洞窟の形態解析において貴重なもので次のように要約できる。 
①石舞台古墳は、古墳時代後期の古墳で 1952 年国特別史跡に指定で、巨大な石を用いた横穴式石室である。埋葬者とし

ては蘇我馬子が有力視され、形態解析に重要な意味がある。 
②形態解析を判定するため、流紋岩である花崗岩（天井部：高カリウム成分）と凝灰岩（下部の床面：中カリウム成分）分析値

により考察を行った。 
③天井部の上部と壁部では、風圧の影響により黒色の光沢が異なっている。 
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石舞台遺跡の測量値は、科学的管理法によって解析をおこなった。近年でも水害、台風、地震、空襲などで打撃を受けなが

らも、それを乗り越えて生き残っている。この貴重な文化遺産の岩石解析値を記録し、大切に引き継いで行きたい使命と目的か

ら纏めたのである。 

 

2．奈良県の今昔 
奈良県は、本州中西部、紀伊半島内陸部、近畿地方の中東部に位置する。律令制の大和国の領域を占める。県庁所在地

は奈良市。古代より多くの都城が置かれた「日本の故郷」とされる。盆地は奈良盆地、山地は紀伊山地と高原は大和高原である。

川は大和川・吉野川である。県内の地区の北和、中和、西和、宇陀、南和などと区分される。  
奈良の先史：約 2 万 5 千年前（炭素 14 年代測定法による）には旧石器時代の人々が生活を始めた。県西部の二上山一帯は

石器石材となるサヌカイトの産出地である。遺跡群には 60 か所以上の旧石器の遺跡が分布し、ナイフ形石器・石核・剥片など

の遺物が出土している。近畿地方では縄文草創期の遺跡は少ないが、県下最古の縄文遺跡は山添村中峯山（ちゅうむざん）の

大川（おおこ）遺跡がある。 
吉野川流域には大淀町の桜ヶ丘遺跡で、縄文前期・中期の竪穴住居址や炉跡などが検出。縄文晩期には橿原遺跡、竹内

遺跡などがある。畝傍山東麓の橿原遺跡からは魚骨類も出土し、大阪湾岸地域との交易が想定される。弥生時代には奈良盆

地を中心に集落遺跡が分布し、特に初瀬川左岸の唐古・鍵遺跡は弥生前期から継続した大規模集落として知られる。また、唐

古・鍵遺跡の周辺にも分村的な多数の集落遺跡が分布している。 
古墳時代～奈良時代：紀元 3 世紀から 4 世紀頃の古墳時代前期に、豪族が力を強めた地域である。その後、他地域との交

流、攻防や国際交流があり、現在の日本地域の大半を支配する大勢力となった。ヤマト王権は、現在の天皇家の祖とされ、天

皇陵などが集まっている。3 世紀の半ば過ぎから邪馬台国連合・ヤマト政権の盟主墳と考えられる古墳が奈良盆地に築造され

ている。これらをまとめて大倭古墳群と呼称。 
古代からの神道信仰の伝統、6 世紀の仏教伝来以来の国策により、この地域には神社仏閣が多数存在する。ヤマト王権成

立以来 8 世紀末まで、この地域に大和朝廷の天皇の宮があり、都が置かれた。大和時代から飛鳥時代にかけては、橿原市や

高市郡に宮が置かれていることが多かった（飛鳥京跡）。特に藤原京は、690 年（持統 4）に着工され、694 年に完成した条坊制

（じょうぼうせい）による中国風都城として知られる。710 年に平城京遷都が行われた（奈良時代の始まり）。平城京から長岡京へ

の遷都の一因ともなった影響力を持った寺社勢力は、遷都後もこの地域に残り、その後地域の耕作者を支配下において大きな

勢力となった。 

 

3．蘇我系と聖徳太子の偉業 
 
3-1. 蘇我（馬子）一族の偉大な業績  

日本の歴史が大きく転換する新しい時代に、大活躍したのが蘇我氏である。日本文化に影響を与えた仏教の導入に密接に

かかわった。建築・美術・儀式など、仏教文化を集大成した大寺院も蘇我氏の偉業である。国際関係では、隋をはじめ、中国の

文物が直接日本と交流するようになり、積極的に働きかけた。600 年と 623 年には境部臣が、対新羅派遣軍の大将軍に任命さ

れ、外交交渉や政策の決定や軍事行動の面にも一族を参加させている。 
内政についても、蘇我氏は渡来人の能力の助けを借りて国家の実務制度の整備・改革を進めた。607 年、高市池・藤原池・

肩岡池・菅原池を作った。国家税収の基本になる戸籍の制度が整えられた。冠位十二階や聖徳太子の十七条の憲法に象徴

的に現われる、法律制度の体系の整備である。 
その細部は、蘇我氏を中核とした渡来系の官僚グループの手によって定められていったにちがいない。日本書紀、620 年の

条は「聖徳太子と嶋大臣（馬子）が相談して天皇・国記・・・公民等の本記をしるす」と言う。そうなると、このはじめての日本の歴

史は、見方によっては蘇我氏のものだったと言うこともできるのではないだろうか。 
http://www.asukanet.gr.jp/ASUKA4/soga/soga01.html の要約 
蘇我氏が歴史の舞台に登場してくる飛鳥の大貴族といっても、物部氏や大伴氏などのように神話・伝説の時代に属するエピ

ソードがある。朝鮮半島から日本にやってきた渡来人が、新しい知識と技術を武器として経済的な基盤を固め、権力の中枢に

座を占めた。河内の石川流城を本拠とした豪族の流れにしても蘇我氏を「日本人」とするか、百済から渡来人した一族とするの
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か決定的な証拠がない。 
5 世紀の末ごろ、蘇我氏の先祖は、現在の橿原市曽我町に本拠を置き、現在の近鉄真管駅の付近には、延喜神名式にいう

宗我坐宗我都比吉神社がある。また、近くには入鹿神社があり、この地域に蘇我氏の伝承がある。6 世紀にはいると曽我川に沿

って南に勢力を広げ、畝傍山・飛鳥といった地域を支配するようになる。この地域には古くから多くの渡来入が住み着いていた。

雄略紀にも新しく渡来した技術者、陶工、馬具職人、画工、錦綾の職工を桃原・真神原に移住させたという記事がある。 
飛鳥地城に進出した蘇我氏は、根をおろした渡来人の集団を自分の勢力下におさめていく。蘇我氏は東漢氏とよばれる大

和・河内に住み着いていた渡来系氏族全部の統領とでもいった地位を占める。553 年馬子の父親稲目は、百済からの渡来人

王辰爾に船に関する税務を司らせている。東漢氏のだれにも読み解けなかった高句麗からの国書を読んだという記事が示すよ

うに、新しい知識をもって日本に渡ってきた新来の渡来人だった。旧来の渡来系氏族だけでなく、新たにやってきた渡来人も蘇

我氏の配下に組み入れられる体制ができ上がっていた。 
渡来人の拠点、桧隈という土地柄を考えれば天皇の擁立、宮地の選定に蘇我氏が深くかかわっていたことは想像にかたくな

い。この稲目の時代に、蘇我氏は天皇家と関係を強め、その諸分家もそれぞれの勢力を確立していく。馬子・蝦夷・入鹿と続く

蘇我氏の権力と繁栄との基礎は、このときに用意される。 http://www.asukanet.gr.jp/ASUKA4/soga/soga01.html の要約 
蘇我氏は、有力な各豪族、とりわけ天皇家との政略結婚を通じて権力の基盤を固めようとした。聖徳太子伝暦は葛木寺を蘇

我葛木臣に賜うと記す。馬子の母親は葛城氏の出だったのだろう。また 587 年には、蘇我大臣の妻は、是物部守屋大連の妹な

り、とあり、馬子が物部氏とも姻戚関係を結んでいたことが知られる。蘇我氏と天皇家とのかかわりを、整理してみれば次のように

なる。 
欽明朝に初めて、馬子の姉妹、堅塩媛と小姉君の二人が天皇の夫人となる。欽明の次の敏達天皇は、堅塩媛の子供・額田

部皇女〈後の推古天皇）を后とした。次の天皇は堅塩媛の子供・用明天皇で、小姉君の子供・穴穂部間人皇女を后とし、稲目の

娘・石寸名を夫人とした。用明と穴穂部間人皇女の間の子供に聖徳太子がいる。用明の次代、崇峻天皇は小姉君の子供に当

たる馬子の娘・河上娘を妃とした。推古天皇は、舒明と堅塩媛の子供、馬子の姪となる。推古の後継者の地位にあった聖徳太

子は馬子の娘・刀自古郎女を夫人としている。推古のつぎが舒明天皇、この天皇は馬子の娘・法提郎媛を夫人とした。 
蘇我馬子（生年未詳～626 年)は、飛鳥時代の政治家、貴族、豪族で、飛鳥時代の大臣となり仏教を深く信仰し物部守屋と

対立した。宣化天皇の崩御後、欽明天皇時代になると物部尾輿（おこし）が大連（おおむらじ）になった。『日本書紀』によると、

欽明天皇の時代百済から仏像が贈られた。蘇我稲目（いなめ：蘇我高麗の子、蘇我馬子ら 4 男 3 女の父）大臣を中心とする崇

仏派と物部尾興、中臣鎌子を中心とする排仏派が争った。以下の年代を追って蘇我氏の系図及び主な追跡を辿る。 
 

3-2. 聖徳太子の偉大な業績 
用明天皇の第二皇子。母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。時代は飛鳥時代。改名は、上宮厩戸、厩戸皇子、厩戸皇太

子と摂政太子の 4 である。別名は、厩戸皇子、厩戸王、上宮王、豊聡耳、上宮之厩戸豊聡耳命、法主王、豊耳聡聖徳豊聡耳

法大王、上宮太子聖徳皇と厩戸豊聰耳聖徳法王 である。主君は、用明天皇、崇峻天皇と推古天皇の 3 天皇。父母は、用明天

皇、穴穂部間人皇女(蘇我馬子の姉) である。兄弟は 聖徳太子(厩戸皇子)、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻

呂子皇子と酸香手姫皇女の 7 名。妻は菟道貝蛸皇女、刀自古郎女、橘大郎女の膳大郎女の 4 名である。 子は、山背大兄王、

財王、日置王、白髪部王、長谷王、三枝王、伊止志古王、麻呂古王、片岡女王、手島女王、春米女王、久波太女王、波止利女

王と馬屋古女王 の 14 名である。 
 

3-3. 蘇我系と聖徳太子の歴史年表の偉業 
538 年。第 28 代宣化（せんか）天皇在位は 536～539 年、継体天皇と目子郎女橘皇女の子。安閑天皇の弟。 
百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝される。一説に 552 年。仏教公伝（552 年)とは、国家間の公的な交渉と

して仏教が伝えられること。日本では 6 世紀半ば、百済から倭への仏教公伝のこと。仏教伝来の背景には、百済による「新羅征

討の援軍要求」という強い思惑がある。 仏教の後押しをする蘇我稲目が登場し、日本神道を守り続けた物部と対立。 
550 年。第 29 代欽明(きんめい)天皇在位 539～571 年、蘇我馬子の父は蘇我稲目。姉に蘇我堅塩媛（欽明天皇妃）、『日本書

紀』では妹に蘇我小姉君（欽明天皇妃）。蘇我馬子の妻は、物部弓削大連（物部守屋）の妹。蘇我馬子の子に蘇我善徳、蘇我

倉麻呂、蘇我蝦夷。蘇我入鹿、蘇我倉山田石川麻呂は孫。娘に河上娘（崇峻天皇妃）、法提郎媛（田村皇子妃）、刀自古郎女

（聖徳太子妃）など、外戚となって権力をふるった。飛鳥時代の政治家、貴族。敏達天皇のとき大臣に就き、用明天皇、崇峻天

皇、推古天皇の 4 代に仕え、54 年に渡り権勢を振るい、全盛時代を築く。 
551 年。欽明天皇、蘇我稲目は、百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏教を擁護。飛鳥時代の大

－ 29－



 4

臣。 
552 年。欽明天皇、天皇百済より仏教伝来。仏教戦争。蘇我稲目（仏教擁護）対物部尾輿（反仏教）の死闘の第 1 戦開始(552
～587）。  
562 年。欽明天皇、任那は古代に存在した朝鮮半島の南部地域で、日本政府、新羅に滅ぼされる。蘇我堅塩媛は欽明天皇の

妃。蘇我稲目の娘。天皇の妃となり、橘豊日尊(用明天皇)、豊御食炊屋姫(推古天皇)など七男六女を生んだ。蘇我小姉君は、

蘇我稲目の娘、兄弟に蘇我馬子（男性）がいる。 欽明天皇の妃となり、茨城皇子、葛城皇子、穴穂部間人。 
575 年。第 30 代敏達天皇、馬子、帰京し、屯倉について報告。 皇子と馬子に任那復興に励むよう命じる。 
577 年。敏達天皇、百済王、経論・造仏工ら 6 人を献上、難波の大別王の寺に安置。 
583 年。敏達天皇、敏達天皇（583)勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿都の桑市(大阪府八尾市)にすまわす。我が

国最古寺院にである日羅寺を建立した。 
584 年。敏達天皇、馬子は百済からの仏像 2 躯を迎え、司馬達等と池辺直氷田を遣わして、高句麗僧恵便を見出す。司馬達

等の娘など3人を尼にする。馬子は仏殿を邸宅の東に営み、弥勒の石像を安置し、3人の尼を迎えて大会（だいえ）の設斎を行

う。司馬達等、斎食の上に仏舎利を見つけ、馬子に献上する。馬子は試みに舎利を砕こうとするが砕げす、水に投げると心に願

うままに浮き沈みしたため、仏法を深く信じ、修業に励む。馬子は石川の邸宅に仏殿をつくる。 
585 年。第 31 代用明天皇在位 585～587 年、（聖徳太子の父)が即位。大和朝廷が日本の大部分に関して安定した支配権を

確立、第 26 代継体天皇とその子。その後は欽明天皇の子の第 30 代敏達天皇が立って、神道勢力と新興仏教勢力の争い。敏

達天皇、仏法破却し、3 尼らを捕える。馬子は病になり天皇の許可を得、再び仏法を修め、疫病により、天皇これを認める。 
守屋は仏像と仏殿を焼き、仏像を難波の堀江に棄てる。馬子、これに従い、善信尼たちをひきわたす。馬子、天皇に奏上し

て、馬子のみ仏法を修めてもよいという許可を得、3 人の尼を返してもらう。新しく寺を造営し、迎え入れて供養する。敏達天皇

崩御、殯宮で誄（しのびごと）をする際、馬子と守屋は互いに罵倒しあう。用明天皇即位。馬子は大臣に復職。  
586 年。用明天皇、欽明天皇と蘇我小姉君（そがのおあねのきみ）の子。皇后は穴穂部間人皇女。子女は聖徳太子、来目皇子、

殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酢香手姫皇女。 第 30 代敏達天皇の次には馬子の推す用明天皇（欽明天皇

の子、母は馬子の妹）が即位した。物部守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。怨んだ穴穂部皇子は守屋に命じて

三輪逆を殺させた。 
587 年。第 32 代崇峻（すしゅん）天皇在位は 587～592 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ、小姉君とは姉妹関係）

の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。蘇我河上娘（そがのかわかみのいらつめ）の父は蘇

我馬子、 夫は崇峻天皇。 
蘇我馬子は聖徳太子が摂政(せっしょう)になると，その政治に協力したが，太子の死後はふたたび政治をほしいまま。奈良県

明日香村にある石舞台古墳(いしぶたいこふん)は，蘇我馬子の墓といわれている。 
王位継承に物部守屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内渋川郡阿都から北方の衣摺に退いて防戦したが射殺。物部守屋（有

力な軍事氏族）は蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦（守屋合戦）、物部氏滅亡。 
崇仏派の聖徳太子が排仏派の物部守屋との戦いを祈願し、戦勝後に間もなく四天王の寺院の摂津国難波(大阪市天王寺

区)の四天王寺と八尾にある寺の太子堂が建立。  
588 年。崇峻天皇、馬子、善信尼らを百済国使思率首信らに託し、留学させる。 樹葉（このは）の家をこわし、法興寺を建立す

る。大后大々王（推古）、聖徳太子と馬子に、法師寺を作るように命じる。法師寺の建立地に仮垣、仮僧房を作り、6 人の法師た

ちを住まわせる。桜井寺の内に工（たくみ）等が住む建物をつくり、そこで寺木を作らせる。 
592 年。崇峻天皇、馬子は崇唆天皇の殺意を知り、天皇暗殺を計画する。法興寺の仏堂と歩廊を造る。馬子は東漢直駒に、崇

峻天皇を殺させる。東漢直駒を殺す。推古天皇が即位。 
593 年。第 33 代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は 593～628、聖徳太子、四天王寺を難波荒陵の地に創建を開始、摂政となる。

法興寺の塔の礎石の中に仏舎利をおく。法興寺の刹の柱を建てる。 甥の厩戸皇子を皇太子に立て（聖徳太子）、国政を委ね

た。太子と馬子との共同執政といわれる。大阪市天王寺区。 
594 年。推古天皇、勝軍寺創建。大聖勝軍寺の地は渋川の阿都（あと）と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反

対したと伝えられる物部守屋の別宅であった。廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。 
崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の主戦場。  
推古天皇は聖徳太子と馬子に三宝の興隆を命じる。 
推古天皇より現在の山号と寺号が贈られ、大聖勝軍寺の創建年とされる。  
大聖勝軍寺の門前にある「守屋池」は、迹見赤檮が鏑矢で守屋をを射落とし、秦河勝がその首を池で洗ったとの伝説。 
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迹見赤檮は 敏達天皇の皇子である押坂彦人大兄皇子（おしさかのひこひとのおおえのみこ）の舎人（とねり）であった。 
押坂彦人大兄皇子は、この戦いには参加せず、迹見赤檮を代理で参戦させた。 
大聖勝軍寺の近くに迹見赤檮が、守屋を射落とすのに用いた鏑矢を埋めた｢鏑矢塚｣がある。 
竜華中学校の南に「迹見赤檮発箭地（はっせんち）史跡 弓代」と書かれた弓代塚（ゆみしろ）塚がある。 
迹見赤檮は、物部軍壊滅のきっかけとなった軍功に対して｢田一万頃を以って迹見首赤檮に賜う｣と日本書紀に記録。 
物部の土地である渋川郡の弓削・鞍作、志紀郡の志紀の土地は、部民とともに聖徳太子が建てた四天王寺に献納。 
596 年。第 33 代推古天皇、聖徳太子と蘇我馬子が発願し、創建された日本最初の寺、蘇我氏の寺（飛鳥寺）＝法興寺建立し

た。飛鳥寺の正門に入ると飛鳥寺の由来書がある。この由来書の見ると２５００年前に生まれたお釈迦様の偉大さが多くの人々

の心に共鳴できる。筆者の沢は、仏教の祇園精舎の出発地から、中国や韓国の寺院を参拝し、終着地の飛鳥寺まで拝観して

いる。参拝者のある人は、祇園精舎を見ると飛び込んで「泣く人」・「土をなめる人」等の感激の瞬間もであった。世界の仏教信

者や観光客はお釈迦さまの涅槃像・墓に参拝する方も多くみられた。白人のある方は涅槃像前で座禅をしている姿を見て胸が

熱くなった瞬間も忘れない。飛鳥寺の本尊飛鳥大仏(銅像・左)と阿弥陀如来坐像(木像・右)を拝観するとまた、胸が一杯で熱く

なった。 
馬子の子善徳（ぜんとこ）を寺司とする。慧慈、慧聰、法興寺に住む。所在地は大阪府八尾市太子堂 3-3-16、旧奈良街道に

面した高野山真言宗派の仏教寺院である。河内聖徳太子建立三太子とは、上ノ太子（叡福寺）、中の太子（野中寺）および下の

太子（大聖勝軍寺）である。開基は聖徳太子、本尊は植髪太子（聖徳太子）である。山号は神妙椋樹山（しんみょうりょうじゅさ

ん）、本尊は植髪太子（聖徳太子十六歳像）、勝軍寺の別称は太子堂あるいは下の太子、札所等は 河内西国三十三箇所 1 番、

聖徳太子霊跡 2 番である。 
601 年。推古天皇、聖徳太子は、斑鳩宮を造営、政治の基調、文化の向上と仏教の興隆を目指した。 
冠位十二階の制定、 遣隋使 ・小野妹子を派遣、国書を煬帝に奉呈した。天皇記、国記 の記録・勝鬘経義疏、維摩経義疏と

法華経義疏の撰 を行った。 
603 年。推古天皇、新羅征討の大将軍、来目（くめ）星子が死んだことをきき、聖徳太子と馬子は、新羅征討ができなくなった。  
604 年。推古天皇、聖徳太子（廐戸皇子）、憲法 17 条を制定。 
605 年。推古天皇、聖徳太子・馬子・群臣に詔し、銅（あかがね）、繍の丈六の仏像を作らせる。鞍作鳥を造仏工とする。聖徳太

子と馬子、共に仏法興隆につとめ、冠位と十七条の憲法を定める。  
606 年。推古天皇、聖徳太子が推古天皇から播磨国揖保郡の土地 360 町歩を賜り、大和国斑鳩宮から移住し当地を斑鳩荘

（鵤荘）と命名。伽藍を建立したのが斑鳩寺の始まりと伝える。 
607 年。推古天皇、聖徳太子と馬子、百寮を従えて神々を祭り、礼拝する。河内国に戸刈池・依網池を造営。推古天皇と聖徳

太子が法隆寺を建立。飛鳥時代の遺構を伝える法隆寺は、金堂に安置されている薬師如来の光背銘による。 
用明天皇が自らの病気平癒を祈って薬師像と寺の建立を発願し、完成を待たずに崩御した。その遺命を受けた推古天皇と

聖徳太子が完成。 
609 年。推古天皇、百済聖明王が仏教を伝え、蘇我稲目に修業させる。用明天皇と推古天皇は、仏教を重んじ、聖徳太子と蘇

我馬子に命じて布教。恵聰・恵慈・善徳を領として元興寺を建立。高麗大興王、黄金 320 両を寄進する。隋の斐世清ら来日。 
610 年。推古天皇、馬子は蝦夷、新羅、任那の使人を朝廷に迎える。   
611 年。推古天皇、聖徳太子が三経義疏を著す。 
614 年。推古天皇、馬子は病む。馬子の為に、男女 1000 人出家。 
620 年。推古天皇、聖徳太子と馬子は、「天皇記」と「国記」を編纂。  
621 年。推古天皇、馬子は政（まつりごと）を輔（たす）け、聖徳太子と共に三宝をうやまい、二諦を紹発する。四天王寺・元興寺・

中宮寺・橘寺・蜂岳寺・池後寺・葛木寺を創建。   
622 年。推古天皇、聖徳太子逝去(49 歳)。 
623 年。推古天皇、新羅が任那を併合。新羅征伐について、馬子と相談する。馬子は新羅から帰国した磐金、倉下に新羅の様

子を尋ねる。馬子は新羅征討の行きちがいを悔やむ。     
626 年。推古天皇、馬子は死去。桃原墓を墓所。 
643 年。推古天皇、蘇我入鹿に攻められた山背大兄皇子一族は、斑鳩寺で自害し、聖徳太子一族は滅亡。 
670 年。第 38 代天智（てんじ）天皇在位 661～671 年。『日本書紀』によると、法隆寺は一屋も余すことなく焼失。その後、708
～714 年、は金堂と五重塔を擁する現在の西院伽藍は、完成。 
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686 年。第 41 代持統（じとう）天皇（女帝）在位は 686～697 年、本姓:石上朝臣、家祖：石上麻呂、種別：神別（天神）、出身地： 
河内国哮峰、著名な人物：石上麻呂・石上宅嗣である。物部氏から石上氏（いそのかみうじ）改めた。最初は石上の姓は、物部

守屋の弟である贄子が称し、家を継いだ。後に、守屋の兄・大市御狩の曾孫とされる麻呂が石上の家を継いだ説がある。 
708 年。第 43 代元明（げんめい）天皇女帝在位は 707～715 年。石上(旧物部氏)麻呂は朝臣の姓が与えられ、左大臣。その

死後、廃朝の上、従一位の位階を贈られた。息子の石上乙麻呂は孝謙天皇の時代に中納言、乙麻呂の息子の石上宅嗣は桓

武天皇の時代に大納言。宅嗣は文人として淡海三船と並び称され、日本初の公開図書館・芸亭を創設した。 
756 年、第 46 代孝謙（こうけん）天皇(女帝)在位は 749～759 年、聖武上皇から鎮護国家寺の称号を贈られ、勅願寺に定めら

れる。 
 

4．石舞台の遺跡洞窟の組成解析と考察 
 
4-1. 石舞台遺跡の形態および考察 

石舞台古墳は、奈良県明日香村にある古墳時代後期の古墳。1952 年、国特別史跡に指定される。元は土を盛りあげて作っ

た墳丘で覆われていたが、その土が失われ、巨大な石を用いた横穴式石室が露出する。埋葬者としては蘇我馬子が有力視さ

れている。石舞台古墳の位置は、北緯 34 度 28 分 0.44 秒と東経 135 度 49 分 34.14 秒である。所在地は、奈良県高市郡明日

香村島庄で、形状は不明。長さ約 7.7m、幅約 3.5m、高さ約 4.7m。築造年代は 7 世紀初頭、被葬者は蘇我馬子と伝えられてい

る。 

墳丘は 1 辺約 55m の方墳又は上円下方墳、横穴式石室。長さ 7.8m、幅 3.4m。石室内から凝灰岩片が出土している。羡道は

長さ 10.13～11.83m。幅 2.3～2.5m。高さ 2.41m。対角線 9.96～12.01m である。石室から羡道と入口。両端の壁面は中央壁より

僅かな凹地。入口の柱幅 0.07m である。 

 

 

地図 4-1.石舞台古墳の付近図（奈良市観光

センターサイトからの引用） 
写真 4-1.奈良県教育委員会による特別史

跡石舞台古墳の由来書 
写真 4-2. 奈良県明日香村の特別史跡石

舞台古墳の由来書 
 
地図 4-1 は石舞台古墳の付近図（奈良市観光センターサイトからの引用）、写真 4-1 奈良県教育委員会による特別史跡石舞

台古墳の由来書で、写真 4-2 奈良県明日香村の特別史跡石舞台古墳の由来書である。 
 
石舞台古墳の特徴は、アジアにおける洞窟の生成や形態解析において貴重なもので次のように要約できる。 

①石舞台古墳では、岩石間の隙間に小さい石を挟むことは、安定感を保存する重要な意味がある。 
②岩石解析の判定には、蛍光Ｘ線分析により成分分析値(wt.%)からアルカリ性やケイ酸とカリウム成分の関係で行われる。 
③天井部は、風圧の影響により黒色の光沢が異なっている。黒色の光沢が多く、西側に若干傾斜している。 
④壁面の岩石は、中央部に向かって膨らんでいる。雨水対策も考慮している。 
⑤石室床面には、壁の下部に排水施設がある。破裂痕が見られないし、落盤も見られない。排水施設は雨水量が多くなり構造

的な現象が密集している。 
⑥古墳の周辺には裂隙があり、形状が不規則で連続性は乏しいが、割れ目が見られない。圧力や応力が作用したとき、破壊強

度に影響を受け岩石の破壊挙動等を含む構造的な影響を支配的に受けでいる。荷重により陥没させない可能性を形成してい

る。その証拠は、巨大岩石を同じ方向に長く連結しているからである。 
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表 4-1. 石舞台古墳の石室と羨道（m） 
 石舞台古墳の石室 石舞台古墳の羨道 
 長さ 幅 面積 高さ 体積  長さ 幅 面積 高さ 体積

blog.go.ne 7.7  3.5  26.95  4.7 126.7 blog.go.ne 11.0 2.5  27.50  
Wikipedia 7.7  3.5  26.95  4.7 126.7        
掲示板 7.8  3.4  26.52    掲示板 11.5 2.2  25.30      
geocitities 7.7  3.6  27.72  4.7 130.3    
pancho 7.6  3.5  26.60    pancho 11.5 2.5 28.75  2.4 69.0 
本紙 7.79  3.56  27.73  4.7 130.6 本紙 11.8 2.5 29.58  2.41 71.3 

最大値 7.8  3.6  27.7  4.7 130.6 最大値 11.8 2.5  29.6  2.4 71.3 

平均値 7.7  3.5  27.1  4.7 127.9 平均値 11.5 2.4  27.8  2.4 70.1 

最小値 7.6  3.4  26.5  4.7 126.7 最小値 11.0 2.2  25.3  2.4 69.0 

 
掲示板には、「墳丘は 1 辺約 55m の方墳又は上円下方墳、横穴式石室。長さ 7.8m、幅 3.4m。石室内から凝灰岩片が出土し

た」という文がある。測量時に行った細部値、左右羡道の長さ 10.10～11.83m。幅 2.2～2.5m。高さ 2.41m。対角線 9.96～12.01m

である。石舞台古墳の石室から羡道と入口。両端の壁面は中央壁より僅かな凹地。入口の柱幅 0.07m である。表 4-1 は、石舞台

古墳の石室と羨道（m）に規模を表示した。長さは最大 7.8m、平均 7.7m と最小 7.6m で、筆者のデ－タは 7.79m である。これは、

直線と曲線の違いである。幅は最大 3.6m、平均 3.5m と最小 3.4m で、筆者のデ－タは 3.56m である。これは、曲線の長さを測量

したからである。高さは共に約 4.7m である。 

 
石舞台古墳の石室は、統計的に処理できる。長さの範囲と平均は 7.6～7.8m と 7.7m、幅の範囲と平均は 3.4～3.6m と

3.5m である。 
 

   
写真 4-3.石舞台古墳の北側 写真 4-4. 石舞台古墳の東側 写真 4-5 は石舞台古墳の天井と壁側 
 
写真 4-3 は石舞台古墳の北側で、雨水の流れと植物の変色が見られる。写真 4-4 は 石舞台古墳の東側で、超大石の間に

小石のクッションがある。これは地震や振動に耐えられるためである。写真4-5は石舞台古墳の天井と壁側で、日光があたり、左

壁側より明るく、縦の流石が観察できる。 
 
この測量値から計算した面積の範囲と平均は 26.5～27.7 平方 m と 27.1 平方 m である。さらに、体積の範囲と平均は 126.7

～130.6m と 12.7.9m である。石舞台古墳内部には、写真 4-3 は石舞台古墳の北側、写真 4-4 は石舞台古墳の東側および写

真 4-5 は石舞台古墳の天井と壁側を表示している。 
 
石舞台古墳の羨道は、統計的に処理できる。長さの範囲と平均は 11.0～11.8m と 11.5m で、石室（7.6m）より長い値である。

幅の範囲と平均は 2.2～2.5m と 2.4m で、石室（3.5m）より狭い値である。面積の範囲と平均は 25.3～29.6 平方 m と 27.8 平

方 m で、石室（27.1 平方 m）とほぼ同じ広さである。高さの範囲と平均はすべて 2.4m で、石室（4.7m）より低い値である。さら

に体積の範囲と平均は 69.0～71.3 立方 m と 70.1 立方 m で、石室（127.9 立方 m）より遥かに小さい。石舞台古墳の羨道の

写真では、写真 4-6 は石舞台古墳の羡道で奥は洞口および写真 4-7 は石舞台古墳の羡道と洞口を表示している。 
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写真 4-6. 石舞台古墳の羡道、奥は洞口 写真 4-7. 石舞台古墳の羡道と洞口 

 
写真 4-6 は石舞台古墳の羡道、奥は洞口で、南側から撮影した。写真 4-7 は石舞台古墳の羡道と洞口で、洞口から撮影し

た。石舞台の内部から羡道を見ると左側の天井部は、右側の天井部より高くなっている。そして、左側の壁部は中央に膨らみが

あり、右側の壁部は天井付近が膨らんでいると見られる。水路の溝部分は僅かな曲線状になっている。 
 

 
写真 4-8.石舞台の上部は、人体を連想できる南

(枕部)、中央（頭部）と北(胴体)の巨大石。 

写真 4-9.石舞台上部の中央岩石の下部、巨大石を

安定させる目的である。 
写真 4-10.石舞台上部の北端岩石の平な岩石。

 
写真 4-8 は石舞台の上部は、人体を連想できる南(枕部)、中央（頭部）と北(胴体)の巨大石のように見られる。写真 4-9 は石

舞台上部の中央岩石の下部は、巨大石を安定させる目的であると思われる。写真 4-10 は石舞台上部の北端岩石の平な岩石

は、舞踊家のためであると考えられる。 
 
石舞台の上部は、人体を連想し、南(枕部)、中央（頭部）と北(胴体)の巨大石。入口上の東西は 4.4m、南北間 2.08m、高さ

2.2m である。石舞台上部の中央岩石は、枕の上に頭部があると想像できる。南北は 3.55m、高さ 2.73m は岩石の中では最高

で、重量は77トンである。石舞台上部の北端岩石は、胴体があると想像できる。南北は3.75m、岩石の中では最長である。高さ

1.68m、重量は 64 トンである。石舞台古墳の北側にある両端の壁面と排水溝は中央より僅かな凹地は 3.56m。岩石間の変色

は雨水である。石舞台古墳の東側。両端の壁面と排水溝は中央壁より僅かな凹地長さ 7.8m。下部には排水溝である。石舞台

古墳の天井と壁側。巨大な花崗岩補強のため小石が挟まれている。人体は横にみられる。 
 
構造と副葬品の墳丘は現在失われている。下部は方形で、20～50ｃm 大の花崗岩の貼石を約 30 度の傾斜で積み並べた。

墳丘の周りに幅 5.9～8.4m の空堀がめぐり、幅約 7.0m の外堤が設けられている。外堤を復元すれば一辺約 80m で、高さは

約 1.2m である。埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、西南方向に開口している。花崗岩で石組している。 
被葬者は蘇我馬子であったとする説が有力。『日本書紀』の推古天皇 34（626）年 5 月の条に「大臣薨せぬ。仍りて桃原墓に

葬る」とあり、大臣は、蘇我馬子を指している。封土が剥がされ、墓が暴かれたのは、蘇我氏に対する懲罰ではなかったかとする

説もある。 
研究・発掘史で、石舞台古墳が文献に記されるのは、江戸時代になってからである。延宝 9（1681）年の林宗甫『大和名所記』

（和州旧跡幽考）に、石太屋という陵があると記しており、陵とは前後の文脈から天武天皇の陵と了解できる。「石太屋」（いしふと
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や）は大きな石で造った屋の意味で、これが「石舞台」と転訛したのではないかとの意見がある。嘉永元（1848）年の『西国三十

三所名所図会』にも、石舞台を天武天皇の殯のあとという伝えがあると見える。天武天皇の墓とする説は、後の学者に支持する

人がいない。地元では他に「石蓋」（いしぶた）などの名前で呼ばれていた。「狐が女の姿に化けて古墳の上で踊ったことから石

舞台と名付けられた」という伝説については、古墳のすぐそばで生まれ育った網干善教は、そのような話を自分は聞いたことが

なく近年に創作された話であろう、としている。 
明治時代に喜田貞吉が『日本書紀』にみえる桃原墓が石舞台にあたるとする説を発表し、以後これが有力になった。1933

（昭和 8）年と 1935（昭和 10）年に京都帝国大学（当時）の浜田耕作らが、発掘調査。以前は前方後円墳ではないかという説も

あった、貼石列、空堀、外堤の跡が見つかり、方形であることが判明した。1954（昭和 29）年から 1959（昭和 34）年にかけて古

墳の復元整備事業が行われた。巨石が組み上げられた基本的な外観は江戸時代から変わっていないが、石室と羨道部はかな

り崩れていたのを修復している。 
 
4-2. 天井面にある花崗岩の観察  

花崗岩とは、火成岩の一種。流紋岩に対応する成分の深成岩である。石材としては御影石（みかげいし）とも呼ばれる。花崗

岩の主要構成鉱物には、両雲母花崗岩は黒雲母・白雲母・石英・カリ長石（正長石または微斜長石）・灰曹長石からなる。閃雲

花崗岩は角閃石・黒雲母・石英・カリ長石（正長石または微斜長石）・灰曹長石からなる。日本の地表では、飛騨山脈、木曽山

脈、美濃高原、近畿地方中部、瀬戸内海から中国山地、北九州などに広く分布している。化学組成の含有量（ｗｔ.％）は、

SiO2：76.83、Fe2O3：30.33、Al2O3：12.47、K2O：4.71、Na2O：3.54 が 1 以上であり、CaO、FeO、TiO2、MgO、MnO、P2O5

が 1 以下である。黒雲母花崗岩（写真 4-11 と 4-12）は、桃色花崗岩と呼ぶ。花崗岩中の主成分である石英は非常に風化しにく

く、花崗岩がそのまま風化すると、粘土質と細かい硬粒子が混ざった真砂土と呼ばれる白から黄土色の粗い砂になる。花崗岩

（写真 4-13）は固くて緻密であるが、花崗岩中の斜長石や黒雲母は比較的風化を受けやすい。焼き物の街と呼ばれる場所は、

花崗岩が地表に出ている地域の周辺に存在することが多く、瀬戸や信楽などがその代表例である。 
 

   
写真 4-11.斑状雲石花崗岩 写真 4-12.斑状花崗岩 写真 4-13.花崗岩はマグマが地下の固い岩石

石材用花崗岩は、鳥居や城の石垣や石橋に、道標や三角点・水準点の標石にも用いられる。近代の建造物では、国会議事

堂の外装にも使用。逆に、床石として滑りすぎた場合、化学薬品で処理して、滑り止め加工を施す例もある。花崗岩は、石材と

して御影石とも呼ばれる。切り出した花崗岩を大阪湾に面した海岸から石船に積載し、各地に出荷していた。御影の名前は産

地にも転用され、墓石などに使われる「黒御影」は花崗岩ではなく閃緑岩や斑れい岩であるが、黒っぽい花崗岩もある。 

4-3. 床面にある凝灰岩の観察 
凝灰岩は、堆積岩で、火山灰などの火山砕屑物が硬化し固結した岩石である。火山由来は、生成条件から堆積岩（火山砕

屑岩）に分類される。①堆積がよく分かる（二上山屯鶴峯産出）凝灰岩は、火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積して

できた岩石である。②軽石凝灰岩は、噴火の際に地上に噴出された軽石（浮石）を主な構成物質とする。③溶結凝灰岩は、巨

大なカルデラ噴火に伴う火砕流によって、大量の高温火山灰が堆積した場合に生成。④礫質凝灰岩は、火山灰の噴出時や移

動・堆積中に取り込まれた他の岩石礫を含むもので、同時に軽石を含む。 

主要成分が，火山ガラスか，溶岩片か，結晶片かによって異なり、ガラス質凝灰岩，石質凝灰岩，結晶凝灰岩と呼ぶび、流紋

岩～安山岩質である。色彩は、白色・灰色から暗緑色・暗青色・赤色までの色がある。石材の利用は、軽くてやわらかいものに

入る。大谷石は、扱いやすさと耐火性から石塀や石蔵としてよく使用される。 
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写真 4-14. 石舞台岩石と類似した伊豆若草

石（軽石凝灰岩） 
写真 4-15 石舞台岩石と類似し

た.砂質片岩 
写真 4-16. 石舞台岩石と類似した流紋岩質

凝灰岩 
 
写真 4-14 は石舞台岩石と類似した伊豆若草石（軽石凝灰岩）で、写真 4-15 は石舞台岩石と類似した砂質片岩で、写真

4-16 は石舞台岩石と類似した流紋岩質凝灰岩である。 
 

4-4. 火山岩における花崗岩と凝灰岩の化学組成 
花崗岩の分析値は、産業技術総合研究所による岩石標準試料の 1 つである JG-2（岐阜県蛭川村の苗木花崗岩）の組成を

示す（単位は重量%）。試料採取場所は鹿児島県伊佐郡菱刈町大字田中地内。凝灰岩の分析者は蛍光Ｘ線分析法，鹿児島

県工業技術センターを参照した。石舞台遺跡の花崗岩と凝灰岩デ－タではないが岩石特性を解析するためには、ロシアのカム

チャッカ、韓国の済州島と富士山にある玄武岩・安山岩との比較を検討するためである。 
 

表 4-2. 花崗岩と凝灰岩の全岩化学組成（単位：wt％） 

組成名  花崗岩 凝灰岩 凝灰岩範囲 カムチャッカ 済州島 富士山 
ケイ酸 SiO2 76.83 70.89 65～73 52.28 49.84 50.34 

酸化チタン TiO2 0.044 0.39  0.94 2.31 1.44 
酸化アルミニウム Al2O3 12.47 14.03 12～16 18.70 14.97 17.08 

酸化第二鉄 T- Fe2O3 3.33 3.46 2～3 9.72 12.61 12.01 
酸化マグネシウム MgO 0.037 0.33  0.16 0.16 0.18 

酸化マンガン MnO 0.016 0.00  4.85 6.95 5.54 
酸化カルシウム CaO 0.70 3.21 2～3 9.48 8.92 9.74 
酸化ナトリウム Na2O 3.54 4.07 3～4 3.08 2.97 2.64 
酸化カルウム K2O  4.71 2.80 2～3 0.59 0.92 0.73 

酸化リン P2O5 0.002 0.00  0.18 0.37 0.29 

花崗岩および凝灰岩について観察と分析値から検討した。花崗岩では、化学組成の含有量は、SiO2：76.83、T- Fe2O3：

3.33、Al2O3：12.47、K2O：4.71、Na2O：3.54 が 1 以上であり、CaO：0.70、TiO2：0.044、MgO：0.037、MnO：0.016、P2O5：

0.002 が 1 以下である。凝灰岩では、化学組成の含有量は、SiO2：70.89、Fe2O3：3.46、Al2O3：14.03、K2O：2.80、Na2O：

3.54、CaO：3.21 が 2 上であり、TiO2：0.39、MgO：0.33、MnO：0.0、P2O5：0.00 が 2 以下である。 

ここで、花崗岩および凝灰岩の酸化第 2 鉄は Fe2O3 と 玄武岩と安山岩は T-Fe2O と表記している。石舞台遺跡の岩石名は

流紋岩で、肉眼的特徴は淡い黒色の岩石で、ケイ酸の含有量が多い、粘性は高く、噴火時の温度は 800～1,000℃で、珪長

質・酸性岩で、石英・カリ長石・黒雲母の性質である。 

4-5．ケ イ 酸 と ア ル カ リ 成 分 ( N a 2 O + K 2 O ) と の 関 係  
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
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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（表 4-1）との関係を究明するために、図 4-1 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 4-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 4-2.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
 

図 4-1 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。 
 
花崗岩と凝灰岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 8.25 と 6.87 wt.%であるから、図 4-1 は上●表示の花崗岩と下●

表示の凝灰岩の成分である。図から解釈すれば、花崗岩と凝灰岩は、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。ゆえに、玄武岩であるカムチャッカ、済州火山島および富士山の溶岩は、花崗岩と凝灰岩よりはるかに大きいことが確認

できたのである。これらの特性から考察すれば、石舞台遺跡は、69 以上の（wt.％）ケイ酸の特性に該当することがほぼ判明で

きる。花崗岩と凝灰岩からなる洞窟は造岩洞と言われ、形態は水平洞窟に相当する酸性岩である。 
 
4-6. ケ イ 酸 と 酸 化 カ リ ウ ム ( K 2 O ) と の 関 係  

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 4-2）。境界線は，Miyashiro（1978） ; R.W.Le Maitre
（1938）に基づいてだ。境界線は，Miyashiro,1978 ; R.W.Le Maitre, 1938 に基づいている． 

表 4-3. 祇園精舎と孔子廟と花崗岩と凝灰岩の全岩化学組成（単位：wt％） 

 石舞台の火成岩 祇園精舎 孔子廟 
MAX AVG MIN 

花崗岩 凝灰岩 土壌 煉瓦 煉瓦 煉瓦 土壌 

SiO2 76.83 70.89 70.00 68.00 71.18 72.47 69.75 76.83 71.30 68.00 

TiO2 0.04 0.39 0.80 0.94 0.78 0.71 0.69 0.94 0.62 0.04 
Al2O3 12.47 14.03 15.00 18.00 15.49 13.85 14.11 18.00 14.71 12.47 
Fe2O3 0.90 3.46 5.20 6.10 6.37 4.22 4.30 6.37 4.36 0.90 
MgO 0.04 0.33 1.70 1.80 1.74 1.37 1.45 1.80 1.20 0.04 
MnO 0.02 0.00 0.09 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.06 0.00 
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CaO 0.70 3.21 1.20 0.75 0.42 2.43 4.65 4.65 1.91 0.42 
Na2O 3.54 4.07 1.10 0.85 0.76 1.76 1.98 4.07 2.01 0.76 
K2O 4.71 2.80 3.80 3.90 3.10 2.58 2.57 4.71 3.35 2.57 
P2O5 0.00 0.00 0.85 0.25 0.10 0.53 0.42 0.85 0.31 0.00 
MAX 76.83 70.89 70.00 68.00 71.18 72.47 69.75    
AVG 9.92 9.92 9.97 10.07 10.00 10.00 10.00    
MIN 0.00 0.00 0.09 0.07 0.07 0.09 0.09    

 
ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため、は、横軸に 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 4-2 は、花崗岩と凝灰岩における右上側にある■表示である。花崗岩のカリウム成分は、

4.71wt.%であるため high-K の高カリウム系列であるため、石舞台岩石における成分で、高カリウム系列の成分であると確認で

きる。一方、凝灰岩のカリウム成分は、2.80wt.%であるためは medium-K の中カリウム系列流紋岩である。 
 
祇園精舎と孔子廟と花崗岩と凝灰岩の全岩化学組成を表 4-3 に表示した。ケイ酸（SiO2）の最大値（76.83wｔ.％）と最小値

（68.00wｔ.％）で平均値は（71.30wｔ.％）で、全体に 71％を占めている。次に多いのは、酸化アルミニウム（Al2O3）で、最大値

（18wｔ.％）と最小値（12wｔ.％）で平均値は（15wｔ.％）で、全体に 15％を占めている。3 番目に多いのは、酸化第二鉄（Fe2O3）

で、、最大値（6.4wｔ.％）と最小値（0.9wｔ.％）で平均値は（4.4wｔ.％）で、全体に 4％を占めている。この 3 成分を合わせると

90％である。この 7 点の最大値は 69.8～76.8 wｔ.％、平均値は 9.9～10wｔ.％、最小値は 0.00～0.09wｔ.％でほぼ同じである。

ケイ酸（SiO2）の中で、花崗岩、孔子廟の煉瓦、マヘ－トの煉瓦、凝灰岩と、祇園精舎の土壌の順に小さくなっている（図 4-3）。
酸化アルミニウム（Al2O3）、酸化第二鉄（Fe2O3）と酸化マグネシウム（MgO）は逆の傾向である。 

 

 
図 4-3.ケイ酸を含む精舎と石舞台の組成 図 4-4.ケイ酸に 対 するＡｌ2O3と Fe2O3の関 係  

 
ケイ酸（SiO2）に対するＡｌ2O3と Fe2O3の関係を図 4-4 に表示している。SiO2とＡｌ2O3の関係から 2 変数回帰方程式を求め

ると次式のようになる。 
 
YＡｌ2O3＝50.29-0.500（SiO2）・・・・（決定係数Ｒ2＝0.648）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-1） 
YFe2O3＝43.58-0.55（SiO2）・・・・（決定係数Ｒ2＝0.693）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-2） 
 

ケイ酸（SiO2）が増加するにつれ、Ａｌ2O3 と Fe2O3 の重量百分率は小さくなる傾向で、勾配は-0.50 と-0.55 である。Ａｌ2O3 と

Fe2O3 の決定係数 0.648 と 0.693 である。ゆえに、わずかな相違点が見られた。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。ゆえに、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の傾向が理解できる。ケイ酸（SiO2）が減少するとソレアイト系列で、さらに減少するとカルクソレアイト系

列であることが判明できる。 
 

 

y = -0.499x + 50.29
R² = 0.6484

y = -0.55x + 43.577
R² = 0.6925
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4-7. 祇園精舎と孔子廟と石舞台岩石のア ル カ リ 成 分 ( N a 2 O + K 2 O ) と の 関 係  
東洋の二大聖者は、釈尊と孔子である。この両聖者の思想は 2500 年経った今日でも、人々の心に残っている。釈尊が仏教

を教えるために最初に建てた祇園精舎がある。一方、孔子は儒教を教えた孔子廟がある。心のふるさとを教えた両聖域は約 3､

000kmも離れている。この両聖地の成分を比較することは、東洋遺跡の研究の中で大きな意義がある。その研究の中で類似成

分が多いことに注目すべきである。この聖域に構築している煉瓦や土壌を分析と比較することは、考古学上に大きな意義がある。

ゆえに、ここでは、遺跡の成分分析に用いたのは、Ｘ線分析法である。Ｘ線分析法は、土壌や煉瓦には主成分元素および微量

元素の定量分析に広く利用されている。近年には、各成分の結晶構造や重量百分率を得るために、Ｘ線回折装置や蛍光Ｘ線

分析装置を行った。 
ここで、インドのマヘート遺跡のパァキッ＝クッティ(Pakki-Kuti)は、釈尊が大悟のため瞑想にふけていた場所として世界的

に有名である。パァキッ＝クッティの所在地は、インド東北地方の Uttar Pradesh 州の Kapilavastu-ancient 市である。

Kapilavastu(Gorakhpur)は、緯度 26 度 5 分と 27 度 28 分 N の間および東経 83 度 7 分と 84 度 29 分 E の間の地点であ

る。 
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（表 4-2）との関係を究明するために、図 4-5 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 4-5)。図

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 4-5 の 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。 
 

 
図 4 - 5 . ケ イ 酸 と ア ル カ リ 成 分 (Na2O+K2O)と の 関 係  図 4 - 6 . ケ イ 酸 と 酸 化 カ リ ウ ム ( K2O) と の 関 係  
 
花崗岩と凝灰岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 8.25 と 6.87 であるから、図 4-5 は上●表示の花崗岩と下●表示の

凝灰岩の成分である。図から解釈すれば、花崗岩と凝灰岩は、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。さ

らに、この図から解釈すれば、■表示（釈尊の遺跡）と+表示（孔子の遺跡）に関してケイ酸とアルカリ成分との関係を究明するた

め、祇園精舎の煉瓦と土壌およびマヘ－ト遺跡の煉瓦におけるアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 4.90 と 4.75 および

3.86 wt.%である。インドにおける祇園精舎の煉瓦と土壌は、マヘ－ト遺跡の煉瓦より大きいアルカリ成分を有している。すなわ

ち、祇園精舎が高いアルカリ成分であることが確認できる。この両者の中間には、孔子廟の煉瓦（4.34wt.%）とと土壌(4.45 
wt.%)であることが判明した。これらはすべて非アルカリ岩である。アルカリ成分が、多いものから小さくなる成分は、●表示の花

崗岩 8.25⇒凝●表示の灰岩 6.87⇒■表示の祇園精舎の煉瓦 4.90⇒■表示の祇園精舎の土壌 4.75⇒+表示の孔子廟の土壌

(4.45⇒+表示の孔子廟の煉瓦 4.34⇒■表示のマヘ－ト遺跡の煉瓦 3.86 wt.%の順であるから、アルカリ成分(Na2O+K2O)の
範囲が区分できるようになった。 
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4-8. 祇園精舎と孔子廟と石舞台岩石の酸 化 カ リ ウ ム ( K 2 O ) と の 関 係  
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.4-6）。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、は、横軸に 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.4-6 は、花崗岩と凝灰岩における右上側にある■表示である。花崗岩のカリウム成分は、

4.71wt.%であるため high-K の高カリウム系列であるため、石舞台岩石における成分で、高カリウム系列の成分であると確認で

きる。一方、凝灰岩のカリウム成分は、2.80wt.%であるためは medium-K の中カリウム系列流紋岩である。 
アルカリ成分が、多いものから小さくなる成分は、■表示の花崗岩 4.71⇒●表示の祇園精舎の土壌 3.90⇒●表示の祇園精舎

の煉瓦 3.80⇒小■表示の孔子廟の土壌 3.10⇒■表示の凝灰岩 2.80⇒小■表示の孔子廟の煉瓦 2.58⇒●表示のマヘート遺跡

の煉瓦 2.57 wt.%の順である。 
図.4-6 のから整理すると、大■表示の石舞台岩石、●表示の祇園精舎、小■表示の孔子廟遺跡における成分で、非常に多く

は高カリウム成分である。その中で、カリウムは、小■表示の孔子廟遺跡が少なく、●表示の祇園精舎が中間で、大■表示の石舞

台岩石は大きい値である。花崗岩と祇園精舎のは最大酸 化 カ リ ウ ム で あ る 。  
花崗岩のカリウム成分は、4.71wt.%であるため high-K の高アルミナ流紋岩である。次に、中カリウム流紋岩は、凝灰岩と祇

園精舎と孔子廟遺跡の成分である。中カリウム流紋岩の中でも、祇園精舎と孔子廟遺跡は最小値である。凝灰岩のカリウム成

分は、2.80wt.%であるためは medium-K の中カリウム岩である。玄武岩であるカムチャッカ、済州火山島および富士山の溶岩

は、花崗岩と凝灰岩よりはるかに小さいことが確認できたのである。 
 
4-9. 祇園精舎と孔子廟の結晶系の六方晶系と単斜晶系の格子定数 

この論文で、Ｘ線回折法によって分析した結晶構造は、六方晶系・単斜晶系および非晶質成分の混晶であることが判明した。

今回の研究では、単斜晶系の格子定数（A 軸・B 軸・C 軸の 3 軸の長さ）および軸角 β（°）について考察する。すなわち、次のと

おりである。祇園精舎と孔子廟の結晶系の六方晶系と単斜晶系の格子定数を表 4-4 に表示した。 
 

表 4-4. 祇園精舎と孔子廟の六方晶系と斜方晶系の格子定数 

結晶系 
祇園精舎 

土壌 

祇園精舎 

煉瓦 

マヘ－ト遺

跡煉瓦 

孔子 

煉瓦 

孔子 

土壌 

MＡＸ ＡＶＧ MＩＮ 

六方晶系のＡ軸(Å）  4.96  4.90 4.88 4.88 4.88 4.96  4.90 4.88 

六方晶系のＣ軸(Å）  5.35  5.38 5.41 5.41 5.41 5.41  5.39 5.35 

六方晶系の軸比（Ｃ/Ａ）  1.09  1.10 1.11 1.11 1.11 1.11  1.10 1.09 

単斜晶系のＡ軸(Å）  11.21  11.18 11.16 11.21 11.16 11.21  11.18 11.16 

単斜晶系のＢ軸(Å）  10.05  10.06 10.02 10.06 10.05 10.06  10.05 10.02 

単斜晶系のＣ軸(Å）  8.97  8.96 8.99 8.92 9.02 9.02  8.97 8.92 

単斜晶系の軸 β(°）  127.63  127.29 127.54 126.97 127.73 127.73  127.43 126.97 

 
経法論集

Vol.72 

経法論集

Vol.71 

アジア研

Vol.3 

経法論集

Vol.49 

経法論集 

Vol.52 
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図 4-7.聖者遺跡の六方晶系の格子定数 図 4-8. 聖者遺跡の単斜晶系の格子定数 

 
六方晶系Ａ軸の最大値（4.96Å）と最小値（4.88Å）で平均値は（4.90Å）で、差は 0.02Åである。祇園精舎土壌 4.96 は長く、

祇園精舎煉瓦 4.90 は中間で、マヘ－ト遺跡煉瓦と孔子煉瓦と孔子土壌 5.41 は小さい値である（図 4-7）。 
六方晶系Ｂ軸の最大値（5.41Å）と最小値（5.35Å）で平均値は（5.39Å）で、差は 0.06Åである。祇園精舎土壌 5.35 は長く、

祇園精舎煉瓦 5.38 は中間で、マヘ－ト遺跡煉瓦と孔子煉瓦と孔子土壌 4.88 は小さい値である（図 4-7）。 
六方晶系軸比の最大値（1.11Å）と最小値（1.09Å）で平均値は（1.10Å）で、差は 0.02Åである。単斜晶系Ａ軸の最大値

（11.21Å）と最小値（11.16Å）で平均値は（11.18Å）で、差は 0.05Åである。祇園精舎土壌 11.21 と孔子煉瓦 11.21 は大きく、

祇園精舎煉瓦 11.18 中間、マヘ－ト遺跡煉瓦と孔子土壌 11.16 は小さい値である（図 4-7）。 
 
単斜晶系Ｂ軸の最大値（10.06Å）と最小値（10.02Å）で平均値は（10.05Å）で、差は 0.04Åである。祇園精舎煉瓦と孔子

煉瓦 10.06 は大きく、祇園精舎土壌と孔子土壌 10.05 は中間、マヘ－ト遺跡煉瓦 0.02 は小さい（図 4-8）。 
単斜晶系Ｃ軸の最大値（9.02Å）と最小値（8.92Å）で平均値は（8.92Å）で、差は 0.10Åである。孔子土壌 9.031 は大きく、

祇園精舎土壌 8.97・祇園精舎煉瓦 8.96・マヘ－ト遺跡煉瓦 8.99 は中間で、孔子煉瓦 8.92 は小さい値である（図 4-8）。単斜

晶系 β°の最大値（127.73Å）と最小値（126.97Å）で平均値は（127.43）で、差は 0.30Åである。孔子煉瓦 126.97 は大きく、祇

園精舎土壌 127.63・祇園精舎煉瓦 127.29・マヘ－ト遺跡煉瓦 127.54 は中間で、孔子土壌 127.73 は小さい値である。 
 

5. おわりに 

 
蘇我馬子は、敏達天皇、用明天皇、崇峻天皇、推古天皇の４代に仕え、蘇我氏全盛時代を築いた。王位継承に絡んで物部

守屋と蘇我馬子が戦った。蘇我馬子は、飛鳥時代の政治家、貴族、豪族で、飛鳥皇の時大臣となり仏教を深く信仰し物部守屋

と対立した。 
587 年。第 32 代崇峻（すしゅん）天皇在位は 587～592 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ、小姉君とは姉妹関

係）の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。蘇我河上娘（そがのかわかみのいらつめ）の父は

蘇我馬子、 夫は崇峻天皇。聖徳太子が摂政(せっしょう)になると，その政治に協力したが、太子の死後はふたたび政治をほし

いまま。奈良県明日香村にある石舞台古墳(いしぶたいこふん)は，蘇我馬子の墓といわれている。 
王位継承に物部守屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内渋川郡阿都から北方の衣摺に退いて防戦したが射殺（５８７年）。物部

守屋（有力な軍事氏族）は蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦（守屋合戦）、物部氏滅亡。その時、物部守屋の首洗い池は、樟

本神社（北木の本）にある。崇仏派の聖徳太子が排仏派の物部守屋との戦いを祈願し、戦勝後に間もなく四天王の寺院の摂津

国難波(大阪市天王寺区)の四天王寺と八尾にある寺の太子堂が建立。  
594 年。第 33 代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は 593～628 年、勝軍寺創建。大聖勝軍寺の地は渋川の阿都（あと）と呼ば

れた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅であった。廃仏派の物部守屋は身の危険

を感じてこの地に退いた。崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の主戦場。 推古天

皇は聖徳太子と馬子に三宝の興隆を命じる。 
推古天皇より現在の山号と寺号が贈られ、大聖勝軍寺の創建年とされる。大聖勝軍寺の門前にある「守屋池」は、迹見赤檮

が鏑矢で守屋をを射落とし、秦河勝がその首を池で洗ったとの伝説。迹見赤檮は 敏達天皇の皇子である押坂彦人大兄皇子

（おしさかのひこひとのおおえのみこ）の舎人（とねり）であった。押坂彦人大兄皇子は、この戦いには参加せず、迹見赤檮を代
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理で参戦させた。大聖勝軍寺の近くに迹見赤檮が、守屋を射落とすのに用いた鏑矢を埋めた｢鏑矢塚｣がある。竜華中学校の

南に「迹見赤檮発箭地（はっせんち）史跡 弓代」と書かれた弓代塚（ゆみしろ）塚がある。迹見赤檮は、物部軍壊滅のきっかけ

となった軍功に対して｢田一万頃を以って迹見首赤檮に賜う｣と日本書紀に記録。物部の土地である渋川郡の弓削・鞍作、志紀

郡の志紀の土地は、部民とともに聖徳太子が建てた四天王寺に献納。 
以上の事から物部守屋（有力な軍事氏族）の首洗い池は、樟本神社（北木の本）と大聖勝軍寺にもある。どちらが古いでしょう

か？ 
 
日羅寺は、物部守屋が籠もった稲城の跡に建てられました。名の由来は、「日羅上人」とも「日羅将軍」とも言われる百済生ま

れの倭人で、大伴金村大連に随伴して百済に渡った火葦北国造阿利斯登の子です。後に百済の都城の治安守護にあたる将

軍となり、文武両道に秀で信仰心厚く仏教への造詣の深い人物です。 
西暦 583 年、敏達天皇勅令により、帰国した日羅の為に、この地(阿都)にわが国最古の寺院の一つとして日羅寺は建立され

ました。同じく日羅開基寺院は、鹿児島の鳥羽上皇御命名一乗寺(末寺 65 ケ寺)を始め全国に百数十ケ寺あり、奈良県の橘寺

には国の文化財、木造日羅立像にそのお姿を見ることができます。明治の廃仏毀釈の中、樟本神社分社を境内にお迎えする

ことで残されました。 
また、熊本県には「日羅神社」もあり、将軍祭りは今も盛大に営まれ、日羅寺同様、村人の厚い信仰を集めています。聖徳太

子は病に苦しむ善男善女の病平穏を願い、四天王寺に病気治療所、薬草園をお造りになり、自らは薬師如来立像を彫られ、こ

こ日羅寺本堂に安置されたとの伝承があります。 http://www.xhotzone.net/vh/vh08091801.php・社頭掲示板 
飛鳥寺には複数の呼称がある。法号は「法興寺」または「元興寺」（がんごうじ）であり、平城遷都とともに今の奈良市に移った

寺は「元興寺」と称する。一方、蘇我馬子が建立した法興寺中金堂跡に今も残る小寺院の公称は「安居院」（あんごいん）である。

本項では馬子が建立した寺院と、その法灯を継いで飛鳥に現存する寺院とを含め「飛鳥寺」と呼称する。 
次に、日羅寺、飛鳥寺と四天王寺の創建は、どちらが古いでしょうか？。 
日羅寺（創立５８３年）、飛鳥寺（6 世紀末頃）と 四天王寺（創建年 推古天皇時代 593 年） 
 
1952 年、謎の石舞台遺跡は、古墳時代後期で、巨大な石を用いた横穴式石室で、国の特別史跡に指定した年である。 
埋葬者は蘇我馬子が有力視され、形態解析に重要な意味がある。この地域は、紀元３世紀から４世紀頃まで、豪族が力を強

めた場所である。石舞台遺跡は、アジアの代表的な人工洞窟でもある。人工洞窟の規模は、長さ約 7.7m、幅約 3.5m、高さ約

4.7m である。天井部にある花崗岩と下部の床面にある凝灰岩は、流紋岩である。花崗岩と凝灰岩は、ケイ酸とアルカリの関係

から、低アルカリの成分であることが判明した。花崗岩と凝灰岩は、ケイ酸と酸化カリウムとの関係から高いカリウムと中カリウム成

分であることが判明した。 
 (2011 年 12 月 1 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 

参 考 文 献 
1) A. Miyashiro：「Nature of Alkali Volcanic Rock Series」.Contrib. Mineral. Petrol, 66/94-104, 1978 年. 

2) 沢勲 :「Fundamental Parameter 法による萬丈窟溶岩石柱の蛍光Ｘ線分析」洞窟,22/、17-56、1990 年。 

3）沢勲他 ：「インド、祇園精舎に構築していたレンガのＸ線回折分析」、大阪経済法科大学論集、39、1990 年。  

4）沢勲他 ：「インド、祇園精舎に構築していた土質の蛍光Ｘ線分析」、大阪経済法科大学論集、41、1990 年。 

5）沢勲他 ：「中国、山東省の孔子廟にある煉瓦の蛍光Ｘ線分析」、大阪経済法科大学論集、51、1993 年。 

6）沢勲他 ：「中国の孔子廟とインドの祇園精舎にある土質の蛍光Ｘ線分析」、大阪経済法科大学論集、53、1993 年。 

7）梶山彦太郎・市原実 ：『続大阪平野発達史－大阪平野の発達（1）』、古文物学研究会、1985 年。 

8) 児玉幸多 ：『日本史年表・地図』、吉川弘文館、1995 年。 

9) 沢勲・川村一之 :「萬丈窟と富士山の溶岩に関する成分の比較」愛媛大学鹿島愛彦教授退官記念論集集、153-157、2000 年。 

10）網干善教 ：「別冊太陽 飛鳥 古代への旅」、平凡社、2005 年。  

11) 張英聘・范蔚 ：『中国の歴史と文明』、中央文献出版社、2006 年。 

12）八尾市文化財調査研究会 ：『聖徳太子～伝説のなかの八尾～』、八尾市文化財調査研究会、2006 年。 

13）八尾市立歴史民俗資料館 ：『八尾の到来文化』、八尾市立歴史民俗資料館、2008 年。 

14）岡本精一 : 『飛鳥寺と聖徳太子』、飛鳥寺、2008 年。 

－ 42－



 1

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の由来と社殿 
-物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢 勲*・松井幸一**・朝倉三尋***・朴永炅* 

（大阪経済法科大学*・FM ちゃお（やおコミュニティ放送）**・日本カフェテリア***） 
History of the Shibukawa Shrine and its Main Shrine,  

 Buddhism Battlefield of Ancient State Formation Period, Yao-City, Osaka 
―Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation in 

 Japanese-English-Korean-Chinese，Main shrine consideration― 
Isao SAWA*・Kouichi MATSUI**・Mitsuhiro ASAKURA***・Yong-kyung PARK*  

 

ABSTRACT 
Moriya Mononobeno is a family of the Kawachi country and is a stronghold of Ueda-cho and 

Kinomoto- cho inYao-city. Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a powerful family of the 
Asuka era when I did it and died of Buddhism war with Umako Sogano.  

Umako Sogano was appointed in the times of in a politician of the Asuka era, nobles and Emperor 
Bidatsu, Emperor Yōmei, Emperor Sushun and Emperor Suiko by a minister. Umako Sogano and 
Prince Shotoku won in Buddhism war with Moriya Mononobeno. 

Finally Prince Shotoku which is the politician of the Emperor Bidatsu(574 age) - Empress Suiko(622 
age) times is the royalty in the Asuka era, a prince of the Emperor Yomei. I performed politics in 
collaboration with Umako Sogano as regency at the same time and adopted culture and the system of 
the continent in international strain. Furthermore, Prince Shotoku determined "Twelve Level Cap and 
Rank System" and "Seventeen-article constitution" and planned establishment of the centralization 
"Centralisation" national polity led by the Emperor and I believed in Buddhism thick and worked for 
the prosperity. 

We studies of origin and a main shrine in Shibukawa Shrine, Ueda-cho, Yao-City. Furthermore, the 
origin of Shibukawa Shrine translated Multilingual translation （Japanese、English、Korea and 
Chinese) that supported the globalization era. About Shinto shrine environment, the writer analyzed 
data by a scientific management method. 
As a result of having investigated cultural heritage of Shibukawa Shrine of the neighborhood 

of ancient Buddhism battlefield here, I am as follows. That is, the Housing and Yao, who 
Monobe (Moriya) forces the family activities, History of the Shibukawa Shrine, the shrine is a 
subordinate shrine architecture. 
 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の由来、神社の社殿 
 Keywords ： Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation ， Main shrine 
consideration  
［洞窟環境 NET 学会紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS)、Vol.3(2012), 43-60 pp］ 

 

1. はじめに 
 

本稿は、大阪府八尾市、渋川神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会八尾支部鳥居総合学術調査（2011）報

告の一部である。渋川神社の創建年月は不明だが、8 世紀頃にはあったとされる。八尾市の南部に位置（地図 1）している。 
渋川神社の御座地は八尾市植松町 3－12 である。数理位置は北緯 34 度 36 分 58 秒、東経 135 度 35 分 50 秒を示し、標

高は 11m である。 
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本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は行われていない。八尾市の隣接自治体は、大阪市と東大阪市、柏原市、藤

井寺市と松原市の 5 市および奈良県の生駒郡平群町と三郷町の 2 町である。渋川神社の周辺は旧大和川水系である大和川

などの小河川も多い。市の南部には八尾空港があり、陸上自衛隊や民間の小型航空機に供用されている。物部氏は物部守屋

のときに蘇我馬子・聖徳太子とこの一帯で戦い敗れたために滅亡した。しかし、物部氏傍系一族の弓削氏、来栖氏および矢作

連などは引き続きこの一帯で勢力を維持していた。台風や水害が多く貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の重要な

文化遺産をどのように保存できるかが課題である。 
渋川神社は、 若江郡の式内社で、旧社格は郷社である。かつて飛鳥時

代に本地域を本拠地としていた物部守屋の渋河の家の跡ともいわれた。も

とは旧大和川の東側の字川向にあり、1533 年の大洪水で境内全域を流失

した。この時、浮島神社は数 km ほど北の茨田郡新田村に漂着し、その後

1572 年、お旅所のあった現在地に再建された。境内には、大阪府天然記

念物のクスノキを含め数本の大きな樹木が植えられている。この大銀杏は、

渋川神社のシンボルとし、氏子各位より愛され、育てられ、樹齢 350 有余年

の名木となった。昭和 52 年 7 月 28 日 の落雷により、頂部は焼損した。そ

の後の老朽により、頂部落下の危険性があるので、平成 6 年 3 月 2 日地上

約 1.5m あたりで、切断し、上部に銅板冠をかぶせ、しめ縄を巻き、御神木

とし永久保存することにした。（平成 6 年 12 月吉日 渋川神社 氏子総代

会）。神社内は、物部氏の威光を感じさせるような広さになっている。渋川神

社のクスは、「玉祖神社のくす」、「善光寺のくす」と共に八尾市に3本ある大

阪府の天然記念物に指定された大クスのひとつである。由来書きにあるよう

に平安時代中期の延喜式に記された式内社で、天忍穂耳命（あめのおし

ほみみのみこと）、饒速日尊（にぎはやひのみこと）などを祀っている。もとは

旧大和川の東側にあったが、洪水で流失し 1572～3 年頃に当地に移転し

たという。境内は広く、府の天然記念物の大クス以外にも大きなクスがあり、

八尾市の保存樹に指定されていた。 
旧河内国渋川郡の 36 神社は『大阪府全誌』によると、旧河内国渋川郡の神社の一覧を、『大阪府全誌』から抽出したもので

ある。式内は 6 社で、①渋川神社(天神)、②路部神社、③許摩神社、④波牟古曽神社、⑤都留弥神社、⑥横野神社(印色宮)
で、合祀社は 24 社である。末社は、大神宮・春日社・稲荷社・琴平社・浮島社 であると記載している。後世に残す貴重な遺産

を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機であり、意義も大きいのである。現地調査（2011 年 3 月

27 日と 4 月 24 日から数回）では、正確な位置の確認をし、既存の神社関連資料情報を収集した。そして、八尾空港北の平地

にある神社と鳥居の大きさが歴史的に重要な関連性があると予測した。単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流と

その沿岸地域の海岸地形発達史や環境変遷史等との関わりで、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。ここで、渋川神社の由来を次のように要約できる。①明治 6（1873）年、大阪神史、神社の郷社に列し。②延長 5
（927）年、延喜式神名帳：「延喜式に記載された神社」。③関係氏族は、物部守屋の渋河の家の跡地。④祭祀対象として、本来

は原始宗教：木霊（木魂）。⑤大阪府指定記念物「古神木は樹齢 1100 年大樟樹」。⑥仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬子

と排仏派の物部守屋とが激しく対立した激戦地。蘇我馬子（百済系）が物部守屋を滅ぼそうと謀った。⑦用明天皇 2(587)年、物

部守屋渋川の家で防戦であった。⑧我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対した物部守屋の別宅があった。さらに、周辺

地区の神社などとの関連、河川水との関連、堤妨などとの関連について検討したが、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、今後の研究課題、そして神社の保全問題な

どについて所見を整理した。方法としては、次のように要約できる。①神社の歴史と由来（四ヶ国語（日英韓中）用語）、②本殿と

拝殿の構造物と写真、③末社の構造物撮影、④御祭神との関連性である。神社周辺は、仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬

子と排仏派の物部守屋とが激しく対立した激戦地であり、当時の激動社会を伝える、神社文化歴史上貴重な資料となる様に報

告したい。神社の面積は 2214 坪である。社殿の幅と奥行きは 12.21m と 18.78m である。神社神木の円周と直径は 7.18m と

2.29m である。末社の高さは 1.90m から 2.49mm の範囲で、平均 2.22m である。近年でも水害、台風、地震、空襲などで打

撃を受けながらも、それを乗り越えて生き残っている。この貴重な文化遺産を記録し、大切に引き継いで行く一歩である。 
 
 

地図 1. 古代河内国であった現代の JR 八尾駅付近 

渋川神社 
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2．八尾の今昔 
2-1. 大阪の古代の自然環境  

縄文時代の自然環境は旧石器時代に続く。地図2-1は、1万年前には地球温暖化時代で最終の氷河期になる。①上町台地、

②古 長 瀬 川 、③古 平 野 川 な ど に 区 分 で き る 。 地 図 2-2 は 、 5000 数 百 年 前 、 縄 文 海 進 高 海 水 準 期 で 河 内 湾        
氷河の後退による海水面の上昇によって、河内平野は勿論、生駒山地や河内市域一部に海水が浸入した。C14 (放射線炭素

測定値)によるとクジラ化石から 5040 年前と報告している。その時期は、扇状地、自然堤防、河川による三角洲、砂洲と干拓な

どが形成される。 
 

 
地図 2-1.は、1 万年前には地球

温暖化時代で最終の氷河期 
地図 2-2.縄文海進高海水準期  
（五千数百年前）の河内湾 

地図 2-3.縄文時代後期から晩

期に発達した河内潟 
地 図 2-4. 弥 生 時 代 中 期  
（約 2000 年前）の河内湖 

 
地図 2-3 は、縄文時代後期（約 3500 年前）から晩期（約 3000 年前）に発達した河内潟である。地図 2-4 は弥生時代中期（約

2000 年前）の河内湖である。これは上町大地の海岸では、砂洲の発達と三角洲が形成され、河内湖と大阪湾へ進み繰り返し

ながら堆積が増大し陸地が増大している。それから淀川と大和川がより鮮明に見られる。参照：池田硯編著：『地形と人間、大阪

平野の古地理復元図』（古今書院、2005 年）。 
日本最古の土器は長崎県の“豆粒文土器”と“隆起線文土器”で、1 万年前の縄文時代とみられる。縄文土器の多様性は、時

代差や地域差を識別する基準として有効である。土器型式上の区分から、縄文時代は、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期

の 6 期に分けられる。研究当初は、前・中・後の三期区分だったが、資料の増加や研究の進展によって早期、晩期が加わり、最

後に草創期が加えられた。草創期（約 15000～12000 年前）、早期（約 12000～7000 年前）、前期（約 7000～ 5500 年前）、

中期（約 5500 ～4500 年前）、後期（約 4500 ～3300 年前）、晩期（約 3300 ～2800 年前）となる。 
 

   
地図 2-5.最終氷河の古大阪平

野 
地図 2-6.縄文海進高海水準期  
（五千数百年前）の河内湾 

地図 2-7.縄文時代後期から晩期

に発達した河内潟 
地 図 2-8. 弥 生 時 代 中 期  
（約 2000 年前）の河内湖 
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地図 2-5 は、河内湾 1 の時代 約 6000～7000 年前であるから前期である。地図 2-6 は、河内湾 2 の時代 約 5000～4000
年前であるから中期である。写真 2-7 は、河内潟の時代約 3000～2000 年前であるから晩期である。地図 2-8 は、河内湖 1 の

時代約1800～1600年前である。参照：梶山彦太郎・市原実：『続大阪平野発達史－大阪平野の発達（1）』、古文物学研究会、

1985 年。 
 
2-2. 河内湖の自然環境   

河内湖は、かつて河内平野に存在していた湖である。紀元前約 6000 年-約 5000 年ごろの縄文海進により海水が河内平野

へ進入し、現在の枚方市付近を最奥部として、上町台地の東部に河内湾と呼ばれる湾が形成された。河内湾に流入する河川

は淀川および大和川であったが、この両河川によって河内湾の淡水化が進み、河内湾は淡水湖である河内湖へとその姿を変

えた。河内湖は、淀川・大和川が運ぶ堆積物によってゆっくりと縮小していった。 
紀元後も河内湖は残存しており、4～5 世紀ごろには草香江（くさかえ）と呼ば

れていた。草香江は淀川・大和川の 2 つの大河川が流入してくる反面、排水口は

上町台地北方の 1 箇所のみであり、しばしば洪水を起こしていた。江戸時代まで

に河内湖は深野池（大東市周辺）・新開池 （東大阪市の鴻池新田周辺）の 2 つ

に分かれた部分のみが水域として残り、1704 年の大和川付け替え工事後はこれ

らの水域も大和川と切り離され、周辺は新田として干拓された。現在この地は完

全に陸地化し、河内湖の名残をとどめるのは、門真市の弁天池、大東市の深野

池のみである。八尾市、Wikipedia 一部修正。 
 
2-3. 古代の大阪の自然環境  

旧分国では河内国に属する。古墳時代には多くの豪族がこの地一帯に勢力を

維持し、生駒山地の麓に数多くの陵墓を造築した。その多くが現在でも古墳とし

て残っており、その数の多さから千塚（ちづか）という地名として残っている。飛鳥

時代には、一帯は物部氏の勢力圏下にあり、その武具を製造する集団が居たとさ

れているが、物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子とこの一帯で戦い敗れたため

に滅亡した。物部氏傍系一族の弓削氏、来栖氏および矢作連などは引き続きこ

の一帯で勢力を維持し、特に弓削氏の道鏡は奈良時代後期の日本における実

質的な最高権力者となっている。八尾市、Wikipedia 一部修正。 
地図 2-9 は、古代の大阪の自然環境（6～7 世紀の摂津・河内・和泉）である。

図の右と上下部分は山地である。生駒山地の麓は扇状地である。生駒山地と上

町台地間には低地と水没しやすい部分である。上町台地は難波の海、天満砂洲と住吉大社の右側にある。上町台地と生駒山

地の生駒山・高安山の間には、玉串川、長瀬川、平野川、天野川、大乗川等が流れている。南部に流れている大和川の自然

環境は、今昔の歴史が存在している。参照： 日下雅義：『平野は語る、6～7世紀ころの大阪の自然環境』 、大巧社、1998年。 
 

2-4. 河内国と現代の八尾の歴史 

河内国は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。大国に分類され、畿内に含まれた。領域は現在の大阪府東

部にあたるが、設置当初は南西部（和泉国の領域）も含んでいた。別称は河州（かしゅう）。河内国の沿革は 7 世紀に成立した。 
716・霊亀 2 年 4 月、第 44 代元正（げんしょう）天皇（女帝在位は 715～724 年）。河内の国を分割。大鳥郡、和泉郡、日根

郡を割いて和泉監を分立させた。740 年まで和泉監を置く。 
720・養老 4 年 11 月、河内国の堅下と堅上郡を合併して大県郡とした。 
740・天平 12 年 8 月、第 45 代聖武（しょうむ）天皇（在位 724～749 年）。和泉監を河内国へ編入。和泉監を合併した。聖武

天皇、河内の知識寺に行幸する。 
757・天平宝字元年 5 月、第 46 代孝謙（こうけん）天皇（女帝在位は 749～758 年）。河内国のうち和泉・日根・大鳥の 3 郡を

分かち、和泉国を再び分立させた。 
769・神護景雲 3 年、第 48 代称徳（しょうとく）天皇（女帝在位は 764～770 年）。河内職を河内国に復帰。河内国大風雨、茨

田提・渋川提・志紀郡などでも決壊す。道鏡政権下で由義宮が建設され西京と称し、河内国が廃止。特別行政組織河内職が

 
地図 2-9.古代の大阪の自然環境（6～7 世

紀の摂津・河内・和泉） 
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設置された。 
八尾市は大阪平野の中部、大阪市の東南部に隣接し、市域西側は概ね平坦である。市の東部は高安山をはじめとする急峻

な高安山が控えており、奈良県との府県境を形成している。市の南端を大和川が流れる他、旧大和川水系である小河川も見ら

れる。平成 19 年に工業出荷額で東大阪市を抜いたことはあまり知られていないが、人工衛星で有名なものづくり都市東大阪を

上回る産業力を持つ都市である。大阪平野の変遷を見ると、 
①河内湾Ⅰの時代（約 7000～6000 年前、縄文前期）は、「縄文海進」という海水面が異常に高くなった時期で、広く河内の

野を海が覆った。大阪市鶴見区ではクジラ化石の発見地である。河内湾に突出した上町台地は大阪湾から吹き付ける西風に

より砂州先端を発達。  
②河内湾Ⅱの時代（約 5000～4000 年前、縄文中期）は、沖積作用が激しため、湾は徐々に埋められはじめる。淀川の流送

土砂は、大和川からより多く、湾は北から埋まって潟となり、海口が閉鎖され河内湖を残すことになる。 
③河内潟の時代（約 3000～2000 年前、縄文後期～弥生前半）の時代である。 
④河内湖Ⅰの時代 （約 2000 年前、弥生後期～古墳時代）と 
⑤河内湖Ⅱの時代（約五世紀頃）は、難波の堀江開削によって分離。長く発達する上町台地北端の砂州によって塞かれた

水流はやがて砂州を穿って大阪湾に出る。河内湖の水流が変化し、静水面が上昇した。河内湖も次第に沖積作用により埋まっ

てゆき、最後に深野池と新開池の最も深い部分を残し平野が発達する。 
⑥大和川付け替え以前と⑦大和川付け替え以降によって、大和川付け替えを経てその池沼も陸となり現在に至っている。高安

山（たかやすやま）は、大阪府と奈良県との境に位置する標高 488m の山。地理は、生駒山地の南方の大阪府八尾市服部川

と奈良県生駒郡平群町久安寺との境に位置するが、頂上（三角点）はわずかに大阪府側に位置する。大和川（やまとがわ）は、

奈良県および大阪府を流れ大阪湾に注ぐ一級水系の本流である。 
 

3．物部（守屋）一族の活動勢力と歴史 
 

5 世紀、物部氏（もののべうじ）は、河内国の哮峰（現・大阪府交野市か）にニニギノミコトよりも前に天孫降臨したとされるニギ

ハヤヒミコトが祖先と伝えられる氏族である。本姓:物部朝臣。家祖:ニギハヤヒミコト。種別：神別（天神）。出身地：内国哮峰。主

な根拠地：河内国哮峰、大和国など。著名な人物：物部麁鹿火、物部尾輿：物部守屋。支流、分家：石上朝臣(旧物部)、穂積朝

臣、采女朝臣、高岳首、熊野国造、石見国造金子氏（社家・華族（男爵））、厚東氏（武家）、曾禰氏（武家） などである。元々は

兵器の製造・管理を主に管掌していたが、しだいに大伴氏とならぶ有力軍事氏族へと成長していった。五世紀代の皇位継承争

いにおいて軍事的な活躍を見せ、雄略朝には最高執政官を輩出するようになった。守屋は蘇我氏の寺を襲い、仏像は川に投

げ入れ、寺は焼くということをしてしまった。そして 3 人の尼を鞭で打った。しかし、それ以後、疫病が流行し用明天皇が崩御した。

これにより皇后や皇子を支持基盤にもつ蘇我氏が有利になり、また天皇が生前、「仏教を敬うように」といった詔があったこともあ

る。当初、物部守屋は有利であったが守屋は河内国渋川郡（現・大阪府東大阪市衣摺）の本拠地で戦死した。 
物部守屋は、欽明朝の大連物部尾輿の子で敏達朝と用明朝の大連。母は弓削氏の女阿佐姫と伝えられ、『日本書紀』には

物部弓削守屋大連とみえる。第 30 代敏達天皇の時代に、仏教の受容に積極的態度をとる蘇我馬子と対立し、中臣勝海ととも

に排仏を主張して、寺院や仏像を焼き捨てたと伝えられている。古来より、蘇我と物部両氏の対立は、仏教受容の可否をめぐる

争いを中心に語られることが多いが、これは仏家の教化的意図を中心とした説話にもとづくものと考えられ、『日本書紀』にみえ

る守屋の排仏行為もそのまま史実と考えられず、権力闘争に勝った側の意図が反映しているものと思われる。また、権力闘争に

負けた守屋の墓が守られ現存することは、時の権力者に対しては、反骨精神を発揮する大阪人のルーツを見る思いがする。  
 『日本書紀』によると、587（用明天皇 2）年 4 月、用明天皇が崩御し、その皇嗣問題をきっかけに馬子との間に武力衝突とな

った。5 月、守屋は、欽明天皇の子、穴穂部皇子を立てて天皇にしようとし、淡路に遊猟して事を謀ろうとして、皇子に使者を送

ったが、事は漏れた。6 月、馬子は炊屋姫を奉じ、佐伯連、土師連、的臣らに詔して、穴穂皇子と宅部皇子の殺害を謀り、2 人

の皇子を殺した。7 月、さらに馬子は諸皇子と群臣に勧め、守屋を滅ぼすことを謀り、泊瀬部皇子、竹田皇子、厩戸皇子らと、紀、

巨勢、膳、葛城、大伴、阿倍、平群、坂本、春日の諸氏とともに軍を率い、河内の渋川郡阿都の守屋の家を襲った。守屋は自ら

子弟と奴軍を率い、現在の八尾市南木の本付近に稲城を築いて戦い、皇子たちと群臣の軍を三度にわたり退けたが、奮戦む

なしくなり、ついに迹見赤檮（とみのいちい）に射落とされ、その子らも殺され、軍は四散した。馬子との戦いでは、『朴の枝間に

昇りて臨み射ること雨の如し』と描かれている。http://www12.plala.or.jp/HOUJI/shiseki/newpage463.htm 
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写真 3-1.物部守屋像 江戸時代の大聖勝軍

寺（八尾市文化財調査研究会引用） 
写真 3-2.物部守屋の墓。墓の入口には写真

3-3 のような鳥居が建立している。 
写真 3-3.物部守屋の墓には、神社としての

鳥居があり、1500 年前の権力を象徴。 

 
写真 3-1 は、物部守屋像 江戸時代の大聖勝軍寺（八尾市文化財調査研究会引用）。写真 3-2 は、物部守屋の墓。墓の入

口には写真 3-3 のような鳥居が建立している。墓の周囲にある玉垣は全国の有名な神社関係者が寄進し、1500 年前の権力の

象徴である。写真 3-3 は、物部守屋の墓地にある鳥居は明神系鳥居である。この墓地は大聖勝軍寺より国道 25 号線を 100m
程東に進んだところにある。 

 
572 年。第 30 代敏達天皇の即位に伴い、守屋は大連に任じられた。第 31 代用明天皇 587 年は飛鳥時代の大連（有力豪

族）で、物部尾輿の子。物部氏は有力な軍事氏族である。物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派

の蘇我氏と対立した。聖徳太子・廐戸皇子は摂津国（現在の大阪府大阪市天王寺区にあたる場所）に四天王寺を建立した。馬

子の妻が守屋の妹であるので物部氏の相続権があると主張したためである。また、半分は四天王寺へ寄進された。 
物部氏ゆかりの神社の分布をみると以下(一部割愛)のとおりである。中部より東方側では、①北海道、②青森、③岩手、④宮

城、⑤秋田、⑥山形、⑦福島、⑧茨城、⑨栃木、⑩群馬、⑪埼玉、⑫千葉、⑬東京、⑭神奈川、⑮福井、⑯石川、⑰富山およ

び⑱新潟である。中部では、①山梨、②長野、③岐阜および④愛知である。 
近畿では、①三重、②滋賀、③京都、④大阪、⑤兵庫、⑥奈良及び⑦和歌山である。四国では、①徳島、②香川、③愛媛お

よび④高知である。中国では、①鳥取、②島根、③岡山、④広島、⑤山口である。九州では、①福岡、②佐賀、③長崎、④熊本、

⑤大分、⑥宮崎および⑦鹿児島である。                                        
  これを近畿に限定すると、次のとおりである。大阪府豊能郡（4 神社）、箕面茨木方面（5 神社）、枚方交野方面 （7 神社）、生

駒西（石切・枚岡神社）方面 （11 神社）、古市古墳群方面（12 神社）、大阪市長居から堺へ（12 神社）、大阪府貝塚市以南（5
神社）、奈良（49 神社）、京都（34 神社）、和歌山 紀ノ川下流域（21 神社）、滋賀（23 神社）と三重（40 神社）である。さらに、八

尾方面に限定すると、次の 17 神社が以下のように鎮座している。 
河内高安 式内 恩地神社 八尾市。河内若江 式内 弓削神社 八尾市弓削町。河内若江 式内 弓削神社 八尾市東弓

削町。河内若江 弥加布都命神社 東弓削町の弓削神社に「彌加布都命」「比古佐自彦命」が合祀。『白鳥上』109。 
河内若江 比古佐自布都命神社 同上。河内志紀 式内 若江鏡神社 東大阪市若江南 2-3。 
河内若江 式内栗栖神社 八尾神社 八尾市本町。 
河内若江 式内 渋川神社 八尾市。 
河内志紀 式内 樟本神社 八尾市木の本。 
河内志紀 式内 樟本神社 八尾市南木の本。 
河内志紀 式内 樟本神社 八尾市北木の本。 
河内渋川 式内 跡部神社 八尾市。河内若江 式内 矢作神社 八尾市。河内若江 式内 御野県主神社 八尾市。河内

高安 式内 玉祖神社。河内高安 式内 都夫久美神社。矢作連（やはぎ）は布都怒志命の後裔でもある。弓矢を造る伴造を統

率する氏族、祖神の経津主を祀っていた。 
物部氏傍系一族の弓削（ゆげ）氏、来栖（くるす）氏、矢作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に弓削氏から出た

道鏡（どうきょう 700～772 年）は称徳天皇のもと、奈良時代後期の日本における実質的な権力者となっている。 
538 年。第 28 代宣化（せんか）天皇在位は 536～539 年。仏教公伝（552 年)とは、国家間の公的な交渉として仏教が伝えら

れること。日本では 6 世紀半ばの第 29 代欽明天皇在位 539～571 年、百済から倭への仏教公伝のこと。ここに仏教の後押しを

する「蘇我稲目」が登場し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。 

裔

者

伝
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540 年。第 29 代欽明(きんめい)天皇在位は 539～571 年、継体天皇と手白香皇女（たしらかのひめ）の子。子は敏達天皇、

用明天皇、推古天皇、崇峻天皇。大伴金村・物部尾興・許勢臣持らを従えて難波の祝津宮に行幸する。 
550 年。欽明(きんめい)天皇在位は 539～571 年、蘇我馬子の妻は、物部弓削大連（物部守屋）の妹（日本書紀）、『紀氏家

牒』・『石上振神宮略抄』神主布留宿禰系譜料では物部守屋妹の「太媛」、『先代旧事本紀』天孫本紀では物部鎌足姫大刀自

（父は物部守屋の異母弟石上贄古大連、母は物部守屋同母妹の布都姫）とある。 
551 年。欽明(きんめい)天皇在位は 539～571 年、蘇我稲目は、欽明 13 年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の

反対を押し切り、仏教を擁護。飛鳥時代の大臣。 
552 年。欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、百済より仏教伝来。仏教戦争。蘇我稲目（仏教擁護）対物部尾輿（反仏教）

の死闘の第 1 戦開始(552～587）。 
572 年。第 30 敏達（びたつ）天皇在位は 572～585 年、欽明天皇と石媛命（いしひめ）の子。現八尾市、敏達天皇即位に伴

い、物部氏守屋は大連に任じられた。物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立。 
585 年。敏達（びたつ）天皇在位は 572～585 年、安倍臣目、物部贄子連とともに、阿斗の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在

中の日羅のもとに出向き、国政を問う。その後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。穴穂部皇子は炊

屋姫（敏達天皇の后）を犯そうと欲して殯宮に押し入ろうとしたが、三輪逆に阻まれた。怨んだ穴穂部皇子は守屋に命じて三輪

逆を殺させた。守屋は「汝のような小臣の知る事にあらず」と答えた。 
587 年。第 32 代崇峻（すしゅん）天皇在位は 587～592 年、欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ、小姉君とは姉妹関

係）の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。物部氏滅亡。蘇我河上娘（そがのかわかみのい

らつめ）の父は蘇我馬子. 夫は崇峻天皇。王位継承に絡んで物部守屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内渋川郡阿都から北方の

衣摺に退いて防戦したが射殺される。用明天皇は病になり、三宝（仏法僧）を信奉したいと欲し、群臣に議するよう詔した。守屋

と中臣勝海は「国神に背いて他神を敬うなど、聞いたことがない」と反対した。馬子は「詔を奉ずるべき」とし、穴穂部皇子に豊国

法師をつれて来させた。守屋は睨みつけて大いに怒った。史（書記）の毛屎が守屋に群臣たちが守屋の帰路を断とうとしている

と告げた。守屋は朝廷を去り、別宅のある阿都（河内国）へ退き、味方を募った。排仏派の中臣勝海は彦人皇子と竹田皇子（馬

子派の皇子）の像を作り呪詛した。やがて彦人皇子の邸へ行き帰服を誓ったが、その帰路、舍人迹見赤檮が中臣勝海を斬った。

守屋は物部八坂、大市造小坂、漆部造兄を馬子へ遣わし「群臣が我を殺そうと謀っているので、阿都へ退いた」と伝えた。国道

から南側へ少し入った飲食店が密集している場所に守屋を射た鏑矢を埋めたと伝わる『鏑矢塚』がある。龍華中学校の南側、

高圧線の鉄塔の回りが空き地になっており、そこに、守屋が迹見赤檮の弓に撃たれたと伝説。 
594 年。第 33 代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は 593～628 年、大聖勝軍寺創建。大聖勝軍寺は、この地は渋川の阿都（あ

と）と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅であった。瀕死の病床で仏教に

帰依することを用明天皇が群臣に諮問し、廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。崇仏派の蘇我馬子は諸王

子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の主戦場である。 
686 年。第 41 代持統（じとう）天皇（女帝）在位は 686～697 年、本姓:石上朝臣、家祖：石上麻呂、種別：神別（天神）、出身

地： 河内国哮峰、著名な人物：石上麻呂・石上宅嗣である。物部氏から石上氏（いそのかみうじ）改めた。最初は石上の姓は、

物部守屋の弟である贄子が称し、家を継いだ。後に、守屋の兄・大市御狩の曾孫とされる麻呂が石上の家を継いだ説がある。 
708 年。第 43 代元明（げんめい）天皇女帝在位は 707～715 年。石上(旧物部氏)麻呂は朝臣の姓が与えられ、左大臣。そ

の死後、廃朝の上、従一位の位階を贈られた。息子の石上乙麻呂は孝謙天皇の時代に中納言、乙麻呂の息子の石上宅嗣は

桓武天皇の時代に大納言。宅嗣は文人として淡海三船と並び称され、日本初の公開図書館・芸亭を創設した。 
 

4．渋川神社の由来 
4-1. 渋川神社の由来の記念文 
① 渋川神社の由来（大阪神社庁 http://www.jinjacho-osaka.net/m13_03_yao_sibukawa.html） 

当社は、延喜式内の神社で、もと旧大和川の東側にある字川向にあったが、其の他は年々多少の水害を蒙り、殊に天文 2 年

2 月 2 日の水災は、社殿其の他の全部を流出し、末社浮島神社の如きは茨田郡新田村に漂着し、これをよっぽどの宮と称した

のを、発見の後迎えて境内に移したと言う。依って宮座一統は社の御幸地である現在の所に社殿を造営する事に決し元亀3、4
年の頃竣工移転した。思うに当社は式に若江郡に載せられてある所より見れば、それ以前にも社地に変更があったのであろう。

創建の年月は詳らかではない。往時より物部、中臣、忌部連等の一族官位を授かって奉仕し、これを宮座と称し、宮田を置いて

その作得米を以って祭祀の費用に充て、社殿殿の修理費を弁じて来た。又、中世より龍華寺の僧侶が祭祀を助けたが、天文 2
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年同寺廃絶の後、元亀 3、4年の頃より社地内に宮寺興ってこれを継ぎ祭祀を掌ったが明治維新後の神仏分離に依り寺は廃絶

した。明治 6 年郷社に列した。例祭は 10 月 16 日、夏祭は 7 月 27 日で、その祭は他と例を異にし、宵宮祭を後縁祭、後縁祭

を宵宮祭と唱え、俗に逆祭と呼ぶ。これは、天文の水害に漂流の時、神体禍に捲かれて水上に逆流したので、この意味から社

祭にこの呼称をなすようになったのであろうと言われる。 
② 渋川神社の由来（八尾市教育委員会） 

渋川神社 式内社で天忍穗耳命饒速日命をまつる。もとは長瀬川の東岸にあったが、天文 2（1533）年の大洪水で流失、元

亀 3（1572）年現地へ移されたという。この地帯一帯は、物部氏の住地でこの社は古くは竜華寺の鎮守であったという。鳥居前

の観音堂は昔の宮寺の一部で、境内にある樹齢 1000 年という大樟樹は、玉祖神社（神立）善光寺（垣内）のそれとともに大阪

府指定の天然記念物である。 
   

 

写真 4-1. 渋川神社の由来(神社内に設置) 写真 4-2.渋川神社の由来（八尾市教育委員会） 
 

③ 渋川神社の由来を記した石碑 
 由来書きにあるように平安時代中期の延喜式に記された式内社で、天忍穂耳命（あめのおしほみみのみこと）、饒速日尊（に

ぎはやひのみこと）などを祀っています。もとは旧大和川の東側にあったが、洪水で流失し当地に移転したといいます。元亀 3
年～4 年（1572～3 年）頃といいます。 
 大クスは神社の北の端に境内をはみ出すように立っています。JR 八尾駅を降りて南東に行くとすぐに目に入ります。商店・住

宅が建て込んだ町中ですから、あまり巨樹にふさわしい土地とはいえないようです。境内は結構広くて、府の天然記念物の大ク

ス以外にも大きなクスがあり、八尾市の保存樹に指定されていました。    
 
④ 渋川神社の由来（http://www.geocities.jp/engisiki/kawachi/html/041013-01.html） 

当社は延喜式内社にて大和川の東側なる字川向（若江郡）に鎮座なりしが、その地年々に水害を蒙り殊に天文 2 年 5 月 5
日の水災は社殿その他の全部を流失せしめに依り後社の御幸地の現在の地に社殿を移すに決し、元亀 3・4 年の頃竣工す。

往時物部・中臣・忌部連等の一族官位を授りて奉仕し、之を宮田と称し宮田を置きてその収得米を以て祭祀の費用社殿その他

の修理に充当なり。中世よりは竜華寺の僧侶祭祀を助けしも天文 2 年同寺廃絶の後元亀 3・4 年の頃より社地内に宮寺興りて之

を継ぎ祭祀を掌りしが明治維新後の神仏分離に依りて寺は廃絶し現在に及ぶ。 
 
⑤ 渋川神社の由来（http://kamnavi.jp/mn/osaka/sibukawa.htm） 

この地域の神社としては広い境内であり、社殿も新しい。 もとは旧大和川の東側の字川向にあったが、洪水で流失、当地に

移転した。元亀 3、4（1572～3）年頃という。 この時、浮島神社は茨田郡新田村に漂着し、之を「よっぽどの宮」と称した。数 km
である。発見後迎えて境内にまつったという。創建の年月は不詳。往時より物部中臣忌部連等の一族位官を授りて奉仕し、之を

宮座と称し、宮田を置いて、祭祀、修繕の費用を弁じた。若江郡の式内社である。 物部守屋の渋河の家の跡とも言われる。弘

仁式段階で存在していた古社である。  
 府天然記念物の樟を含め数本の樟の木はいずれも大きい。しかしそれ以外の木は少なく、森の雰囲気はない。鳥居から拝殿

への道に多くいる鳩が微動だにしない。一帯は荒涼とした空気がただよう。八尾市教育委員会の説明碑や神社の由来書きなど
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も見あたらない。 普通、神々の坐す所はもう少しホットする雰囲気があるんだが。これは洪水時、御神体が上流に逆流したので

言うようになった。  
 
⑥ 渋川神社の由来（http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-sibukawa.html） 
 当社略記によれば、「創建の時期は詳びらかではないが、天平勝宝 8（756）年 2 月孝謙天皇から稲穀を賜る（続日本紀）」とあ

り、8 世紀中ごろからあった古社だという。孝謙天皇（749--58）云々とは、続日本紀・天平勝宝 8（756）年条に記す 「2 月 28 日 

大雨が降った。河内国の諸社の祝（ハフリ）・禰宜（ネギ）ら 108 人に、地位に応じて正税（稲）を賜った」をうけたものだろうが、稲

を賜った河内国諸社の神社名は記されておらず、当社が含まれていたかどうかは不明。ただ続日本紀・称徳天皇（764--70・孝

謙重祚）神護景雲 3（769）年条に、「10 月 17 日 天皇がさらに進んで由義宮（ユゲ）に行幸した」とあり、そのとき近くにあった龍

華寺に参詣したともいわれ、当社は龍華寺の傍らにあったのではといわれる当社も、由義宮との関係から賜稲の対象になったと

推測される。 
＊由義宮－－称徳天皇が重用した弓削道鏡の本拠地（現弓削町付近－由義は弓削の佳字）に設けた宮で、西京とも呼ばれ何

度か行幸されているが、天皇の逝去と道鏡の失脚により廃されたという。当社の東約 1.6km にある由義神社（八尾木北 5 丁目）

がその跡とされるが、確証はない。 
 神仏習合期には、龍華寺は当社の宮寺（神宮寺）的存在だったといわれ、植松大明神（祭神名は忘れられていたらしい）とし

て、寺僧による祭祀が行われたという。 
 今、当社は旧大和川（現長瀬川）左岸に位置するが、古くは右岸の安中町（現安中小学校東南附近）にあったといわれ、当社

略記には「天文 2（1533）年 5 月の旧大和川大洪水によって、社殿はいうまでもなく、民家も多く流失した。これを機に、植松村

そのものが右岸の若江郡から左岸の渋川郡へ移転し、神社もまた元亀 3・4（1572）年頃に、御幸地の御旅所であった現在地に

遷宮になったと伝えられている」とある。延喜式に若江郡とあることからみて、鎮座地を移動したのは確かであろう。 
 江戸時代中期には、東西 30 間南北 40 間という広大な境内を有して天神社と呼ばれ、社の南にあった宮寺（龍華寺消滅後建

立された寺・真言宗系）の僧侶による祭祀が続いていたが、明治の神仏分離により寺は廃絶し、神社は渋川神社と改称したとい

う。鳥居のすぐ外の辺りが宮寺の跡というが、今その痕跡はみえない。 
 
⑦ 渋川神社の御由来（渋川神社刊行物） 
  社殿において、境内中央は〆柱の先に拝殿が、透塀に囲まれた中に本殿が鎮座する。本殿は流造・間口一間三尺である。

拝殿は入母屋造。境内には、寛永 12（1635）年 8 月銘・元文 5（1740）年庚申銘の石燈籠各 1 基ある。境内左に同型の末社 5
祠が並ぶ。左から①皇大神宮の天照大神、②春日神社の天児屋根命・武甕槌命・経津主命・比咩大神、③浮島神社の浮島神。

④琴平神社の金山彦命、⑤厳島神社の市杵島姫命である。いずれも古くからの末社らしいが、その鎮座時期・由来など不明で

ある。その他に、①龍王社には天御柱命・国御柱命－本殿背後（龍王社というものの池などはない）。②稲荷社には保食命－境

内左奥．③楠社には宇迦魂命－境内右奥に大楠（H=16m・幹廻約 7m・樹齢千年・大阪府指定天然記念物）があり、その根元

に鎮座する。 
 
⑧ 渋川神社の御神木（樟）由来（八尾市教育委員会） 

この大銀杏は、渋川神社のシンボルとし、氏子各位より愛され、育てられ、樹齢約 350 有余年の名木となった。1977 年 7 月

28 日 午後 7 時 20 分時の大落雷により、頂部は焼損した。その後の老朽により、頂部落下の危険性があるので、平成 6 年 3
月 2 日地上約 1.5m あたりで、切断し、上部に銅板冠をかぶせ、しめ縄を巻き、御神木とし永久保存することにした。平成 6 年

12 月吉日 渋川神社 氏子総代会」。 
御神木（樟）の規模として、拝殿の前方にある樹周囲は 3.87〜5.96m、樹直径は 1.27〜1.89m、樹高 1.6m である。本殿の

後方にある現在の御神木の規模として、しめ縄を捲いている樹周囲は 7.18m、樹直径は 2.29m である。 
「式内社で天忍穂耳命・饒速日尊をまつる。もとは長瀬川東岸にあったが、天文 2 年(1533)の大洪水で流失したが、元亀

3(1572)年に現地へ移されたという。この地一帯は、物部氏の住地で、この社は古くは竜華寺の鎮守であったという。鳥居前の

観音堂は、昔の宮寺の一部で、境内にある樹齢一千年という大樟樹は、玉祖神社(神立)のそれとともに大阪府天然記念物指定

（昭和 24 年 5 月 9 日）である、八尾市教育委員会。物部氏の威光を感じさせる樹木である。「渋川神社のくす」は、「玉祖神社の

くす」、「善光寺のくす」と共に八尾市に 3 本ある大阪府の天然記念物に指定された大クスのひとつです。その後の老朽により、

頂部落下の危険性があるので、平成 6 年 3 月 2 日地上約 1.5m あたりで、切断し、上部に銅板冠をかぶせ、しめ縄を巻き、御

神木とし永久保存することにした。平成 6 年 12 月吉日、渋川神社 氏子総代会」。  
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4-2．渋川神社の古神木 
写真 4-3 は、渋川神社の古神木の樟である。上部は雨水対策のため銅板でを覆っている。樹高 16m。樹齢 1100 年である。

図 4-1 は古神木規模の値（m）で左グラフは古い神木円周で、右グラフは古い神木直径である。表 4-1 は、古神木の測量値で、

古神木中部はしめ縄で結んでいる。この古神木は大阪府指定天然記念物（1970 年 2 月 20 日指定）である。所在地：大阪府八

尾市植松町 3-12。アクセス： JR 大和路線・八尾駅南口から南東に 100m。 
 

 場所 
神木 

円周 

神木

直径

神木

高さ

1 上部 3.89 1.27 1.6

2 中部 3.87 1.23 0.8

3 下部 5.96 1.89 0.2
 

写真 4-3. 渋川神社の古神木 図 4-1. 古神木規模のグラフ 表 4-1. 古神木の測量値 
 

写真 4-4 は、渋川神社の古神木で樟と同様な木で、中国の杭州市には多く見られ田表示版である。写真 4-5 の杭州市西怜印社、

樹齢 310 年ある下部の写真である。写真 4-6 は、杭州市西怜印社、樹齢 310 年上部の写真である。 
 

  
写真 4-4.杭州市西怜印社、樹齢 310 年 写真 4-5.杭州市西怜印社、樹齢 310 年下部 写真 4-6.杭州市西怜印社、樹齢 310 年上部

西泠印社（せいれいいんしゃ）は、中国浙江省の杭州市郊外、西湖に浮かぶ島・孤山の麓にある篆刻を中心とする学術団体、

及び関連企業・庭園の名称である。「西泠」の名は対岸との間にかかる橋「西泠橋」の袂に本社があることによる。「冷」と間違わ

れやすいが「にすい」ではなく「さんずい」である。（http://ja.wikipedia.org）  

5. 渋川神社社殿の写真と考察 
 

本殿（ほんでん）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。野里住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、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。 
 
5-1. 神社本殿の流れ造（ながれづくり） 
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流れ造（ながれづくり）は賀茂神社に代表される神社本殿形式の一つである。平入様式の流れ造の有・無には、千木（有）・鰹

木（5 本：男神を祀る有）・切妻造り（有）・妻入り（無）・妻入屋根（無）・平入り（有）・反り増し（有）に区分できる。 
神明造りの流れを組むもので、正面入口にあたる屋根の一方が長く延びている特徴がある。前面の屋根が長い。井桁に組ん

だ土台。男神を祀る鰹木。千木の先端は垂直に切断。側面から見ると、前後が不同。正面の柱間は規模によって異なる。 
 

   

図 5-1.流造、賀茂御祖神社本殿正面 図 5-2.流造、賀茂御祖神社本殿平面 図 5-3.流造、賀茂御祖神社本殿側面 
 
図 5-1 は流造の賀茂御祖神社本殿正面、図 5-2 は流造の賀茂御祖神社本殿平面、図 5-3 は流造の賀茂御祖神社本殿側

面である。 
 

5-2. 神社拝殿の入母屋造（いりもやづくり） 
入母屋造（いりもやづくり）は東アジアの伝統的屋根形式のひとつである。家形の埴

輪は屋根形式が入母屋（図 5-4・唐破風…中央部は弓形で、左右両端が反り返った

曲線上の装飾板）であるものが多い。我が国では古代、宮殿・神社建築の屋根が｢切

妻造｣で、切妻造が格の高い建物。｢寄棟造｣・｢入母屋造｣の屋根と比べて、切妻造の

屋根が最高の形式。仏殿が入母屋造から寄棟造となるのは天平時代で、後の時代に

も入母屋造の建物が主流。古代の宮殿・神社建築の屋根が｢切妻造 ｣でから、切妻

造が格の高い建物とされた。入母屋造の屋根と比べて、切妻造の屋根が最高の形式

である。 

 
5-3. 渋川神社の社殿の写真と考察 
写真 5-1 は、渋川神社社殿の正面から南に向かって正門鳥居と直線状につながっている。写真 5-2 は、渋川神社拝殿の上に

ある神社名である。写真 5-3 は、渋川神社拝殿の入口で神主と地元の有力者と測量者の写真で、神主は数日後他界された。 
 

 
  

写真 5-1. 渋川神社社殿の正面 写真 5-2. 渋川神社社殿の表札 写真 5-3. 渋川神社社殿の入口 
 

   
写真 5-4. 渋川神社の本殿 写真 5-5. 渋川神社社殿の屋根 写真 5-6. 渋川神社社殿の側面 

図 5-4.入母屋造 
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写真5-4は渋川神社の本殿である。以前は本殿と拝殿が離れて、4基の石灯籠もあったと考えられる。今は直接に繋がっている。

写真 5-5. 渋川神社社殿の屋根は素晴らしい風景で、T 字タイプの珍しい本殿建築物である。鰹木と千木がそれぞれ 3 方向に

聳えている。写真 5-6 は 渋川神社社殿の側面は、西側から撮影した。2214 坪以上の所に神聖なマイナスイオンが満喫できる

気分である。 
 

   
写真 5-7. 神社の由来を拝聴する関大 OB  写真 5-8.神社を拝見する関大 OB  写真 5-9.神社の由来を説明する関大 OB 

 
写真 5-7 は、神社の由来を拝聴する関大 OB であるが、地域の連携と文化遺産を守るため集まった学習の時間であった。 
写真 5-8 は神社を拝見する関大 OB で神社拝殿を背景して撮影した。写真 5-9 は、神社の由来を説明する関大の OB と八尾

支部長。   
表 5-1.渋川神社と樟本神社の社殿規模（m）            図 5-1. 渋川神社と樟本神社の社殿規模（m）  

 神社名 社殿 正面 側面 

1 
渋川神社   

2214 坪 

本殿：流れ造・拝殿：

入母屋造 
12.21  18.78 

2 
樟本神社   

木の本   
本殿権現造、  拝殿  6.04 14.25 

3 
樟本神社   

北木の本  
本殿権現造、  拝殿  8.91 16.5 

4 
樟本神社   

南木の本   
本殿権現造、  拝殿  11.41 13.44 

 

 

 
表 5-1 は、渋川神社と樟本神社の社殿規模と神木を測量したデ－タである。図 5-1 は、渋川神社と樟本神社の社殿規

模をグラフかした。グラフの上にある数字は、それぞれの値である。社殿規模としては、渋川神社が大きく、社殿幅は、

木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。図 5-2. 渋川神社と樟本神社の樹木規模 
 
表 5-2.渋川神社と樟本神社の神木測量（m）                図 5-2. 渋川神社と樟本神社の神木規模（m） 

 
神社名 社殿 正面 側面 

1  渋川神社 渋川神社 7.18 2.29 

2 樟本神社  木の本   3.99 1.34 

3 樟本神社  北木の本  3.95 1.26 

4 樟本神社   南木の本   3.21 1.02 
  
 
表 5-2 は渋川神社と樟本神社の神木の測量値である。図 5-2 は、渋川神社と樟本神社の神木規模のグラフで、神木円周と神木

直径は、それぞれ南木の本、北木の本、木の本の順から渋川神社へど大きいことが判明した。 
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5-2. 渋川神社の末社の写真と考察（15 基） 
渋川神社末社は 7 基で、鳥居の測量は、レーザー、巻尺、棒尺によって行われた。渋川神社末社の中で、稲荷神社は 8 基

であり、皇大神社・春日神社・嚴島神社・浮島神社・琴平神社の 5 基は 1938 年に小野重次郎・ 杉田末一・寺西順次・中川正

一の 4 氏によって竜王社は飯田商店・中川正一・森本三次郎らによって建立したのが表 5-2 である。 
表 5-2 を図示化ものが図 5-2 である。各末社の高さ・間口・奥行きは、左・中・右の順に表示している。樟本神社の木の本と樟

本神社の北木の本神社の末社を含めるた 9 基の高さは、最大値 8.59m、平均値 2.22m、最小値 0.23m である。同様に、間口

の幅は最大値 6.03m、平均値 1.46m、最小値 0.53m である。さらに、奥行きの長さは、最大値 6.38m、平均値 1.96m、最小値

0.79m である。稲荷神社の高さ・間口・奥行きは、それぞれ 3.90m・1.64m・3.17m である。稲荷神社・竜王社・樟本神社の木の

本と樟本神社の北木の本神社の 4 基では、間口が大きく、次に大きいのは奥行きである。間口は小さい値である。 
 

   
写真 5-10. 稲荷神社の正面 写真 5-11. 竜王社神社の正面 写真 5-12. 竜王社神社の正面と樹木 
 
写真 5-10 は稲荷神社の正面で、末社の中では最大規模である。写真 5-11 は竜王社神社の正面は末社の中では最小規模で、

写真 5-12 は竜王社神社の正面と樹木は、地域最大級の樹木である。 

 
 

 

写真 5-13. 5 社連立の正面 写真 5-14. 巌島神社 1 の正面 写真 5-15. 琴平神社 2 の正面 
 
写真 5-13 は五社が連立した正面である。写真 5-14 は巌島神社 1 の正面で、1939 年に、小野重次郎・杉田末一・寺西順次 ・

中川正一により建立し、高さ 0.23m・間口 0.53m・奥行き 0.79m である。写真 5-15 は琴平神社 2 の正面で、1939 年に、小野

重次郎・杉田末一・寺西順次 ・中川正一により建立し、高さ 0.23m・間口 0.53m・奥行き 0.79m である。 
 

   
写真 5-16. 浮島神社 3 の正面 写真 5-17. 春日神社 4 の正面 写真 5-18. 皇大神社 5 の正面 

 
写真 5-16 は浮島神社 3 の正面で、1939 年に、小野重次郎・杉田末一・寺西順次 ・中川正一により建立し、高さ 0.23m・間口

0.53m・奥行き 0.79m である。写真 5-17 は 春日神社 4 の正面で、1939 年に、小野重次郎・杉田末一・寺西順次 ・中川正一

により建立し、高さ 0.23m・間口 0.53m・奥行き 0.79m である。写真 5-18 は皇大神社 5 の正面で、1939 年に、小野重次郎・

杉田末一・寺西順次 ・中川正一により建立し、高さ 0.23m・間口 0.53m・奥行き 0.79m である。上記の写真をデ－タは、表 5-2
の渋川神社と樟本神社の末社測量である。 
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表 5-3.渋川神社と樟本神社の末社測量（m） 

  神社名 末社名 末社名 高さ 間口 奥行き 建立年 寄贈者 

1 渋川神社  稲荷神社 渋川稲荷 3.90 1.64 3.17   8 基の鳥居がある 

2 渋川神社  皇大神社 渋川皇大 0.23 0.53 0.79 

昭和 14 年

1939 年 

小野重次郎・        

杉田末一・ 寺西順次・中川正一

3 渋川神社  春日神社 渋川春日 0.23 0.53 0.79 

4 渋川神社  嚴島神社 渋川嚴島 0.23 0.53 0.79 

5 渋川神社  浮島神社 渋川浮島 0.23 0.53 0.79 

6 渋川神社  琴平神社 渋川琴平 0.23 0.53 0.79 

7 渋川神社  竜王社 渋川竜王 2.56 1.01 1.76   飯田商店・中川正一・森本三次郎

最大値 3.90 1.64 3.17 

平均値 1.09 0.76 1.27 

最大値 0.23 0.53 0.79 

 
表 5-3 を図示化ものが図 5-3 である。各末社の高さ・間口・奥行きは、左・中・右の順に表示している。樟本神社の

木の本と樟本神社の北木の本神社の末社を含めるた 9 基の高さは、最大値 8.59m、平均値 2.22m、最小値 0.23m
である。同様に、間口の幅は最大値 6.03m、平均値 1.46m、最小値 0.53m である。さらに、奥行きの長さは、最大

値 6.38m、平均値 1.96m、最小値 0.79m である。稲荷神社の高さ・間口・奥行きは、それぞれ 3.90m・1.64m・

3.17m である。図 5-3 は渋川神社と樟本神社の末社測量値をグラフ化したものある。 
 

 
図 5-3.渋川神社と樟本神社の末社測量（m） 

 

6. おわりに 
6-1. 渋川神社と物部（守屋）との関係  
1. 延喜式神名帳： 延長 5（927）年、「延喜式に記載された神社」。延喜式内社、社内社、式社。渋川神社 河内国 若江郡鎮

座  
2. 現社名： 旧寺名： 渋川寺、龍華寺 
3. 主祭神： 天忍穂耳尊（アメノオシホミミノミコト）、饒速日命（ンイギハヤヒノミコト）で物部氏の祖神天忍穗耳命（尊）。境内社

の皇大神宮小社から、饒速日命（尊）：物部の遠祖。国狹槌命：もと当地に鎮座していた比枝神社（八尾市相生町 3-23）の祭

神。日高大神：もと栄町にあった狐山の神。菅原道真公（大神）：もと渋川にあった渋川天神の神。※後者の三神は、明治 5
年 4 月 16 日の時の合祀神である。『大日本史神祇志』天忍穂耳命 饒速日命、『河泉神社記』「所祭未詳、俗称天忍穂耳命、

饒速日命」 
4. 勧請神： 國狹槌尊(クニサッチノミコト)、日高大神（ヒダカオオカミ）、菅原大神（スガハラミチザネコウ） 
5. 宮司： 吉村 通孝(2011 年 7 月他界)   
6. 神社創建： 用明天皇 2（587）年に物部守屋渋川の家で防戦。物部守屋滅亡。 
7. 社格等： 旧郷社・明治 6（1873）年郷社、若江郡の式内社、旧社格：郷社、例祭：7 月 25,26 日「逆祭」 
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宵宮祭を後縁祭、後縁祭を宵宮祭と呼ぶ。江戸時代は「天神社」と称した 
8. 関係氏族： 物部守屋（もののべうじ もりや）の渋河の家の跡地  
9. 鎮座地： 〒581-0084 八尾市植松町 3－12、旧河内国若江郡、近世は渋川郡植松村の氏神として天神社と呼ばれた 
10.鎮座地移転： 飛鳥時代に本地域を本拠地としていた物部守屋の渋河の家の跡ともいわれる。もとは旧大和川の東側の字

川向にあったが、1533年社殿が大洪水で境内全域を流失され、浮島神社は数kmほど北の茨田郡新田村に漂着した。その後

1572 年、その後川の西のお旅所のあった現在地に再建された。（移転は 2 回である。もとは長瀬川の北岸安中の東部字川向

の屋敷にあった。安中小学校東方の龍華寺。1572 年に現地に再建） 
11. 緯度： 北緯 34 度 36 分 24 秒最北、東経 135 度 36 分 27 秒最西、標高 11m 
12. 通信： 電話番号 072-922-0152、FAX 番号 072-922-0557 
13. 路線： JR 大和路線 八尾駅 235m、地下鉄谷町線八尾南駅 2.5km 
14. 境内末社： 西側に稻荷神社・皇大神社・春日社・嚴島（イツクシマ）神社・浮島神社・琴平神社、龍王社（本殿背後）と東に

樟神社 
15. 祭祀対象： 原始宗教。本来は木霊（木魂） 
※. 大阪府指定記念物「古神木は樹齢 1100 年大樟樹」とその後の神木周囲 7.18m 
 
6-2. 渋川神社の日文由来 
 渋川神社（しぶかわじんじゃ）は、平安時代中期（897～1073 年）に編まれた延喜式（えんぎしき）にある全国の神社の一覧

表（延喜式神名帳：じんみょうちょう：927 年）に記載された式内社（しきないしゃ）である。祭祀対象は元の木霊（こだま、木魂）を

祭祀としていたのだろうが、今は、天忍穂耳命（あめのおしほみみのみこと）と饒速日尊（にぎはやひのみこと）を祀っている。 
創建時期ははっきりしないが、渋川神社略記によれば、天平勝宝 8（756）年 2 月の大雨のさい、河内国（かわちのくに）一帯の

神社が孝謙（こうけん）天皇 718 年から稲殻を賜った、という記載が「続日本紀」にある。神社名は記されていないが、別の個所

の記載内容等からみて、渋川神社が対象に含まれていた蓋然性（がいぜんせい）があるという。であれば8世紀中ごろには存在

していた可能性が高い。神社関係の資料では、古墳時代以前に遡るという説もあり、創建は、用明天皇 2（587）年に物部守屋

（もののべのもりや）滅亡頃かとも言われるが、延喜式以前であり、不詳である。 
渋川神社の元は旧大和川（現長瀬川・ながせがわ）の安中（やすなか）町にあったが、1533 年の大洪水によって流出、1572

年ごろ、御旅所であった現在の地に移った。 
一帯は古くから軍事豪族・物部氏（もののべうじ）一族の居住地である。元々の神社の所在地は物部守屋の渋川の家の跡地

で、仏教導入を巡って争われた曽我馬子（そがのうまこ：626 年死亡））との戦では、守屋がこの家にこもって防戦した、とも伝え

られる。中世には、南側にあった龍華（りゅうげ）寺の僧侶が祭祀を行い、江戸時代には渋川郡植松（うえまつ）村の氏神として

天神社（てんじんしゃ）と呼ばれ、龍華寺の後に建った真言宗（しんごんしゅう）系のお寺の僧侶が祭祀を引き継いでいた。関係

氏族は物部守屋（日本古来の神勢力）氏の旧領地である。明治の神仏分離によって寺は廃絶、神社は渋川神社とし現在にい

たっている。 
 現在の鎮座地は、〒581-0084 八尾市植松町 3－12 で、緯度は、北緯 34 度 36 分 24 秒最北、東経 135 度 36 分 27 秒最

西で、標高は 11m である。交通は JR 大和路線 「八尾駅」235m、地下鉄谷町線「八尾南駅」2.5km である。 
社殿における本殿は流れ造（ながれづくり）で、拝殿は入母屋造（いりもやづくり）である。境内末社（せつまつしゃ）は、稻荷

（いなり）神社・皇大（こうたい）神社・春日（かすが）神社・嚴島（いつくしま）神社・浮島（うきしま）神社・琴平（ことひら）神社、龍王

（りゅうおう）神社と樟本（くすもと）神社の 8 神社がある。例祭は 7 月 25、26 日「逆祭」である。境内には樹齢 1000 年といわれる

楠の大木（樹高約 16m）があり、玉祖（たまおや）神社（神立）、善光（ぜんこう）寺（垣内）の大樟（クス）とともに昭和 24（1949）年、

大阪府の天然記念物に指定されている。 
 

表 6-1. 大阪府八尾市、渋川神社の詳細資料 
主祭神 天忍穂耳尊（アメノオシホミミノミコト）、饒速日命（ニギハヤヒノミコト）で物部氏の祖神 
延喜式神名帳 延長 5 年（927 年）、「延喜式に記載された神社」。延喜式内社、社内社、式社 
神社創建 崇峻天皇 2 年（587）に物部守屋滅亡頃 
関係氏族 物部守屋（もりや）の渋河の家の跡 
例祭 夏祭り（7月25,26日）：俗に「逆祭」と言う。 かつて洪水時に流失した際、御神体が上流に逆流した

ため、そう呼ぶようになった。 
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鎮座地 581-0084 大阪府八尾市植松町 3-3-6 社格等 若江郡の式内社 
緯度と標高 北緯 34 度 36 分 24 秒最北、東経 135 度 36 分 27 秒最西で、標高は 11m 
境内末社 稻荷（いなり）神社・皇大（こうたい）神社・春日（かすが）神社・嚴島（いつくしま）神社・浮島（うきし

ま）神社・琴平（ことひら）神社、龍王（りゅうおう）神社と樟本（くすもと）神社 
備考 大阪府指定記念物「古神木は樹齢 1100 年大樟樹」とその後の神木周囲 7.18m。当地と物部氏と

の係わり、「蘇我馬子（百済系）が物部守屋を滅ぼそうと謀った。 
電話番号・FAX 072-922-0152・072-922-0557 旧社格 郷社 

ホームページ 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/ 
dai6sibu/yao-city/m13_03_yao_sibukawa.html 

交通手段 ＪＲ大和路線八尾駅南へ 200m 

 
6-3. 渋川神社の英文由来(History of the Shibukawa Shrine) 
 Shibukawa shrine is the sikinai-sha which listed in table of the engishiki-shrine in the middle of the Heian era 
(939-1086 years). The establishment is presumed mid-eighth century, and Amenooshihomimi-mikoto and 
Nigihayami-mikoto have been enshrined. Shibukawa shrine is shikinai-sya listed in the table (927 years) of 
shrines of the whole country. The shrine name is not written down, but, judging from the mention contents of 
another point, it is said that there is probability that shibukawa shrine was included in an object. 
This shrine is moved from Yasunaka-town in the old Yamato-river to this place by a flood in 1533. This whole 

area is a place of residence of the Mononobe families who is a military powerful family. The location of the shrine 
of the material is ruins of the houses of shibukawa of Mononobe-no-Moriya. 

When Mononobe-no-Moriya stays in this house by the play with Soga-no-Umako competed for over Buddhism 
introduction in this shrine and defended, it is told. This shrine was under the influence of Ryuge-temple in the 
middle ages and the Shingon sect in Edo period. The family concerned is an old territory of Mononobe-no-Moriya 
(old god power in Japan) him. And in Meiji era, Its current form by separating Shinto and Buddhism was born. 

The shrine is located in 3-12, Uematsu, Yao-city. The latitude is the 34°36'24" N, the 135°36'27" E, and altitude 
is 11m. The nearest station is JR Yamato line "Yao Station" 0.235km, subway Tanimachi Line "Yao-Minami 
Station" 2.5km. 
The structure of the main hall and the hall of worship are Nagare-zukuri and Irimoya-zukuri, respectively. 

There are eight subordinate shrines, Inari, Koutai, Kasuga, Itsukushima, Ukishima, Kotohira, Ryuo and 
Kushumoto shrine. Festival has become cause on July 25 and 26. In this shrine, there 1000 years old in camphor 
large tree which is become a natural treasure in Osaka. 
 

6-4. 渋川神社の韓文由来（시부카와 신사의 유래） 
시부카와 신사는, 헤이안 시대 중기(939～1086 년)에 편성된 엥기식에 있는 전국의 신사의 일람표(연희식 신명부: 

927 년)에 기재되어 있는 식내신사이다. 제사 대상은 원래 나무의 신에게 제사를 지내 왔을 것으로 추정되나, 
지금은 천인수이명과 뇨속일존을 모시고 있는 원시 종교이다. 
창건시기는 확실치 않지만 시부카와 신사의 기록에 의하면, 천평승보 8 년(756 년) 8 월에 큰 비가 왔을 때 
가와치노쿠니일대의 신사가 효겸천황 718 년부터 도각을 받았다고 「속일본기」에 기재되어 있다. 신사명은 기록되어 
있지 않지만 다른 곳에 기재된 내용등으로 볼때, 시부카와신사가 대상에 포함되어 있었다는 개연성을 유추할 수 
있다. 그렇다면 8 세기 중순에는 이미 존재하고 있었다는 가능성이 높아진다. 신사관계의 자료에서는, 고분시대 
이전으로 거슬러 올라간다는 설도 있다. 그러므로, 신사창건은 요우메이천황 587 년에 모노노베노 모리야(587 년 
사망) 멸망무렵이지 않을까 하는 의문이있으나 엥기식 이전으로 정확한 연대는 미상이다. 
시부카와신사는 원래 구 야마토강(현 나가세강)의 안중 마을에 있었지만 1533 년의 대홍수로 인해 유출되어 

1572 년쯤 진자의 휴게소 역할을 했으나 현재의 땅으로 옮겨졌다. 일대는 옛부터 군사호족・모노노베씨 일족의 
거주지였다. 원래 신사의 소재지는, 모노베노 모리야 (587 년 사망)의 시부카와의 집터였으며, 불교 도입을 
둘러싸고 싸운 소가노우마고 626 년 사망)와의 싸움에서는 모리야가 이 집에 틀어박혀 방어했다 라고 전해진다. 
중세에는 남쪽에 있던 용화사의 승려가 제사를 행했고, 에도시대에는 시부카와군 우에마츠 마을의 씨족신으로서 
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천신사로 불려왔으며 용화사 후에 세운 진언종계의 승려가 제사를 계승하고 있다. 관계씨족은 모노노베노 모리야 

(일본 고래의 신세력) 씨의 옛 영토지이다. 메이지 시대의 신불분리에 의해 사찰은 폐사되었고 신사는 시부카와 
신사로 명명한 후 현재에 이르고 있다. 
현재 진좌되어 있는 곳은 야오시 우에마쓰초 3-12. 위도는 북위 34도 36부 24초 최북단, 동경 135도 36부 27초 

최서쪽으로 표고는 11 m이다. 교통은 JR다이와 노선 「야오역」235m, 지하철 타니마치선 「야오남역」 2.5 km이다. 
신전으로는, 본전은 류조고 배전은 입안방조이다. 경내 말사는, 도하신사・황대신사・춘일신사・엄도 신사・부도신사・

금평신사・용왕신사와 쿠스모토신사의 8 개의 신사가 있다. 예제는 7 월 25, 26 일 「역제」이다. 경내에는 수령이 
1000 년이라고 불리우는 큰 거목(나무의 높이 약 16 미터)이 있어, 옥조신사, 선광사의 오쿠스와 함께 1949 년 
오사카부의 천연기념물로 지정되어 있다. 

 
6-5. 渋川神社の中文由来（涉川神社的由来与） 

涉川神社是编纂于平安时代中期（939-1086 年）的延喜式全国神社一览表（延喜式神名帐，927 年）所记载的式内社。祭祀

对象原为木灵（木魂），而现在的祭神是祭祀天忍穗耳命与饶速日尊的原始宗教。 
  尚不清楚此神社的创建时期，但据涉川神社略记，在《续日本纪》上有关于在天平胜宝 8（756）年 2 月份的大雨时，孝谦天

皇（718-770 年）赐予河内国一带的神社稻壳的记载。虽然无神社名的记载，但从其他地方的记载内容来看，存在着涉川神

社包含于赐予对象的盖然性。若如此，则该神社在 8 世纪中已存在的可能性很大。在与神社有关的资料中，还有可上溯到

古坟时代之前的传说。因此，该神社的创建也许是在用明天皇2（587）年物部守屋（卒于 587年）灭亡的时期，但具体创建时

期仍是一个迷，是延喜式之前的事，不详。 
  涉川神社原位于旧大和川（现长濑川）的安中町，1533 年被大洪水冲走，1572 年左右迁移至曾为御旅所的现址。这一带

很早以来就是军事豪族物部氏一族的居住地。神社的原所在地位于物部守屋（卒于 587 年）在涉川的家的原址，据传在围绕

着佛教的导入与曾我马子进行的战争中，守屋正是猫在这一家中进行了抵御。在中世纪，位于该神社南侧的龙华寺的僧侣

在此进行过祭祀，而在江户时代，该神社作为涉川郡植松村的氏神而被称为天神社，由建在龙华寺遗址上的真言宗派寺院

的僧侣们继承了祭祀活动。与神社有关的氏族来自物部守屋（日本自古以来的神势力）氏的旧领地。在明治时期，寺院因神

佛分离而被废，神社作为涉川神社而传至现在。 
  现在的镇座地位于八尾市植松町 3-12（邮编：581-0084），其最北端的纬度为北纬 34 度 36 分 24 秒，最西端的经度为东

经 135 度 36 分 27 秒，海拔高度为 11 米。神社距 JR 大和路线八尾站 235 米，地铁谷町线八尾南站 2.5 公里。祭神殿的本

殿为流造，拜殿为入母屋造。境内末社有稻荷神社、皇大神社、春日神社、严岛神社、浮岛神社、琴平神社、龙王神社及樟本

神社等 8 个神社。境内有树龄据说有 1000 年的大楠木树，与玉祖神社（神立）、善光寺（垣内）的大樟树一道，于昭和 24
（1949）年被指定为大阪府的天然纪念物。 
 
6-6. 渋川神社の社殿建築  

渋川神社の本殿は、以前、本殿と拝殿が離れて、4基の石灯籠もあったと考えられる。今は直接に繋がっている。渋川神社社

殿の屋根は素晴らしい風景で、Ｔ字タイプの珍しい本殿建築物である。鰹木と千木がそれぞれ 3 方向に聳えている。渋川神社

社殿の側面は、西側から撮影した。2000 坪以上の所に神聖なマイナスイオンが満喫できる気分である。 
渋川神社末社は 7 基と稲荷神社を含めると 8 基である。皇大神社・春日神社・嚴島神社・浮島神社・琴平神社の 5 基は、直

列に同規模で 1938 年に建立している。各末社の高さ・間口・奥行きは、左・中・右の順に表示している。樟本神社の木の本と樟

本神社の北木の本神社の末社を含めるた 9 基の高さは、最大値 8.59m、平均値 2.22m、最小値 0.23m である。同様に、間口

の幅は最大値 6.03m、平均値 1.46m、最小値 0.53m である。さらに、奥行きの長さは、最大値 6.38m、平均値 1.96m、最小値

0.79m である。稲荷神社の高さ・間口・奥行きは、それぞれ 3.90m・1.64m・3.17m である。稲荷神社・竜王社・樟本神社の木の

本と樟本神社の北木の本神社の 4 基では、間口が大きく、次に大きいのは奥行きである。間口は小さい値である。 
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大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の鳥居と石燈籠 
-物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、鳥居・石燈籠- 

沢 勲*・松井幸一**・朝倉三尋***・肥塚義明* 

（洞窟環境 NET 学会*・FM ちゃお**・日本カフェテリア***） 
A Torii of the Shibukawa Shrine and its Stone Garden Lantern,  

 Buddhism Battlefield of Ancient State Formation Period, 
Yao-City, Osaka 

―Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku,  
Torii, Stone Garden Lantern― 

Isao SAWA*・Kouichi MATSUI**・Mitsuhiro ASAKURA***・Yoshiaki KOEZUKA* 
 

ABSTRACT 
Moriya Mononobeno is a family of the Kawachi country and is a stronghold of Ueda-cho and 

Kinomoto- cho inYao-city. Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a powerful family of the 
Asuka era when I did it and died of Buddhism war with Umako Sogano.  

Umako Sogano was appointed in the times of in a politician of the Asuka era, nobles and Emperor 
Bidatsu, Emperor Yōmei, Emperor Sushun and Emperor Suiko by a minister. Umako Sogano and 
Prince Shotoku won in Buddhism war with Moriya Mononobeno. 

Finally Prince Shotoku which is the politician of the Emperor Bidatsu(574 age) - Empress Suiko(622 
age) times is the royalty in the Asuka era, a prince of the Emperor Yomei. I performed politics in 
collaboration with Umako Sogano as regency at the same time and adopted culture and the system of 
the continent in international strain. Furthermore, Prince Shotoku determined "Twelve Level Cap and 
Rank System" and "Seventeen-article constitution" and planned establishment of the centralization 
"Centralisation" national polity led by the Emperor and I believed in Buddhism thick and worked for 
the prosperity. 

We studies of origin and a main shrine in Shibukawa Shrine, Ueda-cho, Yao-City. As a result of 
having investigated cultural heritage of Shibukawa Shrine, we performed the numerical analysis of a 
torii and the stone lantern basket.  
 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、神社の鳥居、神社の石灯籠 
 Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, ShrineTorii,  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 2 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 61-78 pp］ 

 

1. はじめに 
 

本稿は、大阪府八尾市、渋川神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会八尾支部鳥居総合学術調査（2011）報

告の一部である。渋川神社の創建年月は不明だが 8 世紀頃にはあったとされる。八尾市の南部に位置している。渋川神社の御

座地は八尾市植松町 3－12 である。数理位置は北緯 34 度 36 分 58 秒、東経 135 度 35 分 50 秒を示し、標高は 11m である。

本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は行われていない。 
渋川神社の周辺は旧大和川水系である大和川などの小河川も多い。物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子・聖徳太子とこの

一帯で戦い敗れたために滅亡した。台風や水害が多く貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の重要な文化遺産をど

のように保存できるかが課題である。①明治 6（1873）年、大阪神史、神社の郷社に列し。②延長 5（927）年、延喜式神名帳：

「延喜式に記載された神社」。③祭祀対象として、本来は原始宗教：木霊（木魂）。④大阪府指定記念物「古神木は樹齢 1100
年大樟樹」。⑤仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部守屋とが激しく対立した激戦地。蘇我馬子（百済系）が

物部守屋を滅ぼそうと謀った」。⑦用明天皇 2(587) 年、物部守屋渋川の家で防戦であった。⑧我が国の仏教創生期に仏教の

－ 61－



 2

導入に反対した物部守屋の別宅があった。さらに、周辺地区の神社などとの関連、河川水との関連、堤妨などとの関連につい

て検討したが、短時間の調査であつたため、未解明の事項が少なくない。 
本論としては、鳥居と石灯籠の測量である。ここでは、次のような結果が得られた。すなわち、鳥居貫の平均高さにおいて、下

点は 2.82m(最低 1.60m～最高 4.74m の範囲)であり、上点は、3.07m（最低 1.75m～最高 5.15m の範囲）である。鳥居笠木

の平均高さにおいて、下点は 3.54m（最低 1.97m～最高 6.02m の範囲）と上点は 3.73m（最低 2.13m～最高 6.27m の範囲）

である。石燈籠は 1.72m から 3.39m の範囲で、平均 2.58m である。 
近年でも水害、台風、地震、空襲などで打撃を受けながらも、それを乗り越えて生き残っている貴重な文化遺産を記録し、大

切に引き継いで行きたい目的から纏めたのである。 
 

2. 神社鳥居の区分と構造 

 

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。 
 
①神明系 伊勢（いせ）・神明（しんめい）鳥居 

神明系伊勢・神明鳥居には、上層部から反り増し、笠木、島木、台輪、楔、額束、貫、

根巻・藁座、亀腹・饅頭の 9 部分と、これらを支える両側に柱がある。すなわち、神明系

伊勢・神明鳥居は、伊勢斎宮。笠木が鎬の五角形で屋根への発展を示す。両端は下

方に向かって斜め。貫は貫通せず、楔で固定。柱の円柱は転び(傾斜)がない特徴であ

る。神明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・

垂直、反り増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は有、額束は無、貫は丸型

内側、根巻・藁座は有、亀腹・饅頭は有、構造はシンプル、類似鳥居は伊勢内外神宮・

熱田神宮(伊勢鳥居)である。 
 
②神明系 鹿島(かしま)鳥居 

神明系鹿島鳥居とは、貫が四角、柱が出る。貫の特徴は柱の外に張るのが特徴であ

る。神明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・

垂直、反り増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は無、額束は無、貫は角型

外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造は笠木・貫の両端は垂直切断、類似鳥

居は鹿島神社である。 
 
③神明系 黒木(くろき)：素木(しらき) 鳥居 

神明系黒木：素木鳥居とは、皮付き丸太をそのまま使用した円柱二本が垂直で、上

部に円柱形の笠木を載せる。貫は円柱を載せ、柱を傾斜させない特徴がある。神明系

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・垂直、反り

増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は無、額束は無、貫は丸型内側、根

巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造はシンプル、類似鳥居は伊勢斎宮・野宮斎院で

ある。 
 

④神明系 靖国(やすくに) 鳥居 
神明系靖国鳥居とは、2 本の垂直な丸柱、上部に丸型の笠木が乗り、貫が四角(断面長方形)の角材である特徴。額束や楔

などもない質素な構成である。神明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・垂直、反り増

しは無、笠木は角型直線、島木・台輪は無、楔は無、額束は無、貫は角型内側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造はシン

プル、類似鳥居は神明鳥居である。鳥居の名称には、上層部から反り増し、笠木、島木、台輪、楔、額束、貫、根巻・藁座、亀

腹・饅頭の 9 部分と、これらを支える両側に柱がある。 

神明系伊勢・神明鳥居

 

神明系鹿島鳥居

神明系黒木：素木鳥居
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神明系靖国(やすくに) 鳥居 明神系稲荷(台輪) 鳥居

 
 
⑤明神系 稲荷(いなり:台輪(だいわ) 鳥居 

明神系稲荷:台輪鳥居とは、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。台輪

鳥居と呼び、楔あり。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、類似鳥居は伏見稲荷大社(台輪鳥居)等である。 
 
⑥明神系 春日(かすが) 鳥居 

明神系春日鳥居とは、島木の上にある笠木の端が垂直であり、貫中央に額束がある。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。柱には傾斜がある。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、台輪は無、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・貫は垂直切断、類

似鳥居は春日大社等である。 
 
⑦明神系 山王(さんのう) 鳥居 

明神系山王 鳥居とは、笠木の上に破風型をした合掌の形状であり、合掌は神仏習合を

表現する特徴であり、破風鳥居・総合鳥居とも言える。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・垂直、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・藁座は有、亀腹・饅頭は無、

構造の破風状の合掌が最上部、類似鳥居は日吉大社・破風鳥居・総合鳥居等である。 
 
⑧明神系 住吉(すみよし)・中山(なかやま) 鳥居 

明神系住吉・中山鳥居とは、柱が四角(角柱)なっている特徴があり、大阪・住吉大社の神

門前の鳥居が有名である。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。柱は角柱・垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は

無、額束は有、貫は角型内側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造の四角柱、類似鳥居

は明神鳥居・住吉神社等である。 
 
⑨明神系 八幡(はちまん) 鳥居 

明神系八幡鳥居とは、笠木端が斜めで、鳥居笠木の両端を斜めに切り落した特徴があり、

春日鳥居とよく似た形であり、楔がある。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・垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台

輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造の笠木・

島木は斜め切断、類似鳥居は石清水八幡宮等である。 
 
⑩明神系 明神(みょうじん) 鳥居 

明神系明神鳥居とは、最も普通の鳥居であり、笠木と島木に反り、笠木・島木の両端は

斜め、柱根元には亀腹があるのが特徴である。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、台輪は無、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、類似鳥居は神田神社等である。 

明神系春日鳥居

 

明神系山王鳥居 

 

明神系住吉・中山鳥居

 

明神系住吉・八幡鳥居 

 

明神系明神鳥居

 

－ 63－



 4

 
⑪明神系 三輪(みわ) 鳥居 

明神系三輪鳥居とは、扉の有無関係なく三輪の鳥居であり、横の脇鳥にある鳥居は付属

であり、大鳥居の左右に小型の鳥居を付けた特徴がある。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・4 本柱、反り増しは有、笠木は角型曲線、

島木は角型曲線、台輪は無、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、構造の脇に鳥居・左右に腹柱、類似鳥居は大神神社・三光鳥居等である。 
 
⑫明神系 両部(りょうぶ) 鳥居 

明神系両部(りょうぶ) 鳥居とは、両部に神道の理念を表した柱に袖柱が付属している特

徴で、後に控柱(稚児柱)を設けている(写真2上左と下)。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・6 本柱、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、類似鳥居は厳島神社・気比神社等である。 

 

3. 渋川神社鳥居の写真と考察 
 鳥居の特徴とは神霊として鳥を招く意味がある。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の区

別は、笠木の下に島木の無と有（装飾）の違い、笠木の反りの有（神明系）と無（明神系）によるものである。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）の区分がある。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）の区分ができる。神明（しんめい）系鳥居には、次のような特徴がある。すなわち、①伊勢（いせ）・神明（しんめい）は、伊勢

斎宮。笠木が鎬の五角形で屋根への発展を示す。両端は下方に向かって斜め。貫は貫通せず、楔で固定。柱の円柱は転び

（傾斜）がない。②鹿島（かしま）鳥居は、貫が四角、柱が出る。貫の特徴は柱の外に張る。③黒木（くろき）・素木（しらき）は、皮

付き丸太をそのまま使用した円柱二本が垂直で、上部に円柱形の笠木を載せる。貫は円柱を載せ、柱を傾斜させない特徴が

ある。④靖国（やすくに）は、2 本の垂直な丸柱、上部に丸型の笠木が乗り、貫が四角（断面長方形）の角材であるのが特徴。額

束や楔などもない質素な構成である。 
明神(みょうじん）系鳥居には、次のような特徴がある。すなわち、①稲荷（いなり）・台輪（だいわ）は、 島木の下に構造的補

強した大輪形である。柱の上部、島木と接する箇所に台輪があるのが特徴で、台輪鳥居と呼ぶ楔もある。②春日（かすが）は、

島木の上にある笠木の端が垂直であり、貫中央に額束があり、柱には傾斜がある。 ③春日大社。山王（さんのう）は、 笠木の 
上に破風型をした合掌の形状である。合掌は神仏習合を表現する特徴をした破

風鳥居・総合鳥居である。④住吉（すみよし）・中山（なかやま）は、柱が四角(角柱)
になっている特徴があり、大阪・住吉大社の神門前の鳥居が有名である。⑤八幡

（はちまん）は、笠木端が斜めで、鳥居笠木の両端を斜めに切り落した特徴があり、

春日鳥居とよく似た形の楔がある。⑥明神（みょうじんは、最も普通の鳥居で、笠木

と島木に反り、笠木・島木の両端は斜め、柱根元には亀腹があるのが特徴である。 

⑦三輪（みわ）は、扉の有無関係なく三輪の鳥居、横の脇鳥にある鳥居が付属、大

鳥居の左右に小型の鳥居を付けた特徴を有している。⑧両部（りょうぶ）は、両部に

神道の理念を表した柱に袖柱が付属しているのが特徴で、後に控柱（稚児柱）を

設けている。図 3-1 は 渋川神社の鳥居の配置図である。 
 
渋川神社鳥居の構造観察を行った結果として、明神系鳥居であり、写真 3-1 からも理解するため、渋川神社鳥居の構造観察

を表示した。 
 

明神系三輪鳥居 

明神系両部(りょうぶ) 鳥居

 

図 3-1.  渋川神社の鳥居の配置図 
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写真 3-1.渋川神社の正面鳥居 写真 3-2.稲荷神社の鳥居 写真 3-3.稲荷神社の鳥居 写真 3-4.渋川神社の神社裏 1 鳥居 

 
写真 3-1 は.渋川神社の正面鳥居であり、その奥には社殿がある。正面大鳥居の構造は明神系鳥居。柱の円周 1.591m、直

径 0.541m、柱間距離 4.00m である。貫の高さは下点 4.07m と上点 4.07m である。笠木の高さは下点 5.03m、上点 5.27m と

頂点 5.51m である。柴田利七が紀元 2600 年記念寄贈した。写真 3-2 と写真 3-3 の渋川神社の稲荷神社の構造は明神系鳥

居。柱の円周 0.535m、直径 0.161m、柱間距離 1.91m である。貫の高さは下点 2.03m と上点 2.15m である。笠木の高さは

下点 2.35m、上点 2.45m と頂点 2.53m である。1986 年 12 月、森本三次郎と森本彰郎が寄贈した。他に 7 基を含むと 8 基が

建立している。写真 3-4 は渋川神社の神社裏 1 鳥居の構造は明神系鳥居である。柱の円周 0.745m、直径 0.245m、柱間距離

1.88m である。貫の高さは下点 2.01m と上点 2.22m である。笠木の高さは下点 2.47m、上点 2.62m と頂点 2.71m である。

1929 年、神社氏子が寄贈した。 
 

   
写真 3-5.渋川神社の裏 2 基鳥居 写真 3-6.渋川神社裏 3 基の鳥居 写真 3-7.神社裏の 5 基の鳥居 写真 3-8.神木鳥居は明神系 

 
写真 3-5 は渋川神社の竜 3 大神である社裏 2 鳥居。構造は明神系鳥居である。柱の円周 0.376m、直径 0.115m、柱間距

離 1.38m である。貫の高さは下点 1.92m と上点 2.03m である。笠木の高さは下点 2.16m、上点 2.28m と頂点 2.31m である。

写真 3-6 は渋川神社の神社裏 3 鳥居。構造は明神系鳥居である。柱の円周 0.341m、直径 0.111m、柱間距離 1.43m である。

貫の高さは下点 1.93m と上点 2.03m である。笠木の高さは下点 2.17m、上点 2.25m と頂点 2.33m である。宮嵜行弘、宮野

美津子による寄贈である。写真 3-7.渋川神社の神社裏 5 鳥居。構造は明神系鳥居である。柱の円周 0.371m、直径 0.116m、

柱間距離 1.28m である。貫の高さは下点 1.78m と上点 1.91m である。笠木の高さは下点 2.13m、上点 2.16m と頂点 2.26m
である。 

写真 3-8.神社神木鳥居。構造は明神系鳥居である。柱の円周 0.322m、直径 0.105m、柱間距離 1.31m である。貫の高さ

は下点 1.94m と上点 2.08m である。笠木の高さは下点 2.28m、上点 2.33m と頂点 2.47m である。 
 

表 3-1. 渋川神社の鳥居の構造観察 
 

神社名 鳥居名 
反り 

増し 
笠木 島木 台輪 楔 

額

束 
貫 

根巻・ 
亀腹 

1 渋川神社 渋川正門 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
2 渋川神社 渋稲荷社 有 角形曲線 角形曲線 無 有 有 四角外角 有 
3 渋川神社 渋社殿 1 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
4 渋川神社 渋社殿 2 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
5 渋川神社 渋社殿 3 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
6 渋川神社 渋社殿 4 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
7 渋川神社 渋社殿 5 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
8 渋川神社 渋川神鳥 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
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表 3-1 は、渋川神社の鳥居の構造を観察した結果である。①渋川神社鳥居の反り増しは、すべて有で、僅かに認められる。

が、稲荷神社は明白に認められる。②渋川神社鳥居笠木は、すべて有で、僅かに認められる。が、稲荷神社は明白に認められ

る。③渋川神社鳥居の島木の角型曲線は、すべて有で、僅かに認められる。が、稲荷神社は明白に認められる。④渋川神社鳥

居の台輪は、すべて無である。⑤渋川神社鳥居の楔は、すべて有である。⑥渋川神社鳥居の額束は、すべて有である。⑦渋川

神社鳥居の貫(ぬき)は、四角外側にある。⑧渋川神社鳥居の根巻・亀腹は、有色が多く、すべて有である。⑨渋川神社鳥居の

稲荷神社は有色である。 
 

4. 渋川神社、鳥居の計測分析と考察 
 

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. 渋川神社と樟本神社の鳥居測量（m） 
 

神社名 鳥居名 
柱断面 柱間

距離

貫の高さ 笠木の高さ 
 円周 直径 下点 上点 下点 上点 頂点 

    a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 
1 渋川神社 渋川正門 1.591  0.541 4.00 4.07  4.50 5.03  5.27  5.51 
2 渋川神社 渋稲荷社 0.535 0.161 1.91 2.03 2.15 2.35 2.45 2.53 
3 渋川神社 渋社殿 1 0.745 0.245 1.88 2.01 2.22 2.47 2.62 2.71 
4 渋川神社 渋社殿 2 0.376 0.115 1.38 1.92 2.03 2.16 2.28 2.31 
5 渋川神社 渋社殿 3 0.341 0.111 1.43 1.93 2.03 2.17 2.25 2.33 
6 渋川神社 渋社殿 4 0.311 0.105 1.32 1.86 2.03 2.23 2.29 2.42 
7 渋川神社 渋社殿 5 0.371 0.116 1.28 1.78 1.91 2.13 2.16 2.26 
8 渋川神社 渋川神鳥 0.322 0.105 1.31 1.94 2.08 2.28 2.33 2.47 
 最大値  1.59  0.54 4.00 4.07  4.50 5.03  5.27  5.51 
 平均値  0.57 0.19 1.81 2.19  2.37 2.60  2.71  2.82 
 最小値  0.31  0.11  1.28 1.78  1.91 2.13  2.16  2.26 

 
渋川神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.59m、直径 0.54m、柱間距離 4.00m である。貫の高さは下点 4.07m と上点

4.50m である。笠木の高さは下点 5.03m、上点 5.27m と頂点 5.51m である。この測量時は、正面鳥居と同様な値である。渋川

神社鳥居の平均値では、柱の円周 0.57m、直径 0.19m、柱間距離 1.81m である。貫の高さは下点 2.19m と上点 2.37m であ

る。笠木の高さは下点 2.60m、上点 2.71m と頂点 2.82m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.31m、直径 0.11m、

柱間距離 1.28m である。貫の高さは下点 1.78m と上点 1.91m である。笠木の高さは下点 2.13m、上点 2.16m と頂点 2.26m
である。この測量時は、渋川神社社殿裏 4 の鳥居と同様な値である。 
 

4-1. 渋川神社、鳥居の柱間距離と高さとの関係 
表 4-1 から図 4-1 と図 4-2 について、渋川神社鳥居の柱間距離と高さとの関係を表示した。柱間隔は 1.42～4.45m の範囲

で、平均 2.65m である。貫高さは、下点の範囲(1.60～4.74m、平均 2.82m)と上点の範囲(1.75～5.15m、平均 3.07m)である。

笠木高さは、下点の範囲(1.97～6.02m、平均 3.54m)と上点の範囲(2-33～6.27m、平均 3.73m)と頂点の範囲(2-37～6.59m、

平均 3.88m)である。 
図 4-1 は、渋川神社鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫の高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示

した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実線である。貫下の高

さは 9.1Ｄ(Ｄ：直径)と貫上の高さは 9.9D＝(9.1+0.8)に計算する外山晴彦(2008)年)手法を引用した。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、次のような回帰方程式を与えられる。 
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Y(貫高さ：上■) = 1.101(柱間距離) + 0.159 ………決定係数(R2 =0.967) …測量値……(4-1) 
Y(貫高さ：下◆) = 1.009(柱間距離) + 0.154 ………決定係数(R2 =0.969) …測量値……(4-2) 

 
渋川神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間距離が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 4-1 と式 4-2 の勾配は、

それぞれ 1.101 と 1.009 である。式 4-1 と式 4-2 の決定係数は、それぞれ 0.967 と 0.969 である。式 4-1 の勾配と決定係数は、

式 4-2 のよりほぼ同じ値である。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。 
 

  
図 4-1.渋川神社鳥居の柱間距離と高さ 図 4-2.渋川神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 

 
図 4-2 は、渋川神社鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠木の高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図

示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実線である。笠木下

の高さは 11.2D(11.2＝9.9+1.3)と笠木上の高さは 11.8D(11.8＝11.2+0.6)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引

用した。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、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y(笠木高さ：上■) = 1.348(柱間距離) + 0.165 …決定係数(R2 = 0.971) …測量値…………(4-3) 
Y(笠木高さ：下◆) = 1.302(柱間距離) + 0.098 …決定係数(R2 = 0.957) …測量値…………(4-4) 
 

渋川神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間距離が増大するにつれ、笠木高さは共に増大の傾向である。式 4-3 と式 4-4 の勾配

は、それぞれ 1.348 と 1.302 である。式 4-3 と式 4-4 の決定係数は、それぞれ 0.971 と 0.957 である。式 3 の勾配と決定係数

は、式 4 のより小さい値である。笠木上高さの勾配と決定係数は、笠木下高さよりわずかな相違点が判明した。 
 

4-2. 渋川神社と樟本神社、鳥居の柱間距離と高さとの関係 
渋川神社鳥居の最大値は、柱の円周 1.59m、直径 0.54m、柱間距離 4.00m である。 

 
図 4-3. 渋川神社と樟本神社の各鳥居に対する貫と笠木の高さとの関係 

貫の高さは下点 4.07m と上点 4.50m である。笠木の高さは下点 5.03m、上点 5.27m と頂点 5.51m である。この測量時は、

正面鳥居と同様な値である。渋川神社と樟本神社鳥居の平均値では、柱の円周 0.71m、直径 0.23m、柱間距離 2.08m である。
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貫の高さは下点 2.40m と上点 2.60m である。笠木の高さは下点 2.88m、上点 3.00m と頂点 3.12m である。渋川神社と樟本

神社鳥居の最小値は、柱の円周 0.31m、直径 0.11m、柱間距離 1.28m である。貫の高さは下点 1.78m と上点 1.91m である。

笠木の高さは下点 2.13m、上点 2.16m と頂点 2.26m である。この測量時は、渋川神社社殿裏 4 の鳥居と同様な値である。平

均貫下高さと平均貫上高さは、2.40m と 2.60m である。この値により算術すると貫の厚さは、0.20m である。平均笠木下高さと

平均笠木上高さは、2.88m と 3.00m である。この値により算術すると笠木の厚さは、0.12m である。ここで、この貫の厚さは、笠

木の厚さより厚くなっている。渋川神社と樟本神社の各鳥居に対する貫（下点と上点）と笠木（下点と上点）の高さとの関係は、

図 4-3 で、図の数字は正面鳥居にある笠木上点である。 
 
図 4-4 は、渋川神社と樟本神社の各鳥居と高さとの関係を表示している。渋川神社と樟本神社鳥居の中で最高値は、渋川神

社の正面、樟本神社の木の本、樟本神社の南木の本および樟本神社の南木の本の順に小さい傾向である。最小値は渋川神

社本殿の裏にある鳥居である。 
 

 
図 4-4.渋川神社と樟本神社の各鳥居と高さとの関係 

 
渋川神社と樟本神社鳥居の中で最高値は、笠木上点、笠木下点、貫の上点と貫の下点の順に小さくなる傾向である。柱間

距離の中で、一応な減少傾向にバラツキが見られる。次に、貫上高さと笠木上高さについて、計測値と計算値の差が得られた。

すなわち、平均貫下高さは 2.40m(計測値)と 9.1 直径の高さは 2.09m(計算値)で、計算値と計測値の差は 0.31m(31cm)であ

る。平均貫上高さは 2.60m(計測値)と 9.9 直径の高さは 2.28m(計算値)で、計算値と計測値の差は 0.32m(32cm)である。平均

笠木下高さは 2.88m(計測値)と 11.2 直径の高さは.58m(計算値)で、計算値と計測値の差は 0.30m(30cm)である。平均笠木

上高さは 3.00m(計測値)と 11.8 直径の高さは 2.71m(計算値)で、計算値と計測値の差は 0.31m(31cm)である。ゆえに、0.29
～0.32m の範囲であることが確認できた。 

 

4-3. 渋川神社、鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 
図 4-5 は、渋川神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間距離が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。貫上点である

系列■表示は、直線方程式の実破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の破線である。式 4-5 と式 4-6 の勾配は、そ

れぞれ 1.120（外山:9.9a）と 1.021（外山：9.1a）である。ここで、設計計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用したので

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 4-5 と式 4-6 の決定係数は、それぞれ 0.845 と 0.814 で

ある。式 4-5 の決定係数は、式 4-6 より大きい値である。貫上高さの勾配は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。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、次のような回帰方程式を与える。 
 

Y(貫の高さ：上■) = 1.120(柱間距離)-0.072  ……決定係数(R2 =0.845) …測量値… …(4-5) 
Y(貫の高さ：下◆) = 1.021(柱間距離)-0.075  ……決定係数(R2 =0.814) …測量値……(4-6) 
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図 4-5.渋川神社鳥居の柱間隔と高さとの関係 

 
図 4-5 は、渋川神社鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠木下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図

示した。鳥居上点である系列 X 表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列▲表示は、直線方程式の実線である。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、式 4-7 と式 4-8 のような回帰方程式を与えられる。笠木下の高さは

11.2a(11.2＝9.9+1.3)と笠木上の高さは 11.8a(11.8＝11.2+0.6)に計算する外山晴彦(2008 年)手法を引用した。式 4-7 と式

4-8 の勾配は、それぞれ 1.375（外山:11.8a）と 1.305（外山：11.2a）である。本実験は、外山計算より大きい値であることが確認

された。 
 

Y(笠木の高さ：上×) = 1.375(柱間距離)-0.004  ……決定係数(R2 =0.852) …測量値… …(4-7) 
Y(笠木の高さ：下▲) = 1.305(柱間距離)-0.029  ……決定係数(R2 =0.797) …測量値……(4-8) 

 

4-4. 渋川神社と樟本神社、鳥居の柱の直径と高さとの回帰方程式 

図 4-6 は、渋川神社と樟本神社における貫の高さと柱の直径との関係（計算値と測定値）である。式 4-9 と式 4-10 の勾配は、

それぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した（図

4-4）。ゆえに、式 4-9 と式 4-10 の決定係数は、共に 1.000 である。 
 
Y(貫の高さ：上・計×) = 9.9(柱の直径) -8E-15 ……決定係数(R2 =1.000) …測量値………(4-9) 
Y(貫の高さ：下・計■) = 9.1(柱の直径)      ……決定係数(R2 =1.000) …測量値………(4-10) 

 

  
図 4-6.渋川神社と樟本神社、貫の高さと柱の直径との関係

（計算値と測定値） 
図 4-7.渋川神社と樟本神社、貫の高さと柱の直径との関係

（測量値） 

 
図 4-7 は、渋川神社と樟本神社における貫の高さと柱の直径との関係（測量値）を表示している。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 4-11 と式 4-12 の決定係数は、それぞれ 0.888 と 0.867 で、ほぼ同じ値である。貫上高さ
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の勾配は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。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、次のような回帰

方程式を与えられる。 
 

Y(貫の高さ：上・測▲) = 5.826(柱の直径) +1.256  ……決定係数(R2 =0.888) …測量値……（4-11) 
Y(貫の高さ：下・測◆) = 5.139(柱の直径) +1.212  ……決定係数(R2 =0.867) …測量値……(4-12) 

 
図 4-8 は、渋川神社と樟本神社における笠木の高さと柱の直径との関係（計算値と測定値）。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 4-13 と式 4-140 の決定係数は、それぞれ 1.000 と 1.000 で、同じ値である。貫上高さの勾配

は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。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、次のような回帰方程式

を与えられる。 
 

Y(笠木の高さ：上・計－) =11.8(柱の直径) -1E-14 ……決定係数(R2 =1.000) …推定値………(4-13) 
Y(笠木の高さ：下・計●) =11.2(柱の直径) -2E-14  ……決定係数(R2 =1.000) …推定値………（4-14) 

 

図 4-8.渋川神社と樟本神社、笠木の高さと柱の直径との関係

（計算値と測定値） 
図 4-9.渋川神社と樟本神社、笠木の高さと柱の直径との関係

（測量値） 
 
図 4-9 は渋川神社と樟本神社における笠木の高さと柱の直径との関係（測量値）である。本実験は、外山計算より大きい値で

あることが確認された。式 4-15 と式 4-16 の決定係数は、それぞれ 0.911 と 0.890 である。式 4-15 の決定係数は、式

6-16 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相違点が判明した。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、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y(笠木の高さ：上・測) = 7.105(柱の直径) -1.358  ……決定係数(R2 =0.911) …測量値……（4-15) 
Y(笠木の高さ：下・測) = 6.720(柱の直径) -1.326  ……決定係数(R2 =0.890) …測量値……(4-16) 

 

4-5. 渋川神社と西淀川区鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 
八尾市にある渋川神社は 16 基で、樟本神社の木の本は 2 基で、樟本神社の南木の本は木製と鉄製で 2 基、樟本神社の南

木の本は鉄製 2 を含め 3 基で，合わせると 23 基である。これらの中で、正面鳥居のみ選択して八尾市と西淀川神社の正面鳥

居比較を表 4-2 に表示した。 
鳥居の最大値は、貫の高さは下点 4.74m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上点 6.27m である。この最大値

は、1382 年に建立した西淀川区野里住吉神社である。鳥居の平均値では、貫の高さは下点 3.42m と上点 3.74m である。笠

木の高さは下点 4.25m、上点 4.51m である。平均に近い値は、1313 年に建立した西淀川区大和田住吉神社である。鳥居の

平均値では、貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。ここれらの値は、

八尾市樟本神社北木の本で、建立は不明である。 
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表 4-2.八尾市の渋川神社と樟本神社と西淀川神社の正面鳥居比較（m） 
 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 
1 渋川神社 4.00  4.07  4.50  5.03  5.27  
2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 
3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 
4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 
5 野里住吉神社 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 
6 田蓑神社 3.05 3.13 3.41 3.97 4.12 
7 姫嶋神社 3.30 4.01 4.30 5.05 5.25 
8 大和田住吉神社 3.59 3.68 4.04 4.48 4.88 
9 福住吉神社 2.79 2.79 3.05 3.40 3.73 
10 鼻川神社 3.90 3.70 4.08 4.57 5.04 
11 五社神社 2.86 2.83 3.13 3.67 3.83 
12 大野百島神社 2.88 2.99 3.28 3.64 4.02 
 最大値 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  
 平均値 3.28  3.42  3.74  4.25  4.51  
 最小値 2.53  2.48  2.72  3.05  3.22  

 
図 4-10 は、表 4-2 から神社鳥居である笠木の高さと柱間距離との関係を表示し回帰分析を行った。柱間距離は、2.53～

4.45m の範囲で、平均 3.28m である。貫高さは、下点の範囲(2.48～4.74m、平均 3.42m)と上点の範囲(2.72～5.15m、平均

3.74m)である。笠木高さは、下点の範囲(3.05～6.02m、平均 5.25m)と上点の範囲(3.22～6.27m、平均 4.51m)である。 
 

図 4-10 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠上高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。笠

木上点である系列 X 表示と実線は、西淀川区神社の直線方程式であり、笠木上点である系列▲表示と実線は、八尾市神社の

直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。笠木上の

高さは 11.8a(11.8＝11.2+0.6)に計算する外山晴彦(2008 年)手法を引用した。式 4-17 と式 4-18 の決定係数は、それぞれ

0.878 と 0.784 である。式 4-17 の決定係数は、式 4-18 より大きい値である。式 4-17 と式 4-18 の勾配は、1.391 と 1.285 であ

る。ゆえに、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 
 
Y(笠木：上西淀 X) = 1.391(柱間距離)- 0.023  ……決定係数(R2 =0.878) …… …(4-17) 
Y(笠木：上八尾▲) = 1.285(柱間距離)-0.206  ……決定係数(R2 =0.784) …………(4-18) 
 

図 4-10 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。笠

木下点である系列■表示と点線は、西淀川区神社の直線方程式であり、笠木下点である系列◆表示と点線は、八尾市西南地

域神社の直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。

笠木下の高さは 11.2ｄ(11.2＝9.9+1.31:ｄは柱の直径)である。また、笠木上の高さは 11.2+0.6＝911.8 で計算する外山晴彦

(2008 年)手法を引用した。式 4-19 と式 4-20 の決定係数は、それぞれ 0.818 と 0.733 である。式 4-19 の決定係数は、式 4-20
より大きい値である。式 4-19 と式 4-20 の勾配は 1.340 と 1.225 である。ゆえに、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 

 
Y(笠木：下西淀■) = 1.340(柱間距離)- 0.141  ……決定係数(R2 =0.818) …… …(4-19) 
Y(笠木：下八尾◆) = 1.225(柱間距離)-0.211  ……決定係数(R2 =0.733) …………(4-20) 
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図 4-10. 八尾と西淀川神社の笠木比較（m） 図 4-11. 八尾と西淀川神社の貫比較（m） 
 

図 4-11 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫上高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。貫

上点である系列 X 表示と実線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫上点である系列▲表示と実線は、八尾市神社の直線

方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫上の高さは

(9.1+0.8)＝9.9ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦((2008)年)手法を引用した。式 4-21 と式 4-22 の決定係数は、それぞれ

0.872 と 0.790 である。式 4-21 の決定係数は、式 4-22 より大きい値である。式 4-21 と式 4-22 の勾配は 1.140 と 1.107 である。

ゆえに、式 4-22 の勾配は、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 
 
Y(貫：上西淀 X) = 1.140(柱間距離)- 0.018  ……決定係数(R2 =0.872) ………..(4-21) 
Y(貫：上八尾▲) = 1.107(柱間距離)-0.152  ……決定係数(R2 =0.790) …………(4-22) 

 
図 4-11 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。貫

下点である系列■表示と点線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫下点である系列◆表示と点線は、八尾市神社の直線

方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫下の高さは

9.1ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。式 4-23 と式 4-24 の決定係数は、それぞれ

0.841 と 0.752 である。式 4-23 の決定係数は、式 4-24 より大きい値である。式 4-23 と式 4-24 の勾配は 1.053 と 0.977 である。

ゆえに、式 4-24 の勾配は、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 
 
Y(貫：下西淀■) = 1.053(柱間距離)- 0.047  ……決定係数(R2 =0.841) …………(4-23) 
Y(貫：下八尾◆) = 0.977(柱間距離)-0.244  ……決定係数(R2 =0.752) …………(4-24) 
 

4-6 飛鳥時代の 4 天皇陵の鳥居写真 
 

   
写真 4-1.第 30 代敏達天皇 写真 4-2. 第 31 代用明天皇 写真 4-3. 第 32 代崇峻天皇 写真 4-4. 第 33 代推古天皇 

 

写真 4-1 は第 30 代敏達天皇、所在地：大阪府南河町東山 469、在位：572～85 年、陵名：河内磯長中尾陵・太子西山古墳、

緯度：34 度 51 分、経度：135 度 63 分、標高 82m、陵高 11m、面積 1551 坪、外周 287m。写真 4-2 は第 31 代用明天皇、

所在地：大阪府南河内郡太子町春日、在位：585～587 年、陵名：河内磯長陵・春日向山古墳、緯度：34 度 51 分、経度：135
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図 4-10. 八尾と西淀川神社の笠木比較（m） 図 4-11. 八尾と西淀川神社の貫比較（m） 

 

図 4-11 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫上高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。貫
上点である系列 X 表示と実線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫上点である系列▲表示と実線は、八尾市神社の直線
方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫上の高さは
(9.1+0.8)＝9.9ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦((2008)年)手法を引用した。式 4-21 と式 4-22 の決定係数は、それぞれ
0.872と 0.790である。式 4-21の決定係数は、式 4-22より大きい値である。式 4-21と式 4-22の勾配は 1.140と 1.107である。
ゆえに、式 4-22 の勾配は、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 

 

Y(貫：上西淀 X) = 1.140(柱間距離)- 0.018  ……決定係数(R2 =0.872) ………..(4-21) 

Y(貫：上八尾▲) = 1.107(柱間距離)-0.152  ……決定係数(R2 =0.790) …………(4-22) 

 

図 4-11 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。貫
下点である系列■表示と点線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫下点である系列◆表示と点線は、八尾市神社の直線
方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫下の高さは
9.1ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。式 4-23 と式 4-24 の決定係数は、それぞれ
0.841と 0.752である。式 4-23の決定係数は、式 4-24より大きい値である。式 4-23と式 4-24の勾配は 1.053と 0.977である。
ゆえに、式 4-24 の勾配は、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 

 

Y(貫：下西淀■) = 1.053(柱間距離)- 0.047  ……決定係数(R2 =0.841) …………(4-23) 

Y(貫：下八尾◆) = 0.977(柱間距離)-0.244  ……決定係数(R2 =0.752) …………(4-24) 

 

4-6 飛鳥時代の 4 天皇陵の鳥居写真 

 

 

 
 

写真 4-1.第 30 代敏達天皇 写真 4-2. 第 31 代用明天皇 写真 4-3. 第 32 代崇峻天皇 写真 4-4. 第 33 代推古天皇 

 

写真 4-1は第 30 代敏達天皇、所在地：大阪府南河町東山 469、在位：572～85年、陵名：河内磯長中尾陵・太子西山古墳、
緯度：34 度 51 分、経度：135 度 63 分、標高 82m、陵高 11m、面積 1551 坪、外周 287m。写真 4-2 は第 31 代用明天皇、
所在地：大阪府南河内郡太子町春日、在位：585～587 年、陵名：河内磯長陵・春日向山古墳、緯度：34 度 51 分、経度：135
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度 64 分、標高 78m、陵高 11m、面積 2913 坪、外周 379m。写真 4-3 は第 32 代崇峻天皇で、所在地：奈良県桜井市大字倉、

在位：587～592 年、陵名：倉梯岡陵、緯度：34 度 49 分、経度：135 度 86 分、標高 170m、陵高 9m、面積 11 坪、外周 26m。

写真 4-4 は第 33 代推古天皇。所在地：大阪府南河内郡太子町山田、在位：593～628 年、陵名：山田高塚古墳、緯度：34 度

51 分、経度：135 度 64 分、標高 79m、陵高 12m、面積 1636 坪、外周 295m。 
 

4-7. 中国と韓国にある南部地域の鳥居写真 
中国、南部地域にある杭州市の鳥居写真から見ると、日本の鳥居とは、観光地に見る限り異なっている。写真 4-5 は、杭州市

は浙江省の省人民政府の所在地。中国八大古都の一つ、国家歴史文化名城に指定。13 世紀は世界最大の都市。隋代以降、

江南運河の終着点として経済文化が発達。「天に天堂あり、地に蘇杭あり」と謳われた。また、五代十国の時代には都となり、南

宋時代には首都、臨安府が置かれた。市中心部の西には世界遺産の西湖という湖。黄龍洞は、世界自然遺産として登録。アジ

ア最大な鍾乳洞・カルスト 地形と同様で石灰岩が地下水の浸蝕により何万年もかかって形成。道教寺院がある。 
 

 
  

写真 4-5.中国杭州市、黄龍洞公園の鳥居 写真 4-6.中国杭州市、西怜印社の鳥居 写真 4-7. 古代韓国、伽耶山海印寺 

 
写真 4-6 は、西泠印社（せいれいいんしゃ）。中国浙江省の杭州市郊外、西湖に浮かぶ島・孤山の麓にある篆刻を中心とす

る学術団体・関連企業・庭園の名称。「西泠」の名は対岸との間にかかる橋「西泠橋」の袂に本社があることによる。写真 4-1 は、

八万大蔵経の納められた伽耶山海印寺。 遺産形態, 文化遺産. 遺産名称, 八万大蔵経の納め、遺産規模, 東西幅 150m、

南北奥行 300m. 所在地は大韓民国慶尚南道陜川郡にある。 

 

5. 渋川神社の石灯籠の写真と考察 
 

石燈籠とは、神社の内部にある境内（末社）や参道に並ぶ燈籠で、灯を保護する籠火具である。籠火具の材料は、一般には

石材で、金属製･木製・陶器･プラスチック等がある。置く場所は、地面とか釣灯籠である。境内（末社）内にある灯籠の名称を要

約する。①宝珠（ほうじゅ）は、燈籠の名称で、笠の上にある燈籠の最上部である。②請花（うけばな）は、宝珠の下にある蓮華状

の部分である。③火袋（ひぶくろ）は、灯明を燈す部分で、ランプと同様にさまざまな形の火口形もある。火口には丸い窓や日月

の形にくり抜いたものもある。④火袋の屋根にあたる笠の形は、四角・六角・八角やドーム状などである。⑤蕨手（わらびて）は、

燈籠の名称で、笠と火袋の中間にあり、装飾文様が刻まれる。⑥請台（うけだい）は、石燈籠の明かりを灯す台の下にある台座

部分である。⑦火袋を乗せる台竿の形状は、円柱や角柱、さらに 2 本・3 本の足状で装飾文様がある。円柱の場合、上中下に

帯状の飾りである節（ふし）を持つのが普通である。⑧台座（だいざ）は、称竿（さお）を立てる受座（うけざ:台座）である。 
写真 5-1 は、渋川神社正門の左右にあるの石燈籠は、2 基 4 段、10 段の高さ 3.51m、龍華嶌荘の大正 12(1923)年に設置。

写真 5-2 は、渋川神社正門の付近にある石燈籠。3 段の高さ 4.15m、絹田松三・山野健三・岩崎喜三郎の寄贈により昭和

11(1936)年に設置。写真 5-3 は、渋川神社正門の遠方にある石燈籠。3 段の高さ 4.15m、杉山安太郎・杉山覺次郎・杉山義雄

の寄贈により昭和 11 年 1936 年に設置。 
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写真 5-1.正面前左籠 4 段 写真 5-2.正面前右籠 4 段 写真 5-3.正面遠近 2 基 3 段 

   
写真 5-4.社殿前 2 基 5 段 写真 5-5.五末社前 2 基 3 段 写真 5-6.看板横 2 基 3 段 

 
写真 5-4 は、渋川神社の社殿前にある石燈籠。2 段の高さ 3.31m と 3.16m、大野覺次郎の寄贈により大正 3(1924)年年に

設置。写真 5-5は、渋川神社の社殿右 1にある石燈籠。3段の高さ 2.35m、杉山覺次郎・杉山義雄の寄贈により昭和 11(1936)
年に設置。写真 5-6 は、渋川神社の社殿右 2 にある石燈籠。3 段の高さ 2.27m と 2.30m、杉山覺次郎・杉山義雄の寄贈により

昭和 11(1936)年に設置。 
 

写真 5-7 は、渋川神社の看板の裏にある石燈籠。3 段の高さ 1.74m と 1.68m、辻田惣左衛門・長崎文次郎の寄贈により設

置。写真 5-8 は、渋川神社の 5 基末社前にある石燈籠。3 段の高さ 2.17m と 1.97m、上田一郎の寄贈により設置。写真 5-9
は、渋川神社の竜王大神前ににある石燈籠。1 段の高さ 1.36m と 136m である。石燈籠は、15 基(左右にも実在する)設置され

ている。15基中の 9基について特徴を要約する。石灯篭の測量として、左側の高さは 1.36mから 4.15mの範囲であり、その平

均値は 2.55m である。右側の高さは 1.36m から 3.51m の範囲であり、その平均値は 2.29m である。 
 

 

 
写真 5-7.看板裏右燈籠 1 基 3 段 写真 5-8.看板裏左燈籠 1 基 3 段 写真 5-9.竜三大神燈籠 
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表 5-1.渋川神社と樟本神社の石灯籠測量（m） 

 神社名 場所 左側 右側 構造 建立年月 寄贈者 
1 渋川神社 正門左右 渋正門前 3.51 3.51 2 基 4 段 1923 年 龍華嶌荘 

2 渋川神社 正門近 渋正門近 4.15   3 段 1936 年 絹田松三・山野健三・岩崎喜三郎 

3 渋川神社 正面遠 渋正面遠 4.15   3 段 1936 年 杉山安太郎・杉山覺次郎・杉山義雄

4 渋川神社 社殿前 渋社殿前 3.31 3.16 2 基 5 段 1914 年 大野覺次郎 

5 渋川神社 社殿右 1 渋社殿右 1 2.35   3 段 1936 年 杉山覺次郎・杉山義雄 

6 渋川神社 社殿右 2 渋社殿右 2 2.27 2.30 3 段 1936 年 杉山覺次郎・杉山義雄 

7 渋川神社 看板の裏 渋看板裏 1.74 1.68 3 段  辻田惣左衛門・長崎文次郎 

8 渋川神社 5 基末社前 渋 5 末社 2.17 1.97 3 段  上田一郎 

9 渋川神社 竜王大神 渋竜大神 1.36 1.36 1 段    
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図 5-1. 渋川神社と樟本神社の石灯籠測量（m） 

 
渋川神社の石燈籠においては、竜王大神前にある石燈籠の 1 段の高さは 1.36m と 136m が最低値である。渋川神社正門

の付近にある石燈籠は、3 段の高さ 4.15m が最高値である。石燈籠の建立年を考察すると、1810 年代から 1999 年で、1836
年には 3 段の石燈籠が建立されていることが判明した。石燈籠の高さでみると、高さ 1.0m～2.0m 間では 6 基の石燈籠、高さ

2.0m～2.5m 間では 12 基の石燈籠、高さ 2.5m から 3.0m 間では 4 基の石燈籠、3.0m 以上の石燈籠は 2 基であることが判

明した。 
 

  

写真 5-10. 第 32 代崇峻天皇 写真 5-11.第 32 代崇峻天皇 写真 5-12. 第 33 代推古天皇 写真 5-13.第 33 代推古天皇 
 

 写真 5-10 は第 32 代崇峻天皇陵の灯籠で、写真 5-11 は第 32 代崇峻天皇陵の灯籠で、 写真5-12 は第33代推古天皇陵の

石碑で、写真 5-13 は第 33 代推古天皇陵の石碑と灯籠である。 

 

写真 5-14 は聖徳太子墓の階段の左側にある灯籠で、写真 5-15 は聖徳太子墓の階段右側にある灯籠、写真 5-16.聖徳太

子墓の正面にある灯籠、写真 5-17 は聖徳太子墓付近の灯籠である。 
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写真 5-14.聖徳太子 写真 5-15.聖徳太子 写真 5-16.聖徳太子 写真 5-17.聖徳太子 

 
 写真 5-18 は中国蘇州市、寒山寺の灯篭で、写真 5-19 は中国蘇州市、寒山寺の灯篭、写真 5-20 は韓国双獅子石灯（国宝

第 103 号）で、写真 5-21 は韓国浄土寺弘法国師実相塔（国宝）である。 
 

 

 
写真 5-18.中国蘇州市、寒山寺の灯篭 写真 5-19.中国蘇州市、寒

山寺の灯篭 
写真 5-20.韓国 双獅子石

灯（国宝第 103 号） 
写真 5-21.韓国 浄土寺弘

法国師実相塔（国宝） 
 

6. むすび 
 

6-1 大阪府八尾市、渋川神社鳥居の計測値 
大阪府八尾市、渋川神社鳥居の計測値の統計処理を行うと次のように要約できる。設計計算値は外山晴彦（2008 年）の計

算方法を引用したのである。 
①渋川神社鳥居の柱断面積において、円周の最大値 1.59m、平均値 0.71m と最小値 0.31m で、範囲は 1.28m であり、直

径の最大値 0.54m、平均値 0.23m と最小値 0.11m で、範囲は 0.43m である。 
②渋川神社鳥居の柱間距離は、直径の 9.1 倍で計算を行った。その結果、最大値 4.00m、平均値 2.08m と最小値 1.28m

で、範囲は 2.72m である。 
  ③渋川神社鳥居の貫の高さにおいて、下点(貫下部の高さ)は、最大値 4.07m、平均値 2.40m と最小値 1.78m で、範囲は

2.29m である。一方、上点(貫上部の高さ)は、最大値 4.50m、平均値 2.60m と最小値 1.91m で、範囲は 2.59m である。 
  ④渋川神社鳥居の笠木の高さにおいて、下点(笠木下部の高さ)は、最大値 5.03m、平均値 2.88m と最小値 2.13m で、範

囲は 2.90m である。一方、上点(笠木上部の高さ)は、最大値 5.27m、平均値 3.00m と最小値 2.16m で、範囲は 3.11m であ

る。 
⑤渋川神社鳥居の反り増し〔頂点〕の高さにおいて、最大値 5.51m、平均値 3.12m と最小値 2.26m で、範囲は 3.25m であ

る。 
⑥ 正面大鳥居の構造は明神系鳥居。柱の平均円周は 0.71m、柱の平均直径は 0.23m、平均柱間距離は 2.08m、平均貫

高さの下点と上点は、それぞれ 2.40 と 2.60m、平均笠木高さの下点と上点はそれぞれ 2.88 と 3.00m および平均頂点は

3.12m である。表 2-1 は、大阪府八尾市、渋川神社鳥居の計測値（m)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)、 (下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 
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6-2 八尾市内の鳥居の貫と笠木高さ 
西淀川区内の神社は、神功皇后が三韓征伐より七道の浜(現在の大阪府堺市堺区七道、南海本線七道駅一帯)に帰還した

時、神功皇后への神託により天火明命の流れを汲む一族で摂津国住吉郡の豪族の田裳見宿禰が、住吉三神を祀ったのに始

まる。その後、神功皇后も祭られる。応神天皇の頃からの大社の歴代宮司の津守氏は、田裳見宿禰の子の津守豊吾団(つもり

のとよあだ、つもりのとよのごだん)を祖とする。 
西淀川区内は 1500 年前から船の往来が盛んで、海産業者が信仰を広めていた。神社と鳥居の建設が住民らの努力によっ

て成し遂げられている。その古代の文化遺産を継承するためには、次のようなデータから認識すべきである。区内の神社鳥居

の古いものは阪神淡路大震災によって倒壊したところもある。 
柱間隔は 1.32～4.45m の範囲で、平均 2.34m である。貫高さは、下点の範囲(1.87～4.74m、平均 2.55m)と上点の範囲

(2.01～5.15m、平均 2.77m)である。笠木高さは、下点の範囲(2.21～6.02m、平均 3.15m)と上点の範囲(2.39～6.27m、平均

3.35m)である。図 3 は区内の柱間距離(X 軸)に対する貫と笠木高さ(Y 軸)との関係を表示した。図 4 は正面の鳥居、稲荷神社

系と金毘羅神社系の鳥居の貫と笠木の高さである。 
渋川神社鳥居の規模は、全西淀川区内の鳥居の規模と比較を行ったのである。ベスト 10 にある鳥居の高さとして、柱直径・

柱間距離・貫上高さ・笠木上高さは 2 基である。平均貫下高さと平均貫上高さは、2.82m と 3.07m である。この値により算術す

ると貫の厚さは、0.25m である。平均笠木下高さと平均笠木上高さは、3.54m と 3.73m である。この値により算術すると笠木の

厚さは、0.19m である。ここで、この貫の厚さは、笠木の厚さより厚くなっている。次に貫上高さと笠木上高さについて、計測値と

計算値の誤差が得られた。 
平均貫下高さは 2.45m(計測値)と 9.1 直径の高さは 2.82m(計算値)で、誤差は-0.37m(37cm)である。 
平均貫上高さは 3.07m(計測値)と 9.9 直径の高さは 3.07m(計算値)で、誤差は 0m(0cm)である。 
平均笠木下高さは 3.54m(計測値)と 11.2 直径の高さは 3.47m(計算値)で、誤差は 0.07m(7cm)である。 
平均笠木上高さは 3.73m(計測値)と 11.8 直径の高さは 3.66m(計算値)で、誤差は 0.07m(7cm)である。 

 

6-3. 全国と八尾市内の渋川神社と樟本神社と西淀川区の鳥居の高さ 
ホームページなどで公表しているデータを収集し、西淀川区内にある神社との比較を行った。結果を図 6-1 に表示している。

グラフの右上にあるのは、全国で最も高い神社の鳥居である。直線より左側にある鳥居は 5 基である。これは、標準値より上方

へシフトしていることが分かる。地域の区画整理等の環境の変化によることもあれば、鳥居設計者による思想であるかもわからな

い。そのため、グラフ下は各神社のデータとの区分が明白になっている。この中で、熊野本宮の鳥居は、33.8m で国内最高で

ある。次に高い鳥居は、大宮神社(33.2m)であることが確認された。このようなことを比較すれば、西淀川区内にある鳥居は約

7m 以下である。すなわち、熊野本宮と大宮神社の高さは、西淀川の神社よりも約 4～5 倍であることが確認された。 
 

 
図 6-1.全国の主な神社と西淀川区の鳥居の高さ 図 6-2.全国と渋川神社と樟本神社と西淀川区の鳥居の高さ 

 
外山晴彦(2008 年)によると笠木上の高さは、直径の 11.8 倍になっている。ここで、推定値の直径の 11.8 倍は、貫の幅 0.8、

貫と笠木間の幅 1.3 および笠木の幅 0.6 の和である。全国と八尾市と西淀川区内の柱間距離と笠木高さとの関係を図示した。

図 6-1.全国の主な神社と西淀川区の鳥居の高さについて、2 変数の直線方程式は次式のとおりである。 

y = 0.761x + 2.68

R2 = 0.7911
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Y = 0.761(柱間距離)+2.68  ……決定係数(R2 =0.791  ……………… …(6-1) 
Y = 0.731(柱間距離)+2.18  ……決定係数(R2 =0.807)  …………………(6-2) 

 
式 6-1 と式 6-2 から考察すると勾配の差は、式 6-1 が式 6-2 より 0.03 大きい。決定係数が 0.06 である。神社鳥居の範囲では、

柱間距離が増大するにつれ、鳥居の高さは共に増大の傾向である。 
 

 (2011 年 12 月 1 日受稿、2012 年 1 月 25 日掲載決定) 
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大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社(木の本)の由来と鳥居 
-物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、仏教戦争、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢 勲*・小山 博**・上野 裕*・中尾達夫*** 

大阪経済法科大学*・河内新聞社**・関西大学校友会*** 
History of the Kusumoto (Kinomoto) Shrine and its Torii,  

 Buddhism battlefield of Ancient State Formation Period, 
Yao-City, Osaka 

―Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation in 
 Japanese-English-Korean-Chinese of History, Ancient Buddhism war place ― 

Isao SAWA*・Hiroshi KOYAMA**・Hiroshi UENO*・Tatsuo NAKAO***  
 

ABSTRACT 
We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Shibukawa Shrine, Kinomoto 

-cho, Yao-City. Furthermore, the origin of Shibukawa Shrine translated Multilingual translation (Japanese, 
English, Korea and Chinese) ｏｆ ｈｉｓｔｏｒｙ that supported the globalization era.  

About Shinto shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method. Moriya 
Mononobeno is a family of the Kawachi country and is a stronghold of Uematsu-cho and Kinomoto-cho in Yao- 
city. Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a powerful family of the Asuka era when I did it and died 
of Buddhism war with Umako Sogano.Umako Sogano was appointed in the times of in a politician of the Asuka 
era, nobles and Emperor Bidatsu, Emperor Yōmei, Emperor Sushun and Emperor Suiko by a minister.  

And Umako Sogano and Prince Shotoku won in Buddhism war with Moriya Mononobeno. Finally Prince 
Shotoku which is the politician of the Emperor Bidatsu (574 age)-Empress Suiko(622 age) times is the royalty 
in the Asuka era, a prince of the Emperor Yomei. I performed politics in collaboration with Umako Sogano as 
regency at the same time and adopted culture and the system of the continent in international 
strain.Furthermore, Prince Shotoku determined "Twelve Level Cap and Rank System" and "Seventeen-article 
constitution" and planned establishment of the centralization "Centralisation" national polity led by the 
Emperor and I believed in Buddhism thick and worked the prosperity. 

As a result of having investigated cultural heritage of the Kusumoto (Kinomoto) Shrine which is ancient 
Buddhism battlefield, the writers are as follows. In other words, it is the activity power of the Moriya Mono- 
nobeno whole families, History of Kusumoto (Kinomoto) Shrine, the building of the main shrine, analysis of 
Torii. 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、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, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of History，Main shrine 
consideration  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3 (2012), 79-96 pp］ 
 

1. はじめに 
古代、八尾市・渋川神社の周辺は地元・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渋川神社の社殿、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

を決定づけた仏教戦争の主要舞台としての渋川神社を多角的にとらえ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。 
 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。最初優勢であった物部氏の総大

将・物部守屋が河内国渋川郡（現東大阪市衣摺）で戦死して戦いが終わったのは 587 年と伝えられる。物部氏は八尾

市、植田町と木の本町を本拠地とし、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
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を掌握。有名な奈良県明日香村の石舞台古墳は蘇我馬子の墓ではないかとされている。馬子と共に戦った聖徳太子

（厩戸皇子）は推古天皇の摂政として冠位 12 階や憲法 17 条を制定するなど、天皇を中心とする中央集権国家体制を

確立した。その肖像画が 1 万円札など多くの紙幣に登場、現代人にもなじみが深い人物である。 
 樟本神社（木の本）の概要と特徴を記述する。 
1. 延喜式神名帳： 樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、 志紀郡鎮座 
2. 現社名： 樟本（くすもと）神社、木の本社 
3. 主祭神： 布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命、 

『河内志』「並布都明神」、『河内各所図会』、 
「布都明神と称して物部守屋の霊を祭る」、 
『大阪府神社明細帳』「布都大神」 

4. 勧請神： 物部氏守屋の神とし 
5. 宮 司： 不詳  
6. 神社創建： 崇峻天皇 2 年（587）に物部守屋滅亡頃。 

古墳時代以前に遡る可能性もある。 
7. 社格等： 式内小社、例祭：7 月 15 日、10 月 9 日  
8. 関係氏族： 物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領

地) 
9. 鎮座地： 〒581-0084 八尾市木の本 1-59（地図１） 
10. 鎮座地移転： 最初は木本村に三座、北木本が分村し、 

さらに南木本が分村した 
11. 緯 度： 34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 12 秒最東、標高 10m 
12. 通 信： 連絡先 090-2352-5214 水野清慈の父(奉賛会長水野善明) 
13. 路 線： JR 大和路線 八尾駅 1.1km、地下鉄谷町線八尾南駅 1.4km 
14. 境内末社： 事代主（ことしろぬし）神社、1 社 
15. 祭祀対象： 本来は木霊（木魂） 
16. 社 殿： 本殿と拝殿、権現造    
17. 鰹 木： 鰹木は直列型、計 3 本 
18. 千 木：  千木を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る） 
18. 鳥 居： 1 基 3.34m 
19. 石燈籠：1 基 2.21m 
20. 備 考：  

現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座している。八尾空港の北の平地住宅

地の中に三社が散在。物部守屋の墓は南木の本（旧字名を城の跡）光蓮寺前、「稲城址」の石碑が建立。赤色両部(りょうぶ）

鳥居：神道の理念を表した柱に袖軸が付属した特徴。拝殿と本殿の裏側に「道生寺跡」という石標が建立。式内社三座ある

内の中心社。樹齢数百年の大きい樟の木がある。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。 
論文では、樟本神社（木の本）渋川神社及び周辺の文化遺産を調査した結果を①八尾の今昔②物部氏（守屋）一族の活

動勢力③樟本神社（木の本）の由来④同神社の社殿と末社の建築物⑤同神社の鳥居写真と数値解析⑥神社由来の多国

語翻訳―の順で論述した。 
 

2．樟本神社（木の本）の由来 
 

2-1. 樟本神社（木の本）由来 
当社は式内社である。延喜式に記載されている樟本神社三座の一にして他の二座は南木の本、北木の本に分祀されて

いる。創建の年代は詳かではないが用明天皇の御代（約1400年前）物部守屋公が本拠地である稲村城（現光蓮寺敷地）の

守護神として崇めていた布都大神を奉祀されたものと伝えられる。記・紀古伝によると悪疫邪霊を祓い病気平癒又鍬靱を司

地図 1.古代河内国で、現 JR 八尾駅付近。古

代の仏教戦争地、渋川神社と樟本神社 

木の本 
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る農耕・武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至っている。樟本神社の社名は往古境内に樟の巨木が茂っていたところ

からと云われている。社頭掲示板・http://www.geocities.jp/engisiki/kawachi/html/041205-01.html  
 
2-2. 樟本神社（木の本）由来  
当社は式内社である延喜式に記載されて樟本神社三座の一にして他の二座は南木の本と北木の本に分祀されている。創

建の年代は詳かではないが用明天皇の御代(約 1400 年前)物部守屋公が本領地である稲村城(元光蓮寺敷地)の守護神と

して崇めていた布部大神を奉祀されたものと伝えられる。紀、記、古伝によると悪疫除霊を祓い病気平癒又○○を司る農耕・

武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至っている。樟本神社の社名は往古境内に樟の巨木が茂っていたところからと謂

われている。社頭掲示板・http://www.xhotzone.net/vh/vh08091602.php 
 
2-3. 樟本神社（木の本）由来 
 「延喜式」神名帳には「志紀郡樟本神社 3 座」とあり、現在の木の本町、北木の本町、南木の本町に鎮座する樟本神社に

比定される。 樟本神社創建の年代は詳かではないが用明天皇の御代（在位：585～7 年）物部守屋が本拠地である稲城の

守護神として崇めていた布都大神を奉祀されたものと伝えられる。 
 この神は 記・紀古伝によると悪疫邪霊を祓い病気平癒又鍬靱を司る農耕・武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至

っているという。各々の境内に建てられてある説明碑はほぼ同じ内容であるが、木の本にある樟本神社のそれには、「南木の

本、北木の本に分祀」と記されており、木の本の樟本神社が最も古い神社と思われる。参考資料：『現地説明碑』 八尾市教

育委員会、 『日本歴史地名体系』（大阪府の地名編）平凡社  
 
2-4.樟本神社（木の本）由来  
当社は延喜 7 年（西暦 907 年）の延喜式新名帳の樟本神社三座の一つとして記載されている式内社である。大和時代、用

明天皇の御代、この付近一帯は物部氏の住地であった。物部守屋が本拠地である稲村の守護神として崇めていた布都大

神と布都大明神として奉祀されたものと伝えられる。紀、記、古伝によると悪疫除霊を祓い、病気平癒、又、鍬、靱を司る農

耕・武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至っている。八尾菊花ライオンズクラブ 
 
2-5.樟本神社（木の本）由来  
 「守屋が聖徳太子の軍を防ぐため、この辺りに“稲城”を設けたとき、城中に榎木があったので、これを“榎木城”といい、村の

名も“榎木村”といったが、のち“木本”になったと伝える」とある。書紀の記述からも城中（居宅）に榎木があったことが窺われる

ように、この地域一帯は物部守屋と何らかの関わりをもつ伝承に溢れている。その樟本神社（木の本）縁起は写真 4-1 である。

因みに、関西線・久宝寺駅の南一帯は物部氏の本拠・阿都の跡と伝え、亀井町 1 丁目にはその祖神を祀る“跡部神社”（別

項・跡部神社参照）が鎮座し、太子堂交差点の西約 200m には聖徳太子が物部守屋誅滅を記念して建立したと伝える“大
聖勝軍寺”（寺頭に“聖徳太子古戦場”との石柱及び“守屋池”あり）が、寺と交差点との間の道路沿いには“物部守屋大連墳”
との遺構がある。写真 2-2 は八尾市教育委員会の案内板である。 
 

 
 

写真 2-1. 樟本神社（木の本）縁起 写真 2-2. 八尾市教育委員会の案内板 
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2-6. 樟本神社（木の本）の和文由来と現在 
樟本（くすもと）神社（木の本）は平安時代中期（939～1086 年）に編まれた延喜式（えんぎしき）にある全国の神社の一覧

表（延喜式神名帳：じんみょうちょう：927 年）に記載された式内社（しきないしゃ）である。祭祀対象は元の木霊（こだま、木魂）

を祭祀としていたのだろうが、今の祭神は、布都大神（ふつのおおかみ）と饒速日命（にぎはやひみこと）を祀っている原始宗

教である。樟本神社は、延喜式神名帳には「志紀郡樟本神社三座」とあり、現在の「木の本」「南木の本」「北木の本」の樟本

神社 3 社を指し、「木の本」から残り 2 社が分かれていったとみられる。「木の本」はいわば本家であり、創建時期も最も古いと

される。 
その創建時期は、一帯を支配していた物部守屋（もののべのもりや：587年死亡）が、用明天皇（在位586～587年）の時代

に、本領地であった稲村城（元光蓮寺敷地）から、一族の守護神を持ちこんで奉祀したと伝えられる。神社関係の資料では、

古墳時代以前に遡るという説もある。ゆえに、神社創建は、物部守屋滅亡頃かどうか謎であり、延喜式以前ではあっても年

代は不詳である。古事記・日本書記によると、「悪疫邪霊を祓い病気平癒。又、鍬（くわ）靭（ゆき）を司る農耕・武の神」で、古

くから広く農民の崇敬を受けてきた。関係氏族は物部守屋（日本古来の神勢力）氏の旧領地である。明治の神仏分離によっ

て寺は廃絶、神社は樟本神社（木の本）とし現在にいたっている。 
樟本神社の名前については、境内に樟の巨木が茂っていたからという。また、「木本」については、物部守屋が蘇我馬子

（そがのうまこ：626 年死亡）・聖徳太子（しょうとくたいし：622 年死亡）軍からの攻撃を防ぐため築いた稲城（いなぎ）の城中に

榎があって、「榎城」と「榎村」と呼んでいたのが、「木本」に変わっていったのではないか、と言われている。 
 

表 2-1.大阪府八尾市、樟本神社（木の本）の詳細資料 
主祭神 樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国、志紀郡鎮座 
延喜式神名帳 樟本神社 三座 鍬靱 河内国 志紀郡鎮座 
神社創建 崇峻天皇 2 年（587）に物部守屋滅亡頃 
関係氏族 物部（日本古来の神勢力）氏 (もののべうじの旧領地) 
例祭 10 月 9 日 例祭 
鎮座地 581-0084 八尾市木の本 1-59 社格等 式内小社 
緯度と標高 34 度 36 分 04 秒、135 度 35 分 12 秒と 10m 
境内末社  事代主（ことしろぬし）神社 
電話番号・FAX 072-991-0325 旧社格 村社 

ホームページ 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/ 

dai6sibu/yao-city/m13_34_yao_kusumoto.html 

交通手段 JR 大和路線「八尾駅」1.1km、地下鉄谷町線「八尾南駅」1.4km 
 
鎮座地は、〒581-0084 八尾市木の本 1-59 で、緯度と標高は、34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 12 秒最東と 10m

である。交通としては、JR 大和路線「八尾駅」1.1km、地下鉄谷町線「八尾南駅」1.4km である。境内末社は、事代主（ことし

ろぬし）神社のみである。社殿は、本殿と拝殿、権現造（ごんげんづくり）である。鳥居は 1 基で、両部(りょうぶ）鳥居として理

念を表した柱に袖軸が付属した特徴がある。例祭は 7 月 15 日、10 月 9 日である。樟本神社（木の本）は、樹齢数百年の大

きい「樟の木」がある。 
 
2-7. 樟本神社（木の本）の英文由来と現在 

The origin and current of Kinomoto shrine (of Kushumoto) 
Kinomoto shrine of Kushumoto shrine is the sikinai-sha which listed in table of the engishiki- shrine 

927year in the middle of the Heian era（939～1086years）. Futsuno-ookami and Nigihayahiko-mikoto have 
been enshrined. Even if there was the religious service object as religious service in original Tree soul, the 
present enshrined deity is primitive religion worshiping hutu-Ōkami and Nigihayami-mikoto. 

Kusumoto shrine consists of three shrines, kitakinomoto, minamikinomoto and Kinomoto which is the oldest 
shrines. But its foundation is unknown. The establishment is presumed that Mononobe Moriya (587 age death) 
founded in the times of the Emperor Yomei (reign 586-587 years). But, the shrine is also a theory that 
documents the Kofun Period. 
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Many farmers had worshiped the god of farming and warrior which enshrined in it’s shrine. The family 
concerned is an old territory of Mononobe moriya (old God power in Japan) him. And in Meiji era, its current 
form by separating Shinto and Buddhism was born. The origin of the name was derived from camphor in the 
shrine, and‘Enoki’in Inagi (small castle) was said to have been turned into‘Kinomoto’. 

The shrine is located in 1-59, Kinomoto, Yao-city. The latitude is the 34°36'04" N, the 135°35'12" E, and 
altitude is 11m. The nearest station is JR Yamato line "Yao Station" 1.1km, subway Tanimachi Line 
"Yao-Minami Station" 1.4km. Massha of the precincts is only kotoshironushi-jinjya Shrine. Shrine pavilions 
was the honden(main hall) and haiden(worship)which was gongen-tsukuri. The torii gate was decorated with 
the shaft sleeve expressed an idea as Ryobu-torii. Festival has become cause on July 15 and October 9. In this 
shrine, there is centuries-old camphor tree.  
 
2-8. 樟本神社（木の本）の韓文由来と現在（쿠스모토 신사(키노모토) 의 유래와 현재） 
쿠스모토 신사(키노모토)는 헤이안 시대 중기(939～1086 년)에 편성된 엥기식에 있는 전국의 신사의 일람표 

(엥기식 신명부: 927 년)에 기록되어 있는 무내신사이다. 제사 대상은 원래 거목을 신으로 받들어 제사를 지내 
온것 같으나 지금의 제신은 보도대신, 뇨속일명(니기하야히미코토)을 모시고 있는 원시 종교이다. 
쿠스모토신사는, 엥기식 신명부에 「지기군 쿠스모토신사 3 좌」가 있었다고 전해져 오고 있는데, 현재의 「키노모 

토」 「미나미키노모토」 「키타키노모토」의 쿠스모토 신사 3 사를 가리키고 있고 「키노모토」로부터 나머지 2 사가 
갈라진 것으로 보여진다. 「키노모토」는 말하자면 본가이며, 창건 시기도 가장 오래된것으로 여겨진다. 그창건 

시기는, 일대를 지배하고 있던 모노노베노 모리야( 587 년 사망)가 요우메이 천황(재위 586～587 년) 시대에 
본령지인 이나무라성(원광련사 부지)으로부터 일족의 수호신을 모시고 와 봉헌했다고 전해진다.  신사관계의 
자료에 의하면, 고분시대 이전으로 거슬러 올라간다는 설도 있다. 그러므로, 신사 창건은 모노노베노 모리야 
멸망무렵이지 않을까 하는 의문이있으나 엥기식 이전으로 정확한 연대는 미상이다. 
고사기・일본 서기에 의하면, 「악역사령을 불제 병평유 또는 초(뽕나무) 인(유키)을 맡는 농경・무사의 신」으로 
옛날부터 농민들에게 숭배를 받아 왔다. 관계씨족은 모노노베노 모리야(일본 고래의 신세력) 씨의 옛 영토지이 

다. 메이지의 신불분리에 의해서 사찰은 폐사되었고, 신사는 쿠스모토신사(키노모토)로 현재까지 이르고 있다. 
쿠스모토 신사명의 유래로는 경내에 큰 거목이 우거져 있어서 붙여졌다고 전해져오고 있다. 또한, 「키모토」에 
대해서는, 모노노베노 모리야가 소가노 우마고(626 년 사망)・성덕태자(622 년 사망) 군의 공격을 막기 위해 쌓아 
올린 이나기의 성 안에 팽나무가 있어서, 「팽나무 성」과「팽나무 마을」이라고 부르던 것이 「키모토」로 바뀐것이 
아닌가 라는 설이 있다. 
진좌지는,(우)581-0084 야오시 기노모토 1-59. 위도와 표고는 34 도 36 부 04 초 최남단, 135 도 35 부 12 초 최동 

단에서 표고는 10 m 이다. 교통으로서는, JR 다이와 노선 「야오역」에서 1.1 km, 지하철 타니마치선 「야오남역」1.4 
km 지점에 있다. 경내 말사는 코토시로주 신사뿐이다. 신전은 본전과 배전 곤겐조이다. 신사앞 기둥문은 1 기로, 
양쪽 부분 신사앞 기둥문에 울타리를 부속한 특징이 있다. 예제는 7 월 15 일, 10 월 9 일이다. 쿠스모토 신사 

(키노모토)에는 수령 수백년의 큰 「녹나무」가 있다. 
 
2-9. 樟本神社（木の本）の中文由来と現在（樟本神社（木之本）的由来与现况） 

樟本神社（木之本）是编纂于平安时代中期（939-1086 年）的延喜式全国神社一览表（延喜式神名帐，927 年）所记载的

式内社。祭祀对象原为木灵（木魂），而现在的祭神是祭祀布都大神与饶速日命的原始宗教。 
樟本神社在延喜式神名帐被记载为“志纪郡樟本神社三座”，而这三座樟本神社被认为指的是现在的“木之本”、“南木之

本”及“北木之本”之三个神社，后两个神社是由“木之本”分离出来的。也就是说，“木之本”被认为是樟本神社的本家，

其创建时期也最早。据传，该神社是由原先支配这一带的物部守屋（卒于 587 年）在用明天皇（586-587 年在位）时期，从

本领地稻村城（原光莲寺的场地）带来自己一族的守护神祭祀而创建的。在神社有关的资料中，亦有其创建时期可以追

溯到古坟时代的传说。所以，该神社也许是创建于物部守屋灭亡的前后，其时期在延喜式编纂时期之前，具体不详。 
据《古事记‧日本书记》记载，该神社所祭祀的大神作为“辟邪祛病与司锄箭的农耕、武神”，自古以来就受到广大农民

的崇敬。与神社有关的氏族来自物部守屋（日本自古以来的神势力）氏的旧领地。在明治时期，寺院因神佛分离而被废，

神社作为樟本神社（木之本）而传至现在。据说樟本神社是因为神社境内有巨大的樟树木根深叶茂而得名。关于“木之
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本”，据说在物部守屋为了防御曾我马子（卒于 626 年）、圣德太子（卒于 622 年）军的进攻而建造的稻城城内栽有有榎木，

因而被称为“榎城”、“ 榎村”，但后来变为“木本”。 
神社的镇座地位于八尾市木之本 1-59（邮编：581-0084），其最南端的纬度为北纬 34 度 36 分 04 秒，最东端的经度为

东经 135 度 35 分 12 秒，海拔高度为 10 米。神社距 JR 大和路线八尾站 1.1 公里，地铁谷町线八尾南站 1.4 公里。境内

末社只有事代主神社。祭神殿的本殿与拜殿为权现造。鸟居有 1 座，其特征为在表征两部鸟居理念的柱子上附有袖轴。

例祭为 7 月 15 日与 10 月 9 日。在樟本神社（木之本），有一颗树龄有几百年的“樟之木”大树。 
 

3．樟本神社（木の本）の社殿の建築 
 
3-1. 樟本神社（木の本）の社殿の写真と考察 

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・幣殿・拝殿がある。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。社殿の建築

様式に関連する項目を図表したのが、社殿(本殿と拝殿)の建築様式の系統図がある。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。 
ここで、樟本神社（木の本）の社殿は、拝殿と本殿に分類できる権現造である。権現造の内容は次のように要約できる。 
特徴は、石の間造とも言い、本殿と拝殿の 2 棟を一体化し、間に「石の間」と呼ばれる一段低い建物。 
発祥は、静岡県の久能山東照宮（1617 年建立の社殿）とされる。仏寺の開山堂が起源とされ、その基は八幡造。 
構造は、入母屋造・平入の 3 棟を、入母屋造・妻入の縦の棟で串刺し状に一体化している。 
本殿は、前殿・後殿全てであるが、権現造では後方 1 棟のみが本殿で、拝殿・石の間・本殿の複合社殿である。 
拝殿は、最も幅が広く、石の間と本殿はどちらかが広い。 
屋根は、萱葺に限らず瓦葺など幅広い。屋根の棟数が多い八棟造の採用時には、実態は 7 棟である。  
破風は、千鳥破風・軒唐破風である。 
柱は、左右対称で、左右方向には偶数本の柱が配される。 
床は、北野天満宮のように古式では石の間は石敷であるが、板敷が多い。日光東照宮は畳敷である。 
  北野天満宮：拝殿 13 間、石の間 7 間、本殿 5 間 
日光東照宮：拝殿 9 間、石の間 3 間、本殿 5 間  

北野天満宮の本殿は左側に脇殿が設置されているため、左右対称となっていない。 
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図 3-1.権現造、大崎八幡神社正面 図 3-2.権現造、大崎八幡神社平面 図 3-3.権現造、大崎八幡神社側面

 
図 3-1 は権現造の大崎八幡神社正面で、図 3-2 は権現造の大崎八幡神社平面で、図 3-3 は権現造の大崎八幡神社側

面である。 
 

 

写真 3-1.樟本神社木の本、拝殿 写真 3-2.樟本神社木の本、社殿通路 写真 3-3.樟本神社の中央は通路、右側は本殿

 
写真 3-1 は樟本神社木の本にある拝殿の正面である。写真 3-2 は樟本神社木の本にある中央部は社殿通路で、右は本殿

である。写真 3-3. 樟本神社木の本にある左側は拝殿で、中央は通路、右側は本殿である。 
 

 
 

写真.3-4.樟本神社木の本、本殿 写真 3-5.樟本神社木の本、本殿 写真 3-6.樟本神社木の本、旧道生寺史跡

 
写真.3-4 と 3-5 は.樟本神社木の本、本殿であり、写真 3-6 は樟本神社木の本、旧道生寺史跡である。 
 
3-2. 渋川神社と樟本神社の社殿規模 
 
 表 3-1 は、渋川神社と樟本神社の社殿規模と神木を測量したデ－タである。図 3-4 は、渋川神社と樟本神社の社殿規模を

グラフかした。グラフの上にある数字は、それぞれの値である。社殿規模としては、渋川神社が大きく、社殿幅は、木の本、北

木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。 
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表 3-1. 渋川神社と樟本神社の社殿規模（m） 図 3-4. 渋川神社と樟本神社の社殿幅と奥行き測量（m） 
 

神社名 社殿幅 社殿奥行き 

渋川神社  12.21 18.78 

木の本 6.04 14.25 

北木の本  8.91 16.5 

南木の本  11.41 13.44 
 

 
樟本神社「木の本」は権現造で、本殿拝殿と社務所がある。社殿の幅は 6.04m で、社殿の奥行きは 14.25m である。樟本

神社「木の本」の本殿幅は、渋川神社、樟本神社「北木の本」と樟本神社「南木の本」より小さい幅である。奥行きは、渋川神

社と樟本神社「北木の本」より狭く、樟本神社「南木の本」より大きい広い幅である。（表 3-1 と図 3-4）。 
 
3-3. 渋川神社と樟本神社の神木規模 

    

 

 神 社 名 
神木

円周

神木直

径 

1 渋川神社 7.18 2.29 

2 樟本神社木の本 3.99 1.34 

3 樟本神社北木の本 3.95 1.26 

4 樟本神社南木の本 3.21 1.02 
 

写真 3-7. 樟本神社木の本、神木 表 3-2. 渋川神社と樟本神社の神木測量 図 3-5. 渋川神社と樟本神社の神木測量 

 
写真 3-7 は「樟本神社木の本」の神木である。表 3-2 は、渋川神社と樟本神社の社殿規模と神木を測量したデ－タである。

図 3-5 は、渋川神社と樟本神社の社殿規模をグラフかした。グラフの上にある数字は、それぞれの値である。社殿規模として

は、渋川神社が大きく、社殿幅は、木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。樟本神社「木の本」

の樹木円周と直径は、共に、渋川神社より短く、樟本神社「北木の本」と樟本神社「南木の本」より長い。 
 

3-4. 樟本神社（木の本）の末社の写真と考察 
 

   
写真 3-8.樟本神社木の本、事代主命 写真 3-9.樟本神社木の本、事代主命 写真 3-10.樟本神社木の本、事代主命五御神体 
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写真 3-8 は、樟本神社木の本の事代主命である。写真 3-9 は樟本神社木の本の事代主命の表札、写真 3-10 樟本神社「木

の本」の事代主命五御神体である。渋川神社と樟本神社の末社測量において、樟本神社「木の本渋川神社と樟本神社の高

さは、最大 8.59m、平均 2.22m、最小 0.23m で、間口は最大 6.03m、平均 1.46m、最小 0.53m で、そして、奥行きは最大

6.38m、平均 1.95m、最小 0.79m である。樟本神社木の本の末社では、 高さ 3.8m、間口 1.77 および奥行き 2．32m で

あることから比較すれば、渋川神社の稲荷神社と樟本神社南木の本の日羅寺より小さいあたいであり、その他の末社よりは

大きいことが確認された。 
 

4. 樟本神社（木の本）の鳥居写真と数値解析 
 
4-1. 樟本神社（木の本）、鳥居の写真と考察 
 

   

図 4-1. 樟本神社木の本の配置図 写真 4-1.樟本神社木の本、正門赤色鳥居 写真 4-2.樟本神社木の本、正門鳥居の脚部 

 
図 4-1 は樟本神社「木の本」の配置図で、写真 4-1 は樟本神社「木の本」、正門赤色鳥居で、写真 4-2 は樟本神社木の

本、正門鳥居の脚部である。 
 

 
写真 4-3 は樟本神社「木の本」の戎神社鳥居で、写真 4-4 は樟本神社「木の本」の戎神社鳥居末社事大主と灯篭と樹木

で、写真 4-5 は樟本神社「木の本」の戎神社鳥居の上部である。 
 

4-2. 飛鳥時代の 4 天皇陵の鳥居 
 

  

写真 4-6.第 30 代敏達天皇 写真 4-7. 第 31 代用明天皇 写真 4-8. 第 32 代崇峻天皇 写真 4-9. 第 33 代推古天皇 

   
写真 4-3.「木の本」戎神社鳥居 写真 4-4.「木の本」戎神社鳥居事大主 写真 4-5.「木の本」戎神社鳥居の上部 
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飛鳥時代の 4 天皇御陵の鳥居について、写真 4-6 は第 30 代敏達天皇で、写真 4-7 は第 31 代用明天皇、写真 4-8 は

第 32 代崇峻天皇および写真 4-9 は第 33 代推古天皇陵の鳥居である。鳥居の構造は 2 本柱に 2 本横木（笠木と貫）から

構成。神明系には、笠木の下に島木の無、笠木の反りの無。貫は出ない（中山鳥居）の区分がある。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）の区分ができるので、次の区分から判断すれば、神明系黒木：素木鳥居に類似

していると想定できる。 
 

4-3. 中国と韓国の南部にある鳥居 
写真 4-10 は、西泠印社（せいれいいんしゃ）は、中国浙江省の杭州市郊外、西湖に浮かぶ島・孤山の麓にある篆刻を中

心とする学術団体・関連企業・庭園の名称。「西泠」の名は対岸との間にかかる橋「西泠橋」の袂に本社があることによる。写

真 4-11 は、六和塔は、中国浙江省杭州市に建てられた塔。 杭州市街の南方、銭塘江沿いの月輪山に位置する。高さ

59.89m、敷地面積約 890 m2。7 階建ての塔身は南宋時代のもので、13 層の外層は清末に増築された。 
 

 

写真 4-10.中国杭州市、黄

龍洞公園の鳥居 
写真 4-11.中国杭州市、西怜

印社の鳥居 
写真 4-12.韓国慶尚南道、伽耶

山海印寺鳥居、八万大蔵経 
写真 4-13. 韓国金海市、駕洛国王

の鳥居 
 
写真 4-12 は、八万大蔵経の納められた伽耶山海印寺。遺産形態, 文化遺産。遺産名称, 八万大蔵経の納め。遺産規模, 

東西幅 150m 南北奥行 300m。所在地は大韓民国慶尚南道陜川郡にある。写真 4-13 は、駕洛国、金官伽耶・金官加羅・

任那加羅ともいい、現在の韓国の慶尚南道金海市に有ったとされ、その前身は『三国志』の狗邪韓国であると考えられてい

る。 
 

5. 樟本神社（木の本）の鳥居の観察 
 

樟本神社は、大阪府八尾市にある神社である。この神社は、延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡鎮座」

と記される式内社である。現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座している。 
樟本神社においては、第一に「木の本」は、木の本一丁目の旧木本集落内に鎮座する。南木本の樟本神社からひとつ南

の辻を西へ辻二つ分進んだところにある。第二に「北木の本」は、旧大阪中央環状線沿い西側に位置する。境内に物部守

屋の首を洗ったと伝わる池がある。境内中央に児童公園があり、奥に小さな社殿がある。三社のうちでは規模が最も小さい。 
 第三に「南木の本」は、旧大阪中央環状線 木本交差点から少し南の市道沿い西側に位置する。境内北側に社殿がある。

境内南側に黄檗宗の仏教寺院である日羅寺があり、本尊は薬師如来像。第 30 代敏達天皇が百済から呼び戻した日羅にこ

この土地を与え、日羅はこの地に寺を建立し、薬師如来像を安置したと伝えられる。 
 

表 5-1.  樟本神社鳥居の構造観察 
 

神社名 鳥居名 
反り 

増し 
笠木 島木 台輪 楔 

額

束 
貫 

根巻・ 
亀腹 

1 樟本神社木の本 木本正面 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
2 樟本神社木の本 木の本戎 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
3 樟本神社北木の本 北木正面 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
4 樟本神社南木の本 南木正面 有 角形直線 角形直線 無 有 有 四角外角 有 
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樟本神社の特徴として、次のように要約できる。①樟本神社鳥居の反り増しは、すべて有で明白に認められる。②樟本神

社鳥居笠木は角形直線で、③樟本神社鳥居の島木は、すべて角型曲線であることが認められる。④樟本神社鳥居の台輪は、

すべて無である。⑤樟本神社鳥居の楔は、すべて有である。⑥樟本神社鳥居の額束は、すべて有である。⑦樟本神社鳥居

の貫(ぬき)は、四角外側である。⑧樟本神社鳥居の根巻・亀腹は、すべて有である。 
 

6. 渋川神社鳥居の計測分析と考察 
 
6-1. 樟本神社の鳥居の計測値 

表 6-1 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 6-1. 樟本神社の鳥居測量（m） 
 

神社名 鳥居名 
柱断面 柱間 

距離 
貫の高さ 笠木の高さ 

円周 直径 下点 上点 下点 上点 頂点 

 a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 
1 樟本神社木の本 木本正面 1.092 0.375 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 4.85 
2 樟本神社木の本 木の本戎 0.821 0.261 1.91 2.11 2.31 2.57 2.71 2.81 
3 樟本神社北木の本 北木正面 0.961 0.305 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 3.34 
4 樟本神社南木の本 南木正面 1.091 0.335 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 3.93 
 最大値  1.09 0.38 3.04 3.65 3.95 4.51  4.62  4.85  
 平均値  0.99 0.32 2.61 2.82 3.07 3.44  3.59  3.73 
 最小値  0.82 0.26 1.91 2.11 2.31 2.57  2.71  0.82 

A 樟本神社北木の本 中間の鉄製 0.451 0.141 2.77 2.58 2.66 3.54 3.63 4.07 
B 樟本神社南木の本 中間の鉄製 0.444 0.135 2.67 2.33 2.42 3.57 3.75 4.37 
C 樟本神社南木の本 社殿前鉄製 0.444 0.135 2.69 2.01 2.11 3.26 3.46 4.01 

 
樟本神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.09m、直径 0.38m、柱間距離 3.04m である。貫の高さは下点 3.65m と上点

3.95m である。笠木の高さは下点 4.51m、上点 4.62m と頂点 4.854m である。樟本神社鳥居の平均値では、柱の円周

0.99m、直径 0.32m、柱間距離 2.61m である。貫の高さは下点 2.82m と上点 3.07m である。笠木の高さは下点 3.44m、

上点 3.59m と頂点 3.73m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.82m、直径 0.26m、柱間距離 1.91m である。

貫の高さは下点 2.11m と上点 2.31m である。笠木の高さは下点 2.57m、上点 2.71m と頂点 0.82m である。この測量時は、

渋川神社社殿裏 4 の鳥居と同様な値である。この基準以外に、樟本神社木の本、樟本神社南木の本には、鉄製の鳥居が

確認できた。 
 

6-2. 樟本神社（木の本）、鳥居の柱直径と高さの回帰方程式 
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図 6-1. 樟本神社（木の本）の柱と高さの測量 図 6-2. 樟本神社（木の本）の鳥居の高さ 
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図 6-1 は、鳥居の直径・柱間距離・貫と笠木の高さを表示している。ここで、木の本の正門のデータは木の本戎よりもはる

かに大きい値であることが理解できる。図 6-2 は樟本神社（木の本）の柱と高さの測量値である。ここでは、直径と中間距離を

省いた純粋な高さのみを比較した。その結果、計数化した傾向は回帰方程式を用いて解明できたのである。その結果、「木

の本」正面の鳥居は「木の本」戎の値は比例していることが判明した。 

 
6-3. 渋川神社と樟本神社、鳥居の柱の直径と高さとの回帰方程式 

図 6-3 は、渋川神社と樟本神社における貫の高さと柱の直径との関係（計算値と測定値）である。式 6-1 と式 6-2 の勾配は、

それぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した

（図 6-3）。ゆえに、式 6-1 と式 6-2 の決定係数は、共に 1.000 である。 
 
Y(貫の高さ：上・計×) = 9.9(柱の直径) -8E-15 ……決定係数(R2 =1.000) …測量値………(6-1) 
Y(貫の高さ：下・計■) = 9.1(柱の直径)      ……決定係数(R2 =1.000) …測量値………(6-2) 

 

  
図 6-3.渋川神社と樟本神社、貫の高さと柱の直径との関

係（計算値と測定値） 
図 6-4.渋川神社と樟本神社、貫の高さと柱の直径との関係

（測量値） 

 
図 6-4 は、渋川神社と樟本神社における貫の高さと柱の直径との関係（測量値）を表示している。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 6-3 と式 6-4 の決定係数は、それぞれ 0.888 と 0.867 で、ほぼ同じ値である。貫上高

さの勾配は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。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、次のような

回帰方程式を与えられる。 
 

Y(貫の高さ：上・測▲) = 5.826(柱の直径) +1.256  ……決定係数(R2 =0.888) …測量値……（6-3) 
Y(貫の高さ：下・測◆) = 5.139(柱の直径) +1.212  ……決定係数(R2 =0.867) …測量値……(6-4) 

 
図 6-5 は、渋川神社と樟本神社における笠木の高さと柱の直径との関係（計算値と測定値）である。本実験は、外山計算

より大きい値であることが確認された。式 6-5 と式 6-6 の決定係数は、それぞれ 1.000 と 1.000 で、同じ値である。貫上高さ

の勾配は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。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、次のような

回帰方程式を与えられる。 

  
図 6-5.渋川神社と樟本神社、笠木の高さと柱の直径との

関係（計算値と測定値） 
図 6-6.渋川神社と樟本神社、笠木の高さと柱の直径との

関係（測量値） 
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Y(笠木の高さ：上・計－) =11.8(柱の直径) -1E-14 ……決定係数(R2 =1.000) …推定値………(6-5) 
Y(笠木の高さ：下・計●) =11.2(柱の直径) -2E-14  ……決定係数(R2 =1.000) …推定値………（6-6) 

 
図 6-6 は渋川神社と樟本神社における笠木の高さと柱の直径との関係（測量値）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 6-7 と式 6-8 の決定係数は、それぞれ 0.911 と 0.890 である。式 6-7 の決定係数は、式 6-8
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相違点が判明した。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、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

Y(笠木の高さ：上・測) = 7.105(柱の直径) -1.358  ……決定係数(R2 =0.911) …測量値……（6-7) 
Y(笠木の高さ：下・測) = 6.720(柱の直径) -1.326  ……決定係数(R2 =0.890) …測量値……(6-8) 

 
6-4. 渋川神社・樟本神社と西淀川区鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

八尾市にある渋川神社は 16 基で、樟本神社の木の本は 2 基で、樟本神社の南木の本は木製と鉄製で 2 基、樟本神社

の南木の本は鉄製 2 を含め 3 基で，合わせると 23 基である。これらの中で、正面鳥居のみ選択して八尾市と西淀川神社の

正面鳥居比較を表 6-2 に表示した。 
 

表 6-2.八尾市の渋川神社と樟本神社と西淀川神社の正面鳥居比較（m） 
 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点

1 
八
尾
市 

渋川神社 4.00  4.07  4.50  5.03  5.27  
2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 
3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 
4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 
5 

西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 
6 田蓑神社 3.05 3.13 3.41 3.97 4.12 
7 姫嶋神社 3.30 4.01 4.30 5.05 5.25 
8 大和田住吉神社 3.59 3.68 4.04 4.48 4.88 
9 福住吉神社 2.79 2.79 3.05 3.40 3.73 
10 鼻川神社 3.90 3.70 4.08 4.57 5.04 
11 五社神社 2.86 2.83 3.13 3.67 3.83 
12 大野百島神社 2.88 2.99 3.28 3.64 4.02 
  最大値 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  
  平均値 3.28  3.42  3.74  4.25  4.51  
  最小値 2.53  2.48  2.72  3.05  3.22  

 
鳥居の最大値では、貫の高さは下点 4.74m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上点 6.27m である。この

最大値は、1382年に建立した西淀川区野里住吉神社である。鳥居の平均値では、貫の高さは下点 3.42mと上点3.74mで

ある。笠木の高さは下点 4.25m、上点 4.51m である。平均に近い値は、1313 年に建立した西淀川区大和田住吉神社であ

る。鳥居の平均値では、貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。ここ

れらの値は、八尾市樟本神社北木の本で、建立は不明である。 
図 6-7 は、表 6-2 から神社鳥居である笠木の高さと柱間距離との関係を表示し回帰分析を行った。柱間距離は、2.53～

4.45m の範囲で、平均 3.28m である。貫高さは、下点の範囲(2.48～4.74m、平均 3.42m)と上点の範囲(2.72～5.15m、平

均 3.74m)である。笠木高さは、下点の範囲(3.05～6.02m、平均 5.25m)と上点の範囲(3.22～6.27m、平均 4.51m)であ

る。 
 

図 6-7 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠上高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。

笠木上点である系列X表示と実線は、西淀川区神社の直線方程式であり、笠木上点である系列▲表示と実線は、八尾市神
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社の直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。笠

木上の高さは 11.8a(11.8＝11.2+0.6)に計算する外山晴彦(2008 年)手法を引用した。式 6-9 と式 6-10 の決定係数は、そ

れぞれ 0.878と 0.784 である。式 6-9の決定係数は、式 6-10 より大きい値である。式 6-9 と式 6-10 の勾配は、1.391 と 1.285
である。ゆえに、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 

 
Y(笠木：上西淀 X) = 1.391(柱間距離)- 0.023  ……決定係数(R2 =0.878) …… …(6-9) 
Y(笠木：上八尾▲) = 1.285(柱間距離)-0.206  ……決定係数(R2 =0.784) …………(6-10) 
 

図 6-7 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と笠下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。

笠木下点である系列■表示と点線は、西淀川区神社の直線方程式であり、笠木下点である系列◆表示と点線は、八尾市西

南地域神社の直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えら

れる。笠木下の高さは 11.2ｄ(11.2＝9.9+1.31:ｄは柱の直径)である。また、笠木上の高さは 11.2+0.6＝911.8 で計算する外

山晴彦(2008 年)手法を引用した。式 6-11 と式 6-12 の決定係数は、それぞれ 0.818 と 0.733 である。式 6-11 の決定係数

は、式 6-12 より大きい値である。式 6-11 と式 6-12 の勾配は 1.340 と 1.225 である。ゆえに、外山手法の計算値に近いこと

が判明した。 
 
Y(笠木：下西淀■) = 1.340(柱間距離)- 0.141  ……決定係数(R2 =0.818) …… …(6-11) 
Y(笠木：下八尾◆) = 1.225(柱間距離)-0.211  ……決定係数(R2 =0.733) …………(6-12) 
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図 6-7. 八尾と西淀川神社の笠木比較（m） 図 6-8. 八尾と西淀川神社の貫比較（m） 
 

図 6-8 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫上高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。

貫上点である系列 X 表示と実線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫上点である系列▲表示と実線は、八尾市神社の

直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫上の

高さは(9.1+0.8)＝9.9ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦((2008)年)手法を引用した。式 6-13 と式 6-14 の決定係数は、

それぞれ 0.872 と 0.790 である。式 6-13 の決定係数は、式 6-14 より大きい値である。式 6-13 と式 6-14 の勾配は 1.140 と

1.107 である。ゆえに、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 
 

Y(貫：上西淀 X) = 1.140(柱間距離)- 0.018  ……決定係数(R2 =0.872) …… …(6-13) 
Y(貫：上八尾▲) = 1.107(柱間距離)-0.152  ……決定係数(R2 =0.790) …………(6-14) 

 
図 6-8 は、鳥居の柱間距離(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量値を図示した。

貫下点である系列■表示と点線は、西淀川区神社の直線方程式であり、貫下点である系列◆表示と点線は、八尾市神社の

直線方程式である。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、次のような回帰方程式を与えられる。貫下の

高さは 9.1ｄ（ｄは柱の直径）に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。式 6-15 と式 6-16 の決定係数は、そ

れぞれ 0.841 と 0.752 である。式 6-15 の決定係数は、式 6-16 より大きい値である。式 6-15 と式 6-16 の勾配は 1.053 と

0.977 である。ゆえに、外山手法の計算値に近い相違点が判明した。 
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Y(貫：下西淀■) = 1.053(柱間距離)- 0.047  ……決定係数(R2 =0.841) …… …(6-15) 
Y(貫：下八尾◆) = 0.977(柱間距離)-0.244  ……決定係数(R2 =0.752) …………(6-16) 

 

7. 樟本神社（木の本）の灯籠と考察 

 

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。園路沿いに設置するのが一般的。適切な固定措置をとらないと地震時には倒壊する危険性が高い。 雪見型…
雪見とは｢浮見｣が変化した語である。竿と中台が無い為、高さが低い。主に水面を照らすために用いられるので笠の部分が

大きく水際に設置することが多い。足は 3 本のものが主流。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。州浜や護岸石組の突端に設置する。灯台を模したものである。 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。その為、高さの調節が可能である。露地で使用される。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。た

だし、織部灯籠をキリシタン遺物と結びつける説が現れたのは昭和初期からであり、否定的な学者も多い。 
 

  
地図 7-1.樟本神社（木の本）の配置図 地図 7-2.樟本神社（木の本）の配置図 

 
地図 7-1.は、樟本神社（木の本）の配置図である。この地図は、やお歴民友の会石造物部会、2008 年を引用した。地図 7-2.
は、現在の八尾市にある樟本神社（木の本）の配置図である。地図 7-2.にある石灯籠について次のように説明する。 
 

   
写真 7-1.樟本神社「木の本」本殿前の右灯籠 写真 7-2.樟本神社「木の本」、本殿前 写真 7-3.樟本神社「木の本社」、燈籠 2 基 2 段

 
写真 7-1 は、樟本神社「木の本」本殿前の右灯籠で、写真 7-2 は、樟本神社「木の本」本殿前で、写真 7-3 は、樟本

神社「木の本社」燈籠 2 基 2 段である。 
 

   
写真 7-4.樟本神社「木の本社」、社殿左 1 基 2 段 写真 7-5.樟本神社「木の本社」、社殿右 1 基 2 段 写真 7-6.樟本神社「木の本社」、事代主命前
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写真 7-4 は、樟本神社「木の本社」社殿左 1 基 2 段で、写真 7-5 は、樟本神社「木の本社」社殿右 1 基 2 段で、写真 7-6
は、樟本神社「木の本社」事代主命前である。表7-1は、樟本神社の石燈籠測量（m）である。樟本神社内の石灯籠の高さは

左側では、樟本神社北木の本社殿右 2.43m であり、右側 2.61m で、構造は 3 段、天保 7 年 1836 年に建立している。 
 

表 7-1.樟本神社の石燈籠測量（m） 
 神社名 場所 左側 右側 構造 建立年月 寄贈者 
1 樟本神社木の本社殿前 木本社殿 2.21 2.16 2 基 2 段 文化 2 年 1810 年   

2 樟本神社木の本事代主命   木本事代 2.01 2.15 2 段 平成 12 年 1999 年 福中清三郎・吉井彰 

3 樟本神社北木の本 社殿右  北木社殿 2.43 2.61 3 段 天保 7 年 1836 年   

4 樟本神社南木の本 正門 南木正門 2.01   3 段     

5 樟本神社南木の本日羅寺前 南木日羅 1.97 2.04 1 段     

 
ここで、木の本社は北木の本よりも 20%低い燈籠になっている。樟本神社木の本事代主命は、平成 12 年 1999 年に福中清三郎・吉井

彰氏によって寄贈されている。 
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図 7-1. 渋川神社と樟本神社の鳥居の高さ 

 
図 7-1 は、渋川神社と樟本神社の鳥居の高さである。ここでは、渋川神社の正面にある燈籠は非常に高く、4.15m から

3.51m の範囲内にある。これから比べると、木の本の高さはその半分程度である。 
 

8. おわりに 
8-1.樟本神社（木の本）と物部（守屋）との関係  

延喜式神名帳は、樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、志紀郡鎮座である。主祭神は、布都大

神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命である。勧請神は、物部氏守屋の神とする。神社創建は、崇峻天皇 2（587）年

に物部守屋滅亡頃。古墳時代以前に遡るか不祥？である。社格等は、式内小社、例祭：7 月 15 日、10 月 9 日である。関係

氏族は、物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領地)である。鎮座地移転は、最初は木本村に三座、北木本が

分村し、さらに南木本が分村である。祭祀対象は、本来は木霊（木魂）である。 
 
8-2. 樟本神社「木の本」の社殿建築と神木  

樟本神社「木の本」は権現造で、本殿拝殿と社務所がある。社殿の幅は 6.04ｍで、社殿の奥行きは 14.25ｍである。樟本

神社「木の本」の本殿幅は、渋川神社、樟本神社「北木の本」と樟本神社「南木の本」より小さい幅である。奥行きは、渋川神

社と樟本神社「北木の本」より狭く、樟本神社「南木の本」より大きい広い幅である。鰹木は直列型、計 3 本で、千木は、千木

を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る）である。神木の円周は 3.99ｍで、渋川神社より小さく、樟本神社「北木の本」と樟

本神社「南木の本」より大である。 

 

－ 94－



 17

8-3. 樟本神社「木の本」の鳥居 
樟本神社「木の本」鳥居の最大値では、柱の円周 1.09ｍ、直径 0.38ｍ、柱間距離 3.04m である。 

 

 
図 8-1.渋川神社と樟本神社鳥居の柱間隔と高さとの関係 

 
鳥居の高さ（ｙ）と柱間隔（X）との関係式は、笠木上では y = 1.1419x + 0.6266（R² = 0.9326）、 笠木下では y = 1.0809x + 

0.6326（R² = 0.9133）、貫上では y = 0.9432x + 0.6422（R² = 0.9229）および貫下では y = 0.8363x + 0.6611（R² = 0.9109) で

ある。傾斜の順位は、笠木上 1.142、笠木下 1.081、貫上 0.943 および貫下 0.836 である。これは鳥居の高さが高くなるにつ

れ大である。さらに、決定係数の順位は、笠木上 0.932、笠木下 0.913、貫上 0.923 および貫下 0.911 である。これは鳥居の

高さが高くなるにつれ大である。この値からみると、笠木と貫の上部が大きく、笠木と貫の下部が小さいことが確認できた。 

 

8-4. 全国と「渋川神社と樟本神社」と西淀川区の鳥居の高さ 
図 8-2 は全国の主な神社と西淀川区の鳥居の高さである。グラフの右上にあるのは、全国で最も高い神社の鳥居である。

直線より左側にある鳥居は５基である。これは、標準値より上方へシフトしていることが分かる。地域の区画整理等の環境の

変化によることもあれば、鳥居設計者による思想であるかもわからない。そのため、グラフ下は各神社のデータとの区分が明

白になっている。この中で、熊野本宮の鳥居は、33.8m で国内最高である。次に高い鳥居は、大宮神社(33.2m)であること

が確認された。このようなことを比較すれば、西淀川区内にある鳥居は約 7m 以下である。すなわち、熊野本宮と大宮神社の

高さは、西淀川の神社よりも約 4～5 倍であることが確認された。図 8-3 は、全国と渋川神社と樟本神社と西淀川区の鳥居の

高さである。全国の主な神社と西淀川区の鳥居の高さについて考察を行うと、木の本正面と木の本戎の鳥居の高さは極めて

低い高さである。 
 

 
図 8-2.全国の主な神社と西淀川区の鳥居の高さ 図 8-3.全国と渋川神社と樟本神社と西淀川区の鳥居の高さ

 
8-5. 樟本神社「木の本」の石灯籠 

樟本神社「木の本社」社殿左 1 基 2 段で、樟本神社「木の本社」社殿右 1 基 2 段で、樟本神社「木の本社」事代主命前に

ある。樟本神社「木の本」の石灯籠は、木の本社は北木の本よりも 20%低い燈籠になっている。渋川神社の正面にある燈籠

は非常に高く、4.15m から 3.51m の範囲内にある。これから比べると、木の本の高さはその半分程度である。 
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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 
-物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、仏教戦争、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語- 
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History of the Kusumoto (Kita-Kinomoto) Shrine and its Torii,  
 Buddhism Battlefield of Ancient State Formation Term, 

Yao-City, Osaka 
―Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation in 

 Japanese-English-Korean-Chinese of History, Ancient Buddhism War Place ― 
Isao SAWA*・Tomizou MIZUNO**・Amon KAJITA***・Yoshiaki KOEZUKA*  

 
ABSTRACT 

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Kushumoto (Kinomoto) Shrine. 
Furthermore, the origin of Kushumoto (Kita-Kinomoto) Shrine translated multilingual translation (Japanese, English, 
Korean and Chinese) that supported the globalization era. About Shinto shrine environment, the writer analyzed data 
by a scientific management method. Moriya Mononobeno is a family of the Kawachi country and is a stronghold of 
Uematsu-cho and Kinomoto-cho in Yao-city. Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a powerful family of the 
Asuka era when I did it and died of Buddhism war with Umako Sogano.  

Umako Sogano was appointed in the times of in a politician of the Asuka era, nobles and Emperor Bidatsu, Emperor 
Yōmei, Emperor Sushun and Emperor Suiko by a minister. And Umako Sogano and Prince Shotoku won in Buddhism 
war with Moriya Mononobeno. Finally Prince Shotoku which is the politician of the Emperor Bidatsu (574 age)-Empress 
Suiko (622 age) times is the royalty in the Asuka era, a prince of the Emperor Yomei. I performed politics in collaboration 
with Umako Sogano as regency at the same time and adopted culture and the system of the continent in international 
strain. 

As a result of having investigated cultural heritage of the Kusumoto(Kita-Kinomoto) Shrine which is ancient Buddhism 
battlefield, the writers are as follows. In other words, it is the activity power of the Moriya Monono－beno whole families, 
History of Kusumoto (Kita-Kinomoto) Shrine, the building of the main shrine, analysis of Torii. 
 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語 

 Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of History，Main shrine 
consideration  
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 97-106 pp］ 
 

1. はじめに 
 
 前揚論文「大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社(木の本)の由来と鳥居-物部守屋・蘇我馬子・聖徳

太子、仏教戦争、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語-」について、樟本神社（木の本）から分析してできた樟本神社（北木の

本）についての調査研究である。「木の本」同様、物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる地である。蘇我氏との

“仏教戦争”に敗れた物部守屋の首を洗ったと伝わる「守屋首洗池」が境内に残っており、往時をしのばせる。 
古代、八尾市・樟本神社の周辺は地元・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
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地である。我々は、そうした歴史背景を抑えつ樟本神社（北木の本）の社殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータを解析した。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

づけた仏教戦争の主要舞台としての多角的にとらえ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。 
  
本神社（北木の本）の概要と特徴 
1. 延喜式神名帳： 樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、 志紀郡鎮座 
2. 現社名： 樟本（くすもと）神社、北木の本社 
3. 主祭神： 古来は木霊で、その後、布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命、 『河内志』「並布都明神」、 

『河内各所図会』「布都明神と称して物部守屋の霊を祭る」、 
 『大阪府神社明細帳』「布都大神」                           
4. 勧請神： 物部氏守屋の神とし大連守や城墟である 
5. 宮 司： 永井 誠子  
6. 神社創建： 崇峻天皇 2（587）年に物部守屋滅亡頃。 

古墳時代以前に遡るか謎。 
7. 社格等： 式内小社。旧社格：村社。例祭：不詳 
8. 関係氏族： 物部守屋（日本古来の神勢力）氏  

(物部守屋の旧領地) 
9. 鎮座地： 〒581-0041 八尾市北木の本 5-73 
10. 鎮座地移転： 最初は木本村に三座、北木本が分村し、 

さらに南木本が分村した 
11. 緯 度： 34 度 36 分 18 秒最南、135 度 35 分 12 秒、標高 10m 
12. 通 信： 連絡先 水野富蔵 090-3921-3008(関大八尾支部顧

問） 
13. 路 線： JR 大和路線 八尾駅 2.0km、 

地下鉄谷町線八尾南駅 0.6km 
14. 境内末社： 稲荷（いなり）大明神、1 社 
15. 祭祀対象： 本来は木霊（木魂） 
16. 社 殿： 本殿と拝殿、権現造    
17. 鰹 木： 鰹木はＴ字型、各 1 本、計 3 本 
18. 千 木: 千木を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る） 
18. 鳥 居： 1 基、最高 3.34m 
19. 石燈籠： 1 基、最高 2.21m 
20. 備 考：  

現在の八尾市北木の本（旧丹北郡）、北木の本、南北木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座している。八尾空港の北の平

地住宅地の中に三社が散在。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。境内に児童公園がある。物部

守屋の首を洗ったと伝わる守屋首洗池 （池円周 19.15m、径 5.91、池深さ 1.18m）がある。三社では小規模。境内には大

楠木がある。武人と政治家の物部守屋は、蘇我馬子との力量が比較できる。 
天皇家より遥かに古い時代よりこの地を開拓してきた豪族である物部氏の大連は、大陸・半島からの新しい文化特に仏

教へ対応できず、ここに滅び去った。この地を中心に多くの物部支族がいたが、全面的に皇室・蘇我連合に反抗していな

い。物部氏が河内に展開して以来、支族が力をつけており、本家の頭領とは言え、守屋は絶対視されていなかった。物部

の本貫地をあえて太子堂として聖徳太子の威光・威徳をもって、住民を慰撫したのかも知れない。 

 
地図 1. 古代河内国で、現 JR 八尾駅付近。古代の

仏教戦争地、渋川神社と樟本神社 

北木の本 北木の本
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 論文では、樟本神社（北木本）及び周辺の文化遺産を調査した結果を①八尾の今昔②物部氏（守屋）一族の系図と活動

勢力③樟本神社（北木本）の由来④同神社の社殿と末社の建築物⑤同神社の鳥居写真と数値解析⑥神社由来の多国語

翻訳―の順で論述した。 
 

2. 樟本神社（北木本・守屋首洗池）由来 
2-1. 樟本神社（北木本・守屋首洗池）由来 

大和時代〔西暦 587年〕蘇我馬子は天皇家と結びつき聖徳太子らと共に阿都の地の物部守屋を攻めてきたとき、聖徳太

子が迹見赤擣に鏑矢をさして、物部守屋を射させたところ、その矢が物部守屋の胸にあたり、秦 河勝がその首をとって、

この池で洗って聖徳太子の見参に入れたといわれている。俗に「守屋首洗池」という。 
この近辺には、鏑矢をもって、射させてところに(弓)代塚があり、物部守屋の胸にあたり、鏑矢が落ちたところに鏑矢塚が

ある。樟本神社（くすもとじんじゃ）は、大阪府八尾市にある神社。延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡

鎮座」と記される式内社であり、現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座して

いる。旧大阪中央環状線（旧八尾藤井寺線）沿い西側に位置する。境内に物部守屋の首を洗ったと伝わる直径約 3m の

池がある。境内中央に児童公園があり、奥に小さな社殿がある。三社のうちでは最も規模が小さい。神社掲示板。 
 
2-2. 樟本神社（北木の本）由来  

当社は延喜7年（西暦907年）の延喜式新名帳の樟本神社三座の一つとして記載されている式内社である。大和時代、

用明天皇の御代、この付近一帯は物部氏の住地であった。物部守屋が本拠地である稲村の守護神として崇めていた布都

大神と布都大明神として奉祀されたものと伝えられる。紀、記、古伝によると悪疫除霊を祓い、病気平癒、又、鍬、靱を司る

農耕・武の神として広く村民の崇敬を受け現在に至っている。水野清慈・八尾菊花ライオンズクラブ（写真 2-1）。 
 

2-3. 樟本神社（北木の本）由来  
当社の創建年月は詳らかではないが、延喜式内神社で、物部氏の神とする。古の木本の里は大連守屋城墟であるとの

説により、この名があるものと思われる。神社庁 
 

  
写真 2-1. 八尾菊花ライオンズクラブ 写真 2-2.神社入口の掲示板 

 
2-4. 樟本神社（北木本・守屋首洗池）由来 
 境内に入ってすぐ右に小さな池（水は涸れている）があり、その前に“守屋首洗池”（だいぶ摩耗している）と刻した自然石

の碑が立っている。当社社務所の壁に貼られた案内には、「（蘇我馬子らが物部守屋を攻めたとき）、聖徳太子が迹見赤擣

に鏑矢をもって、物部守屋を射させたところ、その矢が守屋の胸に当たり、秦河勝がその首をとって、この池で洗って聖徳

太子の見参に入れたという」との伝承を記している。同じ、守屋の首洗池と称する古池が太子堂の大聖勝軍寺にもある。い

ずれも後世になっての創作であろう。ただ、聖徳太子が矢を射て守屋を倒したとの伝承は、金春禅竹（1405--71）の明宿集

にもあり、室町の頃には広く知られていたらしい。http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html 
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表 2-1. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石（m） 図 2-1. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石（m）  
 

石 碑 石碑円周 石碑直径 石碑高さ

1 石碑上部 1.31 0.417 0.73C 

2 石碑中部 1.26 0.401 0.55R 

3 石碑下部 1.26 0.401 0.55L 

4 石碑地面 1.12 0.357   
  

 
表 2-1 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石である。図 2-1 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石である。

石碑円周と石碑直径は地面から上部になるにつれ大きくなる傾向である。すなわち、石碑円周は 1.12m から 1.31m の範

囲で、差は 0.19m ある。石碑直径は 0.357m から 0.417m で、差は 0.06m である。 
 

表 2-2. 守屋首洗池測量値（m） 
 池円周 池直径 池深さ 池対角線 池の所在地 
1 19.15 6.11 1.18  樟本神社（北木の本）

2 16.25 多角形 0.75 4.60,5.20 勝軍寺 
 

表 2-2 は樟本神社北木の本と勝軍寺にある守屋首洗池測量値である。池円周は 19.15m と 16.25m で、差は 2.9m で

ある。池深さは 1.18m と 0.75m で、差は 0.43m である。勝軍寺の池直径は多角形のため不能で、池の対角線を測量する

と 4.6m と 5.2m であることが確認した。 
 

   
写真 2-3.物部守屋首洗池と右の記念碑 写真 2-4.物部守屋首洗池の前は公園 写真 2-5.物部守屋首洗池の記念碑 
 
写真2-3.物部守屋首洗池と右の記念碑で、写真2-4.物部守屋首洗池の前は公園で、写真2-5.物部守屋首洗池の記念碑

である。 
 
2-5. 樟本神社（北木の本）の日文由来と今昔 

樟本（くすもと）神社（北木の本）は、延喜式に記載された式内社（しきないしゃ）である。今の祭神は樟本神社（木の本）と

同様に布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日命（にぎはやひみこと）を祀っている。「木の本」から最初に分かれてできた社

である。神社創建は、不詳である。境内には物部守屋（もののべのもりや、587 年死亡）の首を洗ったと伝えられる円周

20m・直径 6m・深さ 1.2m ほどの池がある（現在の池は雨水のため涸れてない）。池の傍には「守屋首洗池」と刻した自然
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石の碑が立っており、社務所の案内板には次のような趣旨の伝承が記されている。 
 蘇我馬子（そがのうまこ：626 年死亡）・聖徳太子（しょうとくたいし：622 年死亡）軍が物部軍を攻めたさい、聖徳太子が

迹見赤擣（とみのいちい：聖徳太子の舎人）に鏑矢で守屋を射させたところ、胸にあたって倒れ、秦河勝（はたのかわかつ：

聖徳太子を補佐）がその首を取ってこの池で洗い、聖徳太子にお見せした―という。古くから軍事部族として栄え、勇猛を

誇った物部軍も首領・守屋の死で総崩れとなり、一族は滅亡の途をたどる。明治の神仏分離によって寺は廃絶、神社は樟

本神社（北木の本）とし現在にいたっている。 
鎮座地は、〒581-0041 八尾市北木の本 5-73 である。緯度は、34 度 36 分 18 秒最南、135 度 35 分 12 秒と標高は

10m である。交通は、JR 大和路線「八尾駅」2.0km、地下鉄谷町線「八尾南駅」0.6km である。境内末社は、稲荷（いなり）

大明神のみである。社殿は、本殿と拝殿、権現造（ごんげんづくり）である。例祭は不詳である。 
 3 社のうち、境内の規模は最も小さいが、中央には児童公園があり、奥に小さな社殿も残っている。境内には「大楠木」が

ある（表 2-3）。 
 

表 2-3. 大阪府八尾市、樟本神社（北木の本）の詳細資料 
主祭神 布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命 
延喜式神名帳 樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、 河内国、志紀郡鎮座 
神社創建 崇峻天皇 2 年（587）に物部守屋滅亡頃 
関係氏族 物部氏(もののべうじの旧領地) 
例祭 不詳、社殿は、本殿と拝殿、権現造 
鎮座地 581-0041 八尾市北木の本 5-73 社格等 式内小社 
緯度と標高 34 度 36 分 18 秒最南、135 度 35 分 12 秒と標高は 10m 
境内末社 稲荷大明神   
備考 境内の規模は最も小さい、中央には児童公園、奥に小さな社殿。 
電話番号・FAX  旧社格 村社 

ホームページ 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/ 

dai6sibu/yao-city/m13_35_yao_kusumoto.html 

交通手段 JR 大和路線「八尾駅」2.0km、地下鉄谷町線「八尾南駅」0.6km 

 
2-6. 樟本神社（北木の本）の英文由来と今昔 

Kita-kinomoto Shrine of Kushumoto shrine is the sikinai-sha which listed in table of the engishiki-shrine in 
the middle of the Heian era. Futsuno-ookami and Nigihayahiko-mikoto have been enshrined. Kusumoto 
shrine consists of three shrines, kitakinomoto which was first isolated from Kinomoto, and minami-kinomoto. 
But its foundation is un known. There is a pond called ‘ Moriya’s kubiarai-ike ’of around 20meters, in this 
shrine. 
Its origin is as follows. Sogano-umako and Prince Shotoku have attacked Mononobe,and are won. Tominoichi 
of Prince’s liege washed in this pond the head of Mononobe who was killed in the war.  As a result, 
Mononobe’s influence waned. And in Meiji era, its current form by separating Shinto and Buddhism was born. 
The shrine is located in kita-kiomoto, Yao-city. The nearest station is ‘Yao-minami’of subway Tanimati line. 
There are Inari-Okami subordinate shrines. Shrine pavilions was the main hall and worship which was 
gongen-tsukuri. 
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Annual festival is unknown. This shrine is the smallest scale in three shrines. Here is a children’s park, 
small shrine and large camphor tree. 
 
2-7. 樟本神社（北木の本）の韓文由来と今昔（쿠스모토 신사(키타키노모토)의 유래와 현재） 
쿠스모토 신사(키타키노모토)는 헤이안 시대 중기(939～1086 년)에 편성된 엥기식에 있는 전국의 신사의 
일람표(엥기식 신명부: 927 년)에 기재된 진묘쵸우에 기록되어 있는 식내신사이다.  제사 대상은 원래 나무의 
신에게 제사를 지내 왔을 것으로 추정되나 현재의 제신은 쿠스모토 신사(키노모토)와 쿠스모토 
신사(키타키노모토)처럼 보도대신, 니미하야히노 미코토를 모시고 있는 원시 종교이다. 
쿠스모토신사는, 엥기식 신명부에 「지기군 쿠스모토신사 3 좌」가 있었다고 전해져 오고 있는데, 현재의 

「키노모토」 「미나미키노모토」 「키타키노모토」의 쿠스모토 신사 3 사를 가리키고 있고, 「키노모토」로부터 
나머지 2 사가 갈라진 것으로 보여진다. 쿠스모토 신사 (키타키노모토)는 「키노모토」로부터 최초로 분리된 
신사이다. 신사 창건은 모노노베노 모리야 (587 년 사망)의 멸망무렵이지 않을까 하는 의문이있으나 엥기식 
이전으로 정확한 연대는 미상이다. 
경내에는 모노노베노 모리야의 목을 씻었다고 전해지는 원주 20 미터・직경 6 미터・깊이 1.2 미터 정도의 

연못이 있다 (현재의 연못은 빗물 때문에 말라서 없다).연못의 옆에는 「모리야수세지」라고 조각 한 자연석의 
비가 건립되어 있고 사무소의 안내판에는 다음과 같은 취지의 전승이 기록되고 있다.―소가노 우마코 (626 년 
사망)・성덕태자(622 년 사망)의 군대가 모노노베군을 공격했을때, 성덕태자가 적견적도(성덕태자의 시중)에게 
명하여 화살로 모리야를 쏜 결과, 가슴에 맞아 넘어져 하타노카와카츠(쇼오토쿠 타이시를 보좌)가 그 목을 
잡아 이 연못에서 씻어 성덕태자에게 보여줬다-라고 한다. 옛날부터 군사 부족으로서 번창하고 용맹을 자랑한 
모노노베군도 수령 ・ 모리야의 죽음으로 완패가 되어 그 일족은 멸망의 길을 걷게되었다. 관계씨족은 
모노노베노 모리야(일본 고래의 신세력) 씨의 옛 영토지이다. 메이지의 신불분리에 의해서 사찰은 폐사하고 
신사는 쿠스모토 신사(키타키노모토)로 불리어 현재에 이르고 있다. 
진좌지는, (우)581-0041 야오시 기타키노모토 5-73 이다. 위도는 34 도 36 부 18 초 최남단, 135 도 35 부 

12초와 표고는 10 m이다. 교통은, JR다이와 노선 「야오역」2.0 km, 지하철 타니마치선 「야오남역」0.6 km이다. 
경내 말사는,  이나리대명신만 모셔져 있다. 신전은, 본전과 배전 곤겐조이다. 예제는 미상이다. 3 사 가운데, 
경내의 규모는 가장 작지만, 중앙에는 아동 공원이 있고, 안쪽에는 작은 신전도 남아 있다. 경내에는 「큰 
녹나무・오오쿠스 나무」가 있다. 
 

2-8. 樟本神社（北木の本）の中文由来と今昔（樟本神社（北木之本）的由来与现况） 

  樟本神社（北木之本）是编纂于平安时代中期（939-1086 年）的延喜式全国神社一览表（延喜式神名帐，927 年）所记

载的式内社。祭祀对象原为木灵（木魂），而现在与樟本神社（木之本）一样，其祭神是祭祀布都大神与饶速日命的原始

宗教。 
  樟本神社在延喜式神名帐被记载为“志纪郡樟本神社三座”，而这三座樟本神社被认为指的是现在的“木之本”、“南
木之本”及“北木之本”之三个神社。樟本神社（北木之本）是最早由“木之本”分离出来的神社。该神社也许是创建于物

部守屋灭亡的前后，其时期在延喜式编纂时期之前，具体不详。 
  境内有一个周长为 20 米、直径为 6 米、深 12 米左右的水池（水池因雨水现在也未干涸），据传曾在此洗过物部守屋

的首级。水池的旁边立有刻有“守屋首洗池”的天然石石碑，在社务所的向导牌上记有这样的传说：“曾我马子（卒于

626 年）、圣德太子（卒于 622 年）军攻击物部守屋军时，圣德太子令迹见赤捣（圣德太子的近侍者）用哨箭射杀守屋，

守屋胸部中箭倒下，辅佐圣德太子的秦河胜将其首级取下并展现给圣德太子。很早以前就作为军事部族而兴盛、以勇

猛而著称的物部军也因首领守屋的死亡而总崩溃，其一族走向了灭亡之途。与神社有关的氏族来自物部守屋（日本自

古以来的神势力）氏的旧领地。在明治时期，寺院因神佛分离而被废，神社作为樟本神社（北木之本）而传至现在。 
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  神社的镇座地位于八尾市北木之本 5-73（邮编：581-0041），其最南端的纬度为北纬 34 度 36 分 18 秒，经度为东经

135 度 35 分 12 秒，海拔高度为 10 米。神社距 JR 大和路线八尾站 2.0 公里，地铁谷町线八尾南站 0.6 公里。境内末

社只有稻荷大明神社。祭神殿的本殿与拜殿为权现造。例祭不详。在三个樟本神社之中，该神社规模最小，但其中央

有儿童公园，里侧残留有很小的祭神殿。境内有“大楠木”。 
 

3. 樟本神社（北木本）の建築物の写真と測量 
 
3-1. 樟本神社（木の本）の社殿の写真と考察 
 

   

写真 3-1.樟本神社「北木の本」、拝殿 写真 3-2.樟本神社「北木の本」、本殿 写真 3-3.樟本神社「北木の本」、本殿 
 

写真 3-1 は樟本神社「北木の本」の拝殿、写真 3-2 は樟本神社「北木の本」の本殿で、鰹木は 3 本、写真 3-3 は樟本神 
社「北木の本」の本殿である。表 3-1 は八尾市内にある 4 神社の社殿の規模を表示した。それぞれのデ－タを比較と考

察を行うため資料を纏めたのである。その項目は末社、正面横の距離、社殿の奥行きの距離、神木の円周、社格、建築様

式、鰹木数と鳥居数である。 
 
3-2. 渋川神社と樟本神社の社殿規模と神木の測量           

社殿規模としては、渋川神社が大きく、社殿幅は、木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。

樟本神社「北木の本」は権現造で、本殿拝殿と社務所がある。社殿の幅は 8.91m で、社殿の奥行きは 16.5m である。樟本

神社「北木の本」の本殿幅は、3 番目に大きい、樟本神社の中では中間の幅である。奥行きは、渋川神社と樟本神社「北木

の本」では 2 番目に大きく、樟本神社内では最大の幅である。社殿規模としては、渋川神社が最大で、社殿幅は、木の本、

北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。 
 

3-3. 渋川神社と樟本神社の神木規模 
北木の本の樹木円周と直径は 3.95m と 1.26m である。樹木円周 3.95m は、樟本神社では中間の値である。神木円周

と神木直径は、それぞれ南木の本、北木の本、木の本の順から渋川神社へと大きいことが判明した。 
 

4. 樟本神社（北木の本）の鳥居の写真と測量 
 

樟本神社「北木の本」の鳥居の計測値は次の通りである。①正面大鳥居の構造は明神系鳥居。柱直径は.305m、柱内

側幅 2.53m、高さ(貫下 2.48m、貫上 2.72m、笠木下 3.05m、笠木上 3.22m)である。②鉄製鳥居の柱直径は.0.141m、
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柱内側幅 2.77m、高さ(貫下 2.58m、貫上 2.66m、笠木下 3.54m、笠木上 3.63m)である。 
 

  

図 4-1.北木の本の鳥居所在地 写真 4-1.北木の本の正面 写真 4-2.北木の本の鉄製 写真 4-3.「北木の本」の公園

 
図 4-1 は北木の本の鳥居所在地の平面図である。写真 4-1 は北木の本の正面、写真 4-2 は北木の本の鉄製鳥居であ

る。写真 4-3 は「北木の本」中に公園である。樟本神社（北木の本）の異なった柱と高さで、材質はセメントと鉄製である。 
 

樟本神社の鳥居特徴として、次のように要約できる。①樟本神社鳥居の反り増しは、すべて有で明白に認められる。②

樟本神社鳥居笠木は角形直線で、③樟本神社鳥居の島木は、すべて角型曲線であることが認められる。④樟本神社鳥居

の台輪は、すべて無である。⑤樟本神社鳥居の楔は、すべて有である。⑥樟本神社鳥居の額束は、すべて有である。⑦樟

本神社鳥居の貫(ぬき)は、四角外側である。⑧樟本神社鳥居の根巻・亀腹は、すべて有である。 
 
樟本神社の鳥居の計測値として、樟本神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.09m、直径 0.38m、柱間距離 3.04m であ

る。貫の高さは下点 3.65m と上点 3.95m である。笠木の高さは下点 4.51m、上点 4.62m と頂点 4.854m である。樟本神

社鳥居の平均値では、柱の円周 0.99m、直径 0.32m、柱間距離 2.61m である。貫の高さは下点 2.82m と上点 3.07m で

ある。笠木の高さは下点 3.44m、上点 3.59m と頂点 3.73m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.82m、直径

0.26m、柱間距離 1.91m である。貫の高さは下点 2.11m と上点 2.31m である。笠木の高さは下点 2.57m、上点 2.71m と頂

点 0.82m である。この測量時は、渋川神社社殿裏 4 の鳥居と同様な値である。この基準以外に、樟本神社木の本、樟本神

社南木の本には、鉄製の鳥居が確認できた。 
 

5. 樟本神社（北木の本）の石灯籠 
地図 5-1.は、樟本神社（南木の本）の配置図である。この地図は、やお歴民友の会石造物部会、2008年を引用した。地

図 5-2.は、現在の八尾市にある樟本神社（南木の本）の配置図である。 
 

 

 

地図 5-1.樟本神社（南木の本）の配置図

（やお歴民友の会石造物部会、2008 年） 

地図5-2.現在の八尾市、樟本神社（木

の本）の配置図 
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ここで、木の本社は北木の本よりも 20%低い燈籠になっている。樟本神社木の本事代主命は、平成 12 年 1999 年に福

中清三郎・吉井彰氏によって寄贈されている。ここでは、渋川神社の正面にある燈籠は非常に高く、4.15m から 3.51m の

範囲内にある。これから比べると、木の本の高さはその半分程度である。 
 

６. おわりに 
 
６-1.樟本神社（北木の本）と物部（守屋）との関係  

主祭神古来は木霊で、後に布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命になった。神社創建は崇峻天皇 2
（587）年に物部守屋滅亡頃で、古墳時代以前に遡るか謎である。社格は式内小社であり、関係氏族は物部である。鎮座

地移転では、最初は木本村に三座、北木の本が分村し、さらに南木の本が分村した。祭祀対象は本来は木霊（木魂）であ

る。現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南北木の本（旧志紀郡）の 3箇所に鎮座している。八尾空港の北の平地

住宅地の中に三社が散在。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。北木の本の境内に児童公園が

ある。物部守屋の首を洗ったと伝わる守屋首洗池 （池円周 19.15m、径 5.91、池深さ 1.18m）がある。 
 
６-2. 樟本神社「北木の本」の社殿建築と神木  

樟本神社「北木の本」は権現造で、本殿拝殿と社務所がある。社殿の幅は 8.91ｍで、社殿の奥行きは 16.5ｍである。本

殿の幅は、渋川神社や樟本神社「南木の本」より小さい幅で、樟本神社「木の本」より大きい。樟本神社の中では中間の幅

である。奥行きは、樟本神社「北木の本」は渋川神社より狭く、樟本神社の「木の本」や「南木の本」より大きい。社殿幅は、

木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。奥行きは、渋川神社と樟本神社「北木の本」では２

番目に大きく、樟本神社内では最大の幅である。社殿規模としては、渋川神社が最大で、社殿幅は、木の本、北木の本、

南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。北木の本の樹木円周と直径は 3.95ｍと 1.26ｍである。樹木円周 3.95ｍ

は、樟本神社では中間の値である。神木円周と神木直径は、それぞれ南木の本、北木の本、木の本の順から渋川神社へ

と大きいことが判明した。 

 
６-3. 樟本神社「北木の本」の鳥居 

樟本神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.09ｍ、直径 0.38ｍ、柱間距離 3.04m である。貫の高さは下点 3.65ｍと上点

3.95ｍである。笠木の高さは下点 4.51ｍ、上点 4.62ｍと頂点 4.854ｍである。樟本神社鳥居の平均値では、柱の円周

0.99ｍ、直径 0.32ｍ、柱間距離 2.61ｍである。貫の高さは下点 2.82ｍと上点 3.07ｍである。 
 

 
図 6-1.渋川神社と樟本神社の鳥居（貫と笠木）の高さ 
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鳥居の高さ（ｙ）と柱間隔（X）との関係式は、笠木上では y = 1.1419x + 0.6266（R² = 0.9326）、 笠木下では y = 1.0809x + 

0.6326（R² = 0.9133）、貫上では y = 0.9432x + 0.6422（R² = 0.9229）および貫下では y = 0.8363x + 0.6611（R² = 0.9109) で

ある。傾斜の順位は、笠木上 1.142、笠木下 1.081、貫上 0.943 および貫下 0.836 である。これは鳥居の高さが高くなるにつ

れ大である。さらに、決定係数の順位は、笠木上 0.932、笠木下 0.913、貫上 0.923 および貫下 0.911 である。これは鳥居の

高さが高くなるにつれ大である。この値からみると、笠木と貫の上部が大きく、笠木と貫の下部が小さいことが確認できた。

図 6-1 の縦の矢印は、北木の本の値である。 
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大阪府八尾市、古代国家成立期、樟本神社（南木の本・日羅寺）の由来と鳥居 
-物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、仏教戦争、四ヶ国語(日英韓中)用語- 

沢 勲*・佐々木裕子**・垣内晋祐**・呉 紅敏* 

（大阪経済法科大学*・関西大学校友会**） 

History of the Kusumoto (Minami-Kinomoto・Nitiraji-Temple) Shrine and its Torii, 
Buddhism Battlefield of Ancient State Formation Period, Yao-City, Osaka 

―Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation in 
 Japanese-English-Korean-Chinese of History, Ancient Buddhism War Place ― 

Isao SAWA*・Hiroko SASAKI **・Shinsuke KAKIUTI**・Hong-min WU*  
 

ABSTRACT 
We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Kushumoto (Minami-kino- 

moto)  Shrine. Furthermore, the origin of Kushumoto (Minami-Kinomoto) Shrine translated multilingual 
translation (Japanese, English, Korea and Chinese) of ｈｉｓｔｏｒｙ that supported the globalization era.About 
Shinto shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method. Moriya Monono- 
beno is a family of the Kawachi country and is a stronghold of Uematsu-cho and Kinomoto-cho in Yao-city.  

Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a powerful family of the Asuka era when I did it and died 
of Buddhism war with Umako Sogano. Umako Sogano was appointed in the times of in a politician of the 
Asuka era, nobles and Emperor Bidatsu, Emperor Yōmei, Emperor Sushun and Emperor Suiko by minister. 
Umako Sogano and Prince Shotoku won in Buddhism war with Moriya Mononobeno. 

Finally Prince Shotoku which is the politician of the Emperor Bidatsu (574 age) - Empress Suiko(622 age) 
times is the royalty in the Asuka era, a prince of the Emperor Yomei.  I performed politics in collaboration 
with Umako Sogano as regency at the same time and adopted culture and the system of the continent in 
international strain. 

As a result of having investigated cultural heritage of the Kusumoto (Minami-Kinomoto・Nitiraji-Temple) 
Shrine which is ancient Buddhism battlefield, the writers are as follows. In other words, it is the activity 
power of the Moriya Mononobeno whole families, History of Kusumoto (Minami-Kinomoto・Nitiraji-Temple) 
Shrine, the building of the main shrine, analysis of Torii. 
 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の由来、神社の社殿 
 Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of ｈｉｓｔｏｒｙ，Main 
shrine consideration  
［洞窟環境 NET 学会紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 107-122 pp］ 

 

１. はじめに 
 

前揚２論文（第１論文「大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社(木の本)の由来と鳥居 -物部守屋・蘇我

馬子・聖徳太子、仏教戦争、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語-」、第 2 論文「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 -物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、仏教戦争、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語-」）に

つぐ姉妹編の第３部である。樟本神社「木の本」から最後に分離した樟本神社「南木の本・日羅寺」を取り上げた。その名の

通り、境内には、わが国最古の寺院の一つ「日羅寺」が“共存”するというユニ－クな神社である。仏教戦争で蘇我・聖徳太

子軍に敗れて滅亡した物部氏住地を、敏達天皇から下賜された日羅上人が建立した寺だが、明治の廃仏毀釈の中にも、

「南木の本」社を迎えいれて存続することができた。日羅は朝鮮半島・百済でも活躍した人であり、仏教伝来を巡る国際性

を彷彿とさせる神社でもある。歴史的背景をより鮮明にするため当時の朝鮮半島の情勢にも触れた。 

 

－ 107 －



 2

古代、八尾市・渋川神社の周辺は地元・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渋川神社の社殿、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

た仏教戦争の主要舞台としての樟本神社を多角的にとらえ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。物部氏は八尾市、植田町と木の本町を本拠地とし、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。 
 
樟本神社（南木の本）の概要と主な特徴 
1. 延喜式神名帳： 樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、 志紀郡鎮座 
2. 現社名： 樟本（くすもと）神社、南木の本社 
3. 主祭神： 古来は木霊で、その後、布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命、『河内志』「並布都明神」、 

『河内各所図会』「布都明神と称して物部守屋の霊を祭る」、  
 『大阪府神社明細帳』「布都大神」  
4. 勧請神： 稲村城の守護人として 守屋大連を勧請した。 旧寺名：日羅

（百済系）寺 
5. 宮 司：管理人 池内輝博 
6. 神社創建： 崇峻天皇 2（587）年に 物部守屋滅亡頃。 

古墳時代以前に遡るか謎。 
7. 社格等： 式内小社。旧社格：村社。旧寺名：日羅（百済系）寺。 

例祭：10 月 9 日、10 日 
8. 関係氏族： 物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領地) 
9. 鎮座地： 〒581-0042 八尾市南木の本 7-33 
10. 鎮座地移転： 最初は木本村に三座、北木本が分村し、 

さらに南木本が分村した 
11. 緯 度： 34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 23 秒、標高 10m 
12. 通 信： 072-991-7953、072-941-1457 
13. 路 線： JR 大和路線 八尾駅 1.9km、地下鉄谷町線八尾南駅 767m 
14. 境内末社： 日羅寺〔にちらじ〕、1 社 
15. 祭祀対象： 本来は木霊（木魂） 
16. 社 殿： 本殿と拝殿、権現造    
17. 鰹 木： 鰹木はＴ字型、各 1 本、計 3 本 
18. 千 木: 千木を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る） 
18. 鳥 居： 1 基、最高 3.93m 
19. 石燈籠： 1 基、最高 2.01m 

南木の本は、物部氏の住地で、遠祖神を祀ったとされる。物部守屋が蘇我馬子らにせめられた時、「稲城」をつくったと

伝えられ、旧光蓮寺に「稲城跡」の碑がある。稲城（いなき）とは、日本神話に登場する、「稲を使って造った応急の城」・砦

のことであり、敵の矢を防ぐために、刈った稲を桟木にかけて、柵のように並べたり、周りに山積みの稲を巡らせたりした防

壁の様なもので、それを城に見立てた（地図1）。『日本書紀』によれば、物部軍は訓練が行き届き、戦意も旺盛のように、蘇

我軍の兵は恐れをなし、三度も退却させた。最後は、聖徳太子の四大臣の一人迹見赤檮（とみのいちい）が、物部守屋を

鏑矢で射倒して討ち取ったことにより、さしもの精強な物部軍も総崩れとなって蘇我軍が勝利し、物部氏の本宗家は滅亡し

たということです。敏達天皇が、百済から呼び戻した日羅に、ここの土地を与えた。日羅は日本最初の黄檗宗日羅寺を建

立した。その本尊には薬師如来像を安置した。日羅（百済系）寺の規模は、幅 6.03m、奥行き 6.38m である。樟の木がそ

びえている樹齢数百年の巨木（三本）は霊木である。 
 
 

地図 1.古代河内国で、現 JR 八尾駅付近。古

代の仏教戦争地、渋川神社と樟本神社 

南木の本 南木の本
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論文では、樟本神社（南木の本）及び周辺の文化遺産を調査した結果を①八尾の今昔、②物部氏(守屋)一族の活

動勢力、③樟本神社（南木の本）の由来、④同神社の社殿と末社の建築物⑤同神社の鳥居写真と数値解析、⑥神社

由来の多国語翻訳―の順で論述した。 
 

2. 樟本神社(日羅寺)の由来と仏教伝来 
 
2-1.  樟本神社（日羅寺）由来 

この地は物部氏の住地であり、この社はその祖神をまつったものである。南木の本と木の本に同名の二社があり、延喜

式神名帳には、樟本神社三座と記されている。守屋が聖徳太子の軍を防ぐために、このあたりに「稲城」を設けたとき、城中

に榎木があったので、これを「榎木城」といい、村の名も「榎木村」といったが、のち「木本」になったと伝える。 
境内には黄檗宗日羅寺がある。薬師如来を本尊とする。日羅は、百済へ渡り重く用いられた。敏達天皇は任那滅亡後、

日羅を呼び戻し、百済の政情をたずねたところ、「兵事よりも、百姓保護に務め、国力を充実して、百済を討つべし」と説い

た。このため同行して来朝していた百済使臣のために暗殺された。厨子は、延宝８(1680) 年平野の豪族末吉勘兵衛利長

の寄進によるという。碑石・社示板・八尾市教育委員会・ http://www.xhotzone.net/vh/vh08091801.php 
 

2-2.  樟本神社（日羅寺）由来 
この地は、物部氏の住地であり、この社はその祖神を祭ったものである。北木本と木本に同名の二社があり、延喜式神名

帳には樟本神社三座と記されている。守屋が聖徳太子の軍を防ぐためこのあたりに「稲城」を設けたとき、城中に榎木があ

ったので、これを「榎木城」といい、村の名も「榎木村」といったが、のち「木本村」となったと伝える。 
境内には黄檗宗日羅寺がある。薬師如来を本尊とする。日羅は百済へ渡り重く用いられた。敏達天皇は任那滅亡後、

日羅を呼び戻し、百済の政情をたずねたところ、「兵事よりも、百姓保護に努め、国力を充実して、百済を討つべし」と説い

た。このため同行して来朝していた百済使臣のために暗殺された。厨子は、延宝 8（1680）年平野の豪族末吉勘兵衛利長

の寄進によるという。http://www.geocities.jp/engishiki01/kawachi/html/041205-02.html 八尾市教育委員会・ 碑

石・社頭掲示板 
 

2-3.  樟本神社（日羅寺）由来 
この地は、物部氏の住地であり、この社はその祖神を祭ったものである。北木本と木本に同名の二社があり、延喜式神名

帳には樟本神社三座と記されている。守屋が聖徳太子の軍を防ぐためこのあたりに「稲城」を設けたとき、城中に榎木があ

ったので、これを「榎木城」といい、村の名も「榎木村」といったが、のち「木本村」となったと伝える。 
境内には黄檗宗日羅寺がある。薬師如来を本尊とする。日羅は百済へ渡り重く用いられた。敏達天皇は任那滅亡後、日

羅を呼び戻し、百済の政情をたずねたところ、「兵事よりも、百姓保護に努め、国力を充実して、百済を討つべし」と説いた。

このため同行して来朝していた百済使臣のために暗殺された。 厨子は、延宝 8（1680）年平野の豪族末吉勘兵衛利長の

寄進によるという。 碑石・社頭掲示板・八尾市教育委員会・http://barakan1.exblog.jp/10353059/  
 

2-4. 樟本神社（日羅寺）由来 
ここ日羅寺は、物部守屋が籠もった稲城の跡に建てられました。名の由来は、「日羅上人」とも「日羅将軍」とも言われる

百済生まれの倭人で、大伴金村大連に随伴して百済に渡った火葦北国造阿利斯登の子です。後に百済の都城の治安守

護にあたる将軍となり、文武両道に秀で信仰心厚く仏教への造詣の深い人物です。 
 西暦 583 年、敏達天皇勅令により、帰国した日羅の為に、この地(阿都)にわが国最古の寺院の一つとして日羅寺は建

立されました。同じく日羅開基寺院は、鹿児島の鳥羽上皇御命名一乗寺(末寺 65 ケ寺)を始め全国に百数十ケ寺あり、奈

良県の橘寺には国の文化財、木造日羅立像にそのお姿を見ることができます。明治の廃仏毀釈の中、樟本神社分社を境

内にお迎えすることで残されました。 
また、熊本県には「日羅神社」もあり、将軍祭りは今も盛大に営まれ、日羅寺同様、村人の厚い信仰を集めています。聖

徳太子は病に苦しむ善男善女の病平穏を願い、四天王寺に病気治療所、薬草園をお造りになり、自らは薬師如来立像を

彫られ、ここ日羅寺本堂に安置されたとの伝承があります。http://www.xhotzone.net/vh/vh08091801.php・社頭掲示板 
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2-5. 樟本神社（日羅寺）由来 
ここ日羅寺は、物部守屋が籠もった稲城の跡に建てられました。名の由来は、「日羅上人」とも「日羅将軍」とも言われる

百済生まれの倭人で、大伴金村大連に随伴して百済に渡った火葦北国造阿利斯登の子です。後に百済の都城の治安守

護にあたる将軍となり、文武両道に秀で信仰心厚く仏教への造詣の深い人物です。 
  西暦 583 年、敏達天皇勅令により、帰国した日羅の為に、この地(阿都)にわが国最古の寺院の一つとして日羅寺は建

立されました。同じく日羅開基寺院は、鹿児島の鳥羽上皇御命名一乗寺(末寺 65 ケ寺)を始め全国に百数十ケ寺あり、奈

良県の橘寺には国の文化財、木造日羅立像にそのお姿を見ることができます。明治の廃仏毀釈の中、樟本神社分社を境

内にお迎えすることで残されました。また、熊本県には「日羅神社」もあり、将軍祭りは今も盛大に営まれ、日羅寺同様、村

人の厚い信仰を集めています。聖徳太子は病に苦しむ善男善女の病平穏を願い、四天王寺に病気治療所、薬草園をお

造りになり、自らは薬師如来立像を彫られ、ここ日羅寺本堂に安置されたとの伝承があります。社頭掲示板

http://ameblo.jp/van77jp/entry-10617424822.html 
 
2-6. 樟本神社（日羅寺）由来 

当社は延喜式に記載されている樟本三座の一にして、創建の年代は詳かではないが、用明天皇の御代(約 1,400 年前)
物部守屋公が本拠地である稲村城(現光連寺敷地)の守護神として一族の祖神と崇めていた布部大神を奉祀されたものと

伝えられる。紀・記・古伝によると悪疫邪霊を祓い、又、鍬（クワ）、靱（ユキ）を司る農耕・武の神として広く村民の崇敬を受

け現在に至っている。社頭掲示板・碑石・http://www.xhotzone.net/vh/vh08091801.php  
 

2-7. 樟本神社（日羅寺）由来 
当社は延喜式に記載されている榎本三座の一にして、創建の年代は詳かでないが、用明天皇の御代（585--87）、物部

守屋公が本拠地である稲村城（現光連寺敷地－当社の南約 200m にあり）の守護神として、一族の祖神と崇めていた布都

大神を奉祀されたものと伝える。 http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html 
 
2-8. 樟本神社（日羅寺）由来 

日羅寺は、山号を高樹山と号し、敏達天皇 12（583）年に百済（くだら）から呼び戻された日羅が、天皇から『阿都の桑市

（現在の南木の本）』に土地を賜り、創建したものと伝えられています。 日羅は、敏達天皇から任那（みまな）滅亡後の、百

済の政情をたずねられ、「兵事よりも、百姓保護に努め国力を充実して、百済を討つべし」と説いたため、同行して来朝して

いた百済使臣に暗殺されたということです。 薬師如来を本尊とし、厨子は延宝 8（1680）年平野の豪族末吉勘兵衛利長の

寄進によるものといわれています。 http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html  
 
2-9. 樟本神社（日羅寺）由来 
 日羅寺は 583 年（敏達天皇 12 年）日羅聖人が百済より帰朝して、天皇より阿都の桑市（南木の本村の旧地名）に土地を

与えられ、一寺を建立し薬師如来を安置したのが始まりとしている。本尊の薬師氏如来は聖徳太子の作と伝わり、厨子は

1860 年（延宝 8 年）平野の豪族末吉勘兵衛の寄進による。http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html 
 
2-10. 樟本神社（日羅寺）由来 

樟本神社は、その創建については詳らかではないようですが、この地は物部氏の住地で、その祖神を祀ったのが、創始

であろうと伝えられています。布都御魂大神（ふつみたまのおおかみ）・饒速日命（にぎはやひのみこと）を祭神とする式内

社です。八尾市には、南木の本と木の本にも同名の二神社があり、延喜式神名帳には樟本神社三座と記されているそうで

す。この神社の社地は整備が行き届き、木の本 3 社中では一番の規模だといわれています。本殿は、一間社流造銅板葺

です。 なお物部守屋は、蘇我・物部戦争の時、この地に稲城を設け、戦ったとされていますが、その城中に大きな榎木が

あったので、これを榎木城と呼び、村の名も榎木村といったそうですが、後に木本村となったと伝えられています。

http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html  
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2-11. 樟本神社（日羅寺）由来 
八尾空港の北の平地住宅地の中に三社が散在する。最初木本に三座あつたが、分村した北木本が一座を分け、その

後さらに分村した南木本がまた一座を分けたのであろう。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。南

木ノ本は物部守屋が蘇我馬子らにせめられた時、稲城をつくったと伝えられている。 内に黄檗宗日羅寺がある。敏達天皇

が百済で重く用いられていた日羅を呼び戻し、半島の政情を聞いたところ「兵事より百姓を保護し国力を充実した後に百

済を討つべし。」と答申した。同行の百済使臣により暗殺されたと云う。http://www.geocities.jp/engishiki01/kawachi/ 
html/041205-02.html 
 
2-12. 古代伽耶国との関係 

地図 2-1 は五世紀後半の朝鮮南部である。この時代

の伽耶国（42～532 年）は東側に新羅国、西北側には百

済国であった。三韓の一つの弁韓を母体とする。4 世紀

初めに中国の郡県支配が弱まると馬韓と辰韓は自立して

百済と新羅を形成したが、その間にある弁韓の諸国は国

家形成が遅れた。これは『広開土王碑』や『宋書』から新

羅の圧迫を受けたためと考えられている。駕洛国は、金

官伽耶・金官加羅・任那加羅ともいい、前身は『三国志』

の狗邪韓国である。現在の韓国の慶尚南道金海市であ

る。古代伽耶国は、新羅や百済の間にあって鉄を生産し、

海上貿易で煌くように繁栄した。 
古代伽耶国の始祖である金首露王（42-199 年）は、国

を治めた金海金氏の始祖である。妃はインドの阿踰陀国

の王女と伝わる許黄玉である。許黄玉はインド仏教を北

東アジアに伝来する使命と目的があった伽耶仏教の創

始者でもある。母：正見母主、陵墓：金首露王陵（慶尚南道金海市：写真 2-1）、墓の外形は円形封土墳で、高さは約5m で

ある。山東省の曲阜が本拠地のこの姓は、伽耶国（現在の慶尚地方）の建国者である金首露によって、持ち込まれた伝説。 
駕洛国、金官伽耶・金官加羅・任那加羅とも言い、駕洛国史の年表を要約する。  
 

  

写真 2-1.伽耶国初代国王金首露 写真 2-2.古代国家伽耶国家紋 写真 2-3. 伽耶国初代の金首露陵 写真 2-4. 伽耶国最後の譲王陵 

 

 
 

写真 2-5. 伽耶仏教父恩庵寺 写真 2-6. 伽耶仏教母恩庵寺 写真 2-7. 伽耶仏教、長崎の崇福寺 写真 2-8. 伽耶仏教、台湾竜山寺

42 年、金首露王黄金の卵から生まれたことから、「黄金」という伝説の意味から金になり金官伽耶と称した（写真 2-1）。 
42 年、金首露王の妃はインドの阿踰陀国の王女が移住、伽耶仏教を布教した教祖（写真 2-1～写真 2-8）。 

地図 2-1.五世紀後半の朝鮮南部の駕洛（伽耶）国 
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106 年、駕洛国、新羅の来襲撃退                 116 年、駕洛国、新羅軍の一余軍攻撃、撃退 
199 年、駕洛国、第 2 代 居登王即位              212 年、駕洛国、王子を新羅に人質として送る 
259 年、駕洛国、第 3 代 痲品王即位               291 年、駕洛国、第 4 代 居叱彌王即位 
346 年、駕洛国、第 5 代 伊尸品王即位             407 年、駕洛国、第 6 代 坐知王即位 
421 年、駕洛国、第 7 代 吹希王即位               451 年、駕洛国、第 8 代 銍知王即位 
475 年、駕洛国、百済の熊津遷都頃（地図 2-1）         481 年、駕洛国、高句麗・新羅攻撃を百済と撃退 
492 年、駕洛国、第 9 代 鉗知王即位               512 年、伽耶国、一部を百済に割譲したる四県（地図 2-1）。 
520 年、伽耶国、以前に新羅略取の地である（地図 2-1）   521 年、伽耶国、仇衛王（金仇亥・譲王）即位 
522 年、伽耶国、新羅と結婚同盟                  524 年、伽耶国、新羅法興王と国境確定 
532 年、伽耶国・新羅国併合（地図 2-1）              562 年、伽耶国、最終的に新羅に統合、譲王陵（写真 2-4）。 
595 年、新羅国、興武王（金庾信将軍・595 年～673 年） 
 

    

写真 2-9.釈迦悟後弟子との再会地 写真 2-10. インド釈迦の瞑想洞窟 写真 2-11. 興武王（金庾信将軍)陵 写真 2-12. 興武王陵の碑石 

 
写真 2-9 は、釈迦悟後弟子との再会地、写真 2-10 はインド釈迦の瞑想洞窟である。日本への仏教伝来は、538 年か

552 年のいずれかであるとすれば、伽耶国は 532 年、新羅の圧力に抗しきれない時代である。伽耶国 10 代譲王陵(写真

2-4）は、森ではなく石塚・東洋唯一のピラミット式石陵である。住民の話によると、ピラミットは伽耶国の子孫が繁栄しないよ

うにしたと言われた。それにもかかわらず、金庾信（595 年～673 年）は歴史に残る偉大な将軍である。 
新羅の貴族階級に組み入れられた。金仇亥の曾孫に金庾信が現れ、新羅の半島統一に大功を挙げた。金庾信将軍陵

(写真 2-11、2-12）。金官伽耶の王族金氏は、新羅王家の慶州金氏と区別するために金官金氏（後に金海金氏という）と呼

ばれ、韓国内では最大の本貫となっている。新羅と伽耶国の善徳女王が生きた時代 ～新羅に滅ぼされた伽耶国はである。 
伽耶出身の金庾信の父は金ソヒョン公である。 

神話の部分が韓国の金官加耶の金首露王の天孫降臨神話をとり入れ、10 代崇神が天照大神を紀元 100 年に伊勢神

宮に祭る。天照大神の孫の崇神が伽耶（韓国）から倭（日本）に発つときに三種の神器である八坂瓊曲玉・八咫鏡・草薙剣

を授けた。 
 
2-13. 樟本神社（日羅寺）由来と仏教伝来 

地図 2-2 はアジアの仏教伝来（538 年、552 年に日本へ）

のプロセスである。基本教義は、縁起・四諦・八正道・三法

印・四法印・諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・一切皆苦と波

羅蜜の 10 項目である。人物は、釈迦・十大弟子と龍樹であ

る。信仰対象は、仏の一覧である。分類は、原始仏教・部派

仏教・大乗仏教・密教・神仏習合と修験道の 6 類である。宗

派は、仏教の宗派。地域別仏教は、インド・中国・日本・朝

鮮・スリランカ・タイ・東南アジア・チベット・台湾 9 地域である。

聖典は、経蔵・律蔵と論蔵である。聖地は、八大聖地・ウィ

キポータル 仏教である。 
公伝以前の状況北インドの地で生まれた世界宗教として

の仏教は、主として東南アジア方面（クメール王朝、シュリ

ーヴィジャヤ王国）に伝播した上座部仏教（南伝仏教）と、西域（中央アジア）を経由して中国から朝鮮半島などへ広がった

地図 2-2.アジアの仏教伝来（538 年、552 年に日本へ） 
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大乗仏教（北伝仏教）に分かれる。古代の倭に伝えられたのは後者の流れである。 
中国において紀元 1 世紀頃に伝えられた仏教は、原始インド仏教の忠実な継承にこだわることなく、戒律や教義解釈な

どで独自の発展を遂げた。 
朝鮮半島への仏教の伝来は、五胡十六国時代と南北朝時代の中国から伝えられ、三国時代では、律令制度の整備に

伴い、国家建設の理念としての役割を果たすようになった点である。高句麗へは 372 年（小獣林王）に伝来し、百済へは

384 年（枕流王）に伝来、新羅では 528 年（法興王）に公認された。特に新羅においては、護国仏教としての性格が強いの

が特徴で、唐の侵攻に対し先頭に立って抗戦を促し、新羅の半島統一に大きな影響を与えた。この時代の仏教は、三論

宗、律宗、涅槃宗がまず伝わり、次に円融宗、華厳宗、法性宗が伝わった。  
倭と盟友関係となる百済では、384 年に枕流王が東晋から高僧の摩羅難陀を招来し、392 年には阿莘王（阿華王）が仏

教を信仰せよとの命を国内に布告している。百済国内に本格的に仏教が普及するのは 6 世紀初頭である。新羅は 5 世紀

始めに高句麗から伝えられた。法興王の時代に公認された後は、南朝梁との交流もあり、国家主導の仏教振興策がとられ

た。 
渡来人による私的崇拝 古代の倭へは、古くから多くの渡来人（帰化人）が連綿と渡来し、朝鮮半島の出身者であった。

彼らは日本への定住にあたり氏族としてグループ化し、氏族内の私的な信仰として仏教をもたらし、信奉する者もいたと思

われる。彼らの手により公伝以前から、すでに仏像や経典はもたらされていたようである。 
522 年に来朝したとされる司馬達等（止利仏師の祖父）などはその好例で、すでに大和国高市郡において本尊を安置し、

「大唐の神」を礼拝していたと『扶桑略記』にある。仏教公伝と当時の国際環境があった。4 世紀後半以降では、高句麗・百

済・新羅は互いに連携・抗争を繰り返していた。 
6 世紀前半の時期では、即位した百済の聖明王（聖王）は、中国南朝梁の武帝から「持節・都督・百済諸軍事・綏東将

軍・百済王」に冊封され、当初新羅と結んで高句麗に対抗していた。次第に新羅の圧迫を受け、新羅に対抗するため、さ

かんに倭に対して援軍を要求していた。百済が倭国へ仏教を伝えたのも、倭へ先進文化を伝えることで交流を深めること、

また東方伝播の実績をもって仏教に心酔していた梁武帝の歓心を買うことなど、外交を有利にするためのツールとして利

用したという側面があった。 
552 年説（欽明天皇 13 年）では、百済の聖明王（聖王）が使者を使わし、仏像や経典とともに仏教流通の功徳を賞賛し

た上表文を献上したと記されている。ただし、十七条憲法や大化改新詔と同様、文章の内容が後世の装飾であったとして

も上表文の存在を否定する材料とまでは言えない。伝来の事実そのものはあったとする見方もある。 
538 年説（宣化天皇 3 年）では、欽明天皇に百済の聖明王から仏教が伝来したとある。しかし書紀での欽明天皇治世

（540 年～571 年）には戊午の干支年が存在しないため、最も近い戊午年が有力と考えられた。 
欽明天皇は百済王からの伝来を受けて、特に仏像の見事さに感銘し、群臣に対し「西方の国々の『仏』は端厳でいまだ

見たことのない相貌である。これを礼すべきかどうか」と意見を聞いた。これに対して蘇我稲目は「西の諸国はみな仏を礼。

日本だけこれに背くことができましょうか」と受容を勧めたのに対し、物部尾輿・中臣鎌子らは「我が国の王の天下のもとに

は、天地に多くの神がいます。今、改めて蕃神を拝せば、国神たちの怒りをかう恐れがあります」と反対したという（崇仏・廃

仏論争）。意見が二分されたのを見た欽明天皇は仏教への帰依を断念し、蘇我稲目に仏像を授けて私的な礼拝や寺の建

立を許可した。しかし、直後に疫病が流行したことをもって、物部・中臣氏らは「仏神」のせいで国神が怒っているためであ

ると奏上。欽明天皇もやむなく彼らによる仏像の廃棄、寺の焼却を黙認したという。http://ja.wikipedia.org/wiki/仏教公伝 
以上が通説であるが、近年では物部氏の本拠であった河内の居住跡から、氏寺(渋川廃寺)の遺構などが発見され、神

事を公職としていた物部氏ですらも氏族内では仏教を私的に信仰していた可能性が高まっており、同氏を単純な廃仏派と

する見解は見直しを迫られている。崇仏・廃仏論争は仏教そのものの受容・拒否を争ったというよりは、仏教を公的な「国家

祭祀」とするかどうかの意見の相違とする説である。仏教に対する意見の相違は表面的な問題に過ぎない。本質は朝廷内

における蘇我氏と物部氏の勢力争いであったとする説もある。従来の通説に疑問が投げかけられている。 
仏教をめぐる蘇我稲目・物部尾輿の対立は、そのまま子の蘇我馬子・物部守屋に持ち越される。馬子は渡来人の支援も

受け、仏教受容の度を深めた。司馬達等の娘・善信尼を始めとした僧・尼僧の得度も行われた。しかし第 30 代敏達天皇の

末年に再び疫病が流行し(馬子自体も罹患）、物部守屋・中臣勝海らはこれを蘇我氏による仏教崇拝が原因として、大規模

な廃仏毀釈を実施した。仏像の廃棄や伽藍の焼却のみならず、尼僧らの衣服をはぎ取り、海石榴市で鞭打ちするなどの

暴挙に出たという。 
だがこれも、仏教の問題というよりは、次期大王の人選も絡んだ蘇我氏・物部氏の対立が根底にあったといえよう。続く第
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31 代用明天皇は仏教に対する関心が深く、死の床に臨んで自ら仏法に帰依すべきかどうかを群臣に尋ねたが、欽明天皇

代と同様の理由により物部守屋は猛反対した（第二次崇仏論争）。結局、蘇我・物部両氏の対立は 587 年の丁未の役によ

り、諸皇子を味方につけた蘇我馬子が、武力をもって物部守屋を滅亡させたことにより決着する。 
その後、蘇我氏が支援した推古天皇が即位。もはや仏教受容に対する抵抗勢力はなくなった。第 33 代推古朝では、馬

子によって本格的な伽藍を備えた半官的な氏寺・飛鳥寺が建立され、また四天王寺・法隆寺の建立でも知られる聖徳太子

（厩戸皇子）が馬子と協力しつつ、仏教的道徳観に基づいた政治を行ったとされる。しかし、この時期において仏教を信奉

したのは、朝廷を支える皇族・豪族の一部に過ぎず、仏教が国民的な宗教になったとは言い難い（もちろん民衆と仏教が

全く無関係であったわけではないが）。 
 
 2-14. 樟本神社（日羅寺） 

拝殿右前に“日羅禅寺”（日羅寺）なる寺院の本堂がある。軒下に掲げる縁起によれば、 「日羅寺は、敏達天皇卯年

（583）日羅聖人が百済から帰朝して、天皇から阿都の桑木市（南木本村の旧地名）に土地を与えられて建立した寺で、薬

師如来（伝聖徳太子作）を本尊とする」とある（大意）。日羅とは、百済王家に仕えた倭系百済人で、百済では二位達率とい

う高位にあった人物。任那滅亡後、その復興を図る敏達天皇によって呼び戻され（583）、任那復興策についての意見を求

められたが、その献策が百済に不利だったとして、同行してきた百済使臣によって暗殺されたという。  
日羅招聘および暗殺の経緯については、書紀・敏達天皇 12 年条に詳しいが、その中に「（天皇は）館を阿斗（阿都）桑

市に営んで、日羅を住まわせ、願いのままに何でも支給された」とあり、この阿斗桑市の館が日羅寺の前身であろう（現在

地かどうかは不明）。 明治初年の神仏分離に際して、神社と寺院が同じ敷地に同居することはなくなったはずだが、当地

では今もって同居している。境内入口に掲げる案内板によれば、 「明治の排仏毀釈の中、樟本神社分社を境内に迎える

ことで残された」とあり、神社の方が他所から移ってきたように解される。しかし、神社側史料に鎮座地が移転したとはみあた

らない。 また同じ案内に、ここ日羅寺は、物部守屋が籠もった稲城の跡に建てられた」とある。とすれば、神社縁起にいう、

“稲城趾は現光蓮寺境内”との記述と異なることになる。http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka-kusumoto.html 
 
2-15. 樟本神社(日羅寺)創建由緒 
南木の本社拝殿に掲げる縁起には、「当社は延喜式に記載されている樟本三座の一にして、創建の年代は詳かでない

が、用明天皇の御代（585－87）、物部守屋公が本拠地である稲村城（現光蓮寺敷地－当社の南約 200m にあり）の守護

神として、一族の祖神と崇めていた布都大神を奉祀されたものと伝える」とある（他の 2 社の由緒も、ほとんど同意）。物部守

屋云々とは、日本書紀・崇峻天皇 2（588）年秋七月条にある、「蘇我馬子大臣は、聖徳太子以下の諸皇子と群臣に勧めて、

物部守屋大連を滅ぼそうと謀った。・・（大臣らは）軍兵を率いて志紀郡から守屋の澁河の家に至った。大連は自ら子弟と

奴の兵士たちを率いて、稲を積んだ砦を造って戦った。 
大連は衣摺の地の榎の木股に登って、上から眺め射かけること雨のようであった。・・・」（大意）を潤色したものと推測され、

守屋が築いた稲積の砦が、縁起にいう稲村城であろう。ただ、古代における稲積の砦とは、戦いに際して急遽造られた砦と

のニュアンスが強く、縁起にいう稲村城が用明天皇時代からのものとすれば、城あるいは砦というより守屋の居宅だった可

能性が強い。また書紀では、この攻防戦の地は当地の東北方にある現澁川町の辺り（JR 八尾駅付近）とあり、縁起とは異

なっている。いずれにしろ、当地域一帯は物部氏特に物部守屋との関係が深く、物部本家の滅亡の地が当地辺りであった

可能性は強い。しかし、当社の創建と物部氏滅亡とを直接結びつける史料は見えず、上記縁起も古くから信じられた伝承

として受けとるべきであろう。（写真 2-13～写真 2-16）。 
なお、当地の地名・木本の由緒として、社頭に掲げる八尾市教育委員会の案内板には、「守屋が聖徳太子の軍を防ぐた

め、この辺りに“稲城”を設けたとき、城中に榎木があったので、これを“榎木城”といい、村の名も“榎木村”といったが、のち

“木本”になったと伝える」とある。書紀の記述からも城中（居宅）に榎木があったことが窺われるように、この地域一帯は物部

守屋と何らかの関わりをもつ伝承に溢れている。因みに、関西線・久宝寺駅の南一帯は物部氏の本拠・阿都の跡と伝え、

亀井町 1 丁目にはその祖神を祀る“跡部神社”（別項・跡部神社参照）が鎮座し、太子堂交差点の西約 200m には聖徳太

子が物部守屋誅滅を記念して建立したと伝える“大聖勝軍寺”（寺頭に“聖徳太子古戦場”との石柱及び“守屋池”あり）が、

寺と交差点との間の道路沿いには“物部守屋大連墳”との遺構がある。http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/naka 
-kusumoto.html 
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写真 2-13.樟本神社南木の本に

ある縁起文 
写真 2-14.樟本神社南木の

本にある日羅寺 
写真 2-15. 樟本神社（日羅

寺）の縁起文 
写真 2-16. 樟本神社（日羅寺）

の縁起文 

 
552 年説（欽明天皇 13 年）では、（百済の聖明王（聖王）が使者を使わし、仏像や経典とともに仏教流通の功徳を賞賛した

上表文を献上したと記録。十七条憲法や大化改新詔と同様、文章の内容が後世の装飾で、上表文の存在を否定する材

料とまでは言えない。伝来の事実そのものはあったとする見方もある。 
538 年説（宣化天皇 3 年）では、欽明天皇に百済の聖明王から仏教が伝来。書紀での欽明天皇治世（540 年～571 年）に

は戊午の干支年が存在しないため、最も近い戊午年であるが有力。 
 
2-16.日羅寺の日文由来と今昔 

樟本（くすもと）神社（南木の本・日羅（にちら）寺）は平安時代中期（939～1086 年）に編まれた延喜式（えんぎしき）にあ

る全国の神社の一覧表（延喜式神名帳：じんみょうちょう：927 年）に記載された式内社（しきないしゃ）である。祭祀対象は

元の木霊（こだま、木魂）を祭祀としていたのだろうが、今の祭神は樟本神社（木の本）と樟本神社（北木の本）と同様に布

都大神（ふつのおおかみ）と、饒速日命（にぎはやひみこと）を祀っている原始宗教である。 
樟本神社は、延喜式神名帳には「志紀郡樟本神社三座」とあり、現在の「木の本」「南木の本」「北木の本」の樟本神社 3

社を指し、「木の本」から残り 2 社が分かれていったとみられる。樟本神社（南木の本）は「木の本」から最後に分かれてでき

た社である。神社創建は、物部守屋滅亡頃かの謎であり、延喜式以前であり、不詳である。 
ここには、物部守屋（もののべのもりや：587 年死亡）の物部軍が防衛の拠点とした「稲城（いなき）」があったことで知られ

る。稲城は、敵の矢を防ぐため、刈り取った稲を浅木にかけて柵を作り、周辺にも稲わらを山積みして、城に見立てたところ

から、この名がある。物部軍は戦意も旺盛で、蘇我馬子（そがのうまこ：626 年死亡）の蘇我軍を 3 度にわたって退却させる

など最後まで果敢に抵抗した、とされる。（写真 2-17～写真 2-19）。 
 

  

写真 2-17.稲城は旧字名を城の跡。聖徳太子が

物部守屋の館のあった阿都桑市を攻めたとき、

守屋はこの地に城を築き抗戦した。 

写真 2-18.光蓮寺の前に「稲城址」の石碑があ

る。稲城の謂れは稲で囲った城とも、稲積みの

城であったとも伝わる。石碑 1939 年建立 

写真 2-19.龍華中学校の南側、守屋が迹見赤檮

の弓に撃たれたと伝わる『弓代塚』。守屋を射た

鏑矢を埋めたと伝わる『鏑矢塚』の石碑がある。 
 
また、境内に薬師如来を本尊とする黄檗宗（おうばくしゅう）のお寺「日羅（百済系）寺」があるのも、この社の特徴である。

寺の開祖とされる日羅上人は、大伴金村（おおとものかなむら）大連にしたがって百済に渡った倭人の子として百済で生ま

れ、後に百済の都城の治安にあたる将軍として活躍していた。 
敏達（びだつ）天皇は 583 年、任那（みまな：369～562 年）は、古代に存在した朝鮮半島の南部地域）滅亡後の百済情
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勢を聞くため、勅命により日羅を帰国させ、信心深い日羅のため、この地に寺院を建立した。わが国最古の寺院の一つとさ

れ、明治の廃仏毀釈のなかにあっても、樟本神社分社を境内にお迎えするということで存続できた。 
関係氏族は物部守屋（日本古来の神勢力）氏の旧領地である。明治の神仏分離によって寺は廃絶、神社は樟本神社

（南木の本・日羅寺）とし現在にいたっている。 
なお、日羅上人は、天皇から尋ねられた際、「兵事よりも、百姓保護に努め、国力を充実して、百済を討つべし」と答えた

ため、同行していた百済の使臣に暗殺されたという。 
日羅開基とされる寺院は国内に百数十カ寺もあり、奈良県の橘寺には国の文化財・木造日羅像が安置されているなど、

全国的にも馴染みの深い寺である。 
鎮座地は〒581-0042 八尾市南木の本 7-33 である。緯度は 34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 23 秒、標高 10m

である。交通は JR 大和路線 「八尾駅」1.9km、地下鉄谷町線「八尾南駅」767m である。 
境内末社は日羅寺〔にちらじ〕のみである。社殿は本殿と拝殿、権現造（ごんげんづくり）である。例祭は 10 月 9 日、10

日。物部守屋の墓は南木の本（旧字名を城の跡）光蓮寺前、「稲城址」の石碑が建立し、拝殿と本殿の裏側に「道生寺跡」

という石標が建立している。 
 

2-17.日羅寺の英文由来と今昔 

Minami-kinomoto Shrine of Kushumoto shrine is the sikinai-sha which listed in table of the engishiki－
shrine 927 year in the middle of 939-1086 years in the Heian era. Futsuno-ookami and Nigihayahikomikoto 
have been enshrined, as in Kinomoto and kitakinomoto. 
Kusumoto shrine has "sanza of kusumoto shrine in Shiki-county" in Engishiki. It is three companies of the 

current kinomoto, kita-kinomoto and minami-kinomoto shrine. Minami-kinomoto shrine is the shinto shrine 
which parted from kinomoto shrine last. The shrine foundation is unknown by the mystery before an 
extinction time of Mononobe moriya or Engi era type.  

Here is a castle made of "Inagi" (rice straw) which became the base for defense of Mononobe army. 
Mononobe army was three times over Soga army retreated. The name of Inagi is to prevent the arrow of the 

 enemy. Therefore I hung the rice which I harvested in Asagi and performed a big pile of rice straw around 
making it with a fence. Thus, it is the place that I likened to a castle. The Mononobe forces are full of the 
fighting spirit, and it is said that I let the Soga forces of Soga-no-umako retreat for three times and resisted it 
daringly till the last. 

Here is a Nitiraji-temple of Obaku-syu which Nitira holy priest was the founder. He was born in Kudara as 
Japanese and served as general protection of safety said. Bintatsu Emperor was returned to him 583years, 
and built the temple in this place. And in Meiji era, its current form by separating Shinto and Buddhism was 
born. But he was assassinated officials of Kudara. The family concerned is an old territory of Mononobe 
moriya (old God power in Japan) him. The temple considered to be the Nitira open basis has one hundred 
temples in the country. Nitira statue of cultural heritage is enshrined in Tachibana- dera-temple, Nara 
prefecture. The shrine is located in 7-33, Minami-kinomoto, Yao-city. The latitude is 34°36'04" N, 135°35'23"S, 
and altitude is 10m. The nearest station is JR Yamato line "Yao Station" 1.9km, subway Tanimachi Line 
"Yao-Minami Station" 767m.  
There are Nitiraji-temple subordinate shrines. Shrine pavilions was Honden( main hall) and Haiden 

(worship) which was gongen-tsukuri. Festival has become cause on October 9 and 10. In the grave Mononobe, 
there is the stone monument of ‘Inagi castle (Inasiro-ato)’ and the stone mark of ‘doujyouji trace 
(doujyouzi-ato)’. 
 

2-18.日羅寺の韓文由来と今昔（쿠스모토 신사 (미나미키노모토・일라사)의 유래와 현재） 

쿠스모토 신사(미나미키노모토・일라사)는 헤이안 시대 중기(939～1086 년)에 편성된 엥기식에 있는 전국의 

신사의 일람표(엥기식 신명부: 927년)에 기재된 진묘쵸우에 기록되어 있는 무내신사이다. 

제사 대상은 원래 나무의 신에게 제사를 지내 왔을 것으로 추정되나 지금의 제신은 쿠스모토 
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신사(키노모토)와 쿠스모토 신사(키타키노모토)와 같은 보도대신, 니미하야히노 미코토를 모시고 있는 원시 

종교이다. 

쿠스모토신사는, 엥기식 신명부에 「지기군 쿠스모토신사 3 좌」가 있었다고 전해져 오고 있는데, 현재의 

「키노모토」 「미나미키노모토」 「키타키노모토」의 쿠스모토 신사 3 사를 가리켜, 「키노모토」로부터 나머지 

2 사가 갈라진 것으로 보여진다. 쿠스모토 신사(미나미키노모토)는 「키노모토」로부터 마지막에 분리된 

신사이다. 신사 창건은 모노노베노 모리야(587 년 사망)의 멸망무렵이지 않을까 하는 의문이있으나 엥기식 

이전으로 정확한 연대는 미상이다. 여기에는, 모노노베노 모리야(587 년 사망)의 모노노베군이 방위의 

거점으로 한 이나기「옛날 집 둘레에 볏단을 쌓아 적의 화살을 막는 방비로 삼은 것」가 있었던 것으로 

알려진다. 이나기는 적의 화살을 막기 위해 베어 낸 벼를 잔목에 걸치고 단을 만들거나 주변에도 볏짚을 

산적해 성을 지켰다고해서 불리어졌다. 모노노베군은 전의도 왕성하고 소아 마고( 626 년 사망)의 소아군을 

3번에 걸쳐서 퇴각시키는 등 끝까지 과감하게 저항했었다고 여겨진다. 

또한, 경내에 약사여래를 본존으로 하는 오바쿠종의 사찰 「일라(백제계)사」이 있는 것도 이 신사의 

특징이다. 사찰의 시조로 여겨지는 일라고승은 오오토모노 가나무라 대련에 따라서 백제에 건너간 왜인의 

아이로서, 백제에서 태어나 후에 백제의 미야코노죠의 치안을 담당하는 장군으로서 활약했었다. 민달천황은 

583 년 임라국(369～562 년, 고대에 존재한 한반도의 남부 지역) 멸망 후의 백제의 정세를 묻기 위해 칙명을 

내려 일라를 귀국시킨 후, 믿음이 깊은 일라를 위해 이 땅에 사원을 건립했다. 지금도 최고의 사원의 

하나로 불리워지고 있고, 메이지 시대의 불교를 배척하는 정책속에서도 쿠스모토 신사의 분사를 경내에 

맞이하는등의 노력을 한 결과 존속시킬수 있었다. 관계 씨족은 모노노베노 모리야(일본 고래의 신세력) 

씨의 옛 영토지이다. 메이지의 신불분리에 의해서 사찰은 폐사하고 신사는 쿠스모토 신사(미나미키노모토・

일라사)로 현재에 이르고 있다. 

덧붙여 일라고승은 천황으로부터 질문을 받았을 때 「군대의 일보다 백성들의 보호에 노력을 다하며 

국력을 충실히 하고 백제를 토벌할 것」이라고 대답해서 동행하고 있던 백제의 사신에 암살되었다고 한다. 

일라개기로 여겨지는 사원은 국내에 백 수십개가 있고, 나라현의 귤사에는 국가의 문화재 ・목조일라상이 

안치되고 있는 등 전국적으로도 친밀감 있는 사찰이다. 

진좌지는(우)581-0042야오시 미나미키노모토 7-33이다. 위도는 34도 36부 04초 최남단, 135도 35부 23초, 

표고 10 m 이다. 교통은 JR 다이와 노선 「야오역」1.9 km, 지하철 타니마치선선 「야오남역」767 m 이다. 경내 

말사는 일라사만 현존하고 있다. 신전은 본전과 배전 곤겐조이다. 예제는 10 월 9 일, 10 일에 올려지고 있다. 

모노노베노 모리야의 무덤은 미나미키노모토 광련사 앞에 있으며, 「이나기지」의 비석이 건립되어 있으며, 

배전과 본전의 뒷편에는 「도생사 터」라고 하는 석표가 건립되어 있다. 

 

2-19. 樟本神社（南木の本・日羅寺）の中文由来と今昔 （樟本神社（南木之本·日罗寺）的由来与现况） 

  樟本神社（南木之本·日罗寺）是编纂于平安时代中期（939-1086 年）的延喜式全国神社一览表（延喜式神名帐，

927 年）所记载的式内社。祭祀对象原为木灵（木魂），而现在与樟本神社（木之本）与樟本神社（北木之本）一样，

其祭神是祭祀布都大神与饶速日命的原始宗教。 

  樟本神社在延喜式神名帐被记载为“志纪郡樟本神社三座”，而这三座樟本神社被认为指的是现在的“木之本”、“南

木之本”及“北木之本”之三个神社，后两个神社是由“木之本”分离出来的。樟本神社（南木之本）是最后从“木

之本”分离出来的神社。该神社也许是创建于物部守屋灭亡的前后，其时期在延喜式编纂时期之前，具体不详。但

人们知道此处原先建有物部守屋（卒于 587 年）率领的物部军的防御据点“稻城”。为了抵御敌人的矢箭，将收割的

稻谷挂在灌木上建成城寨，并在周围将稻草堆积成山，因此被称为稻城。据传物部军还具有高昂的斗志，曾三次击

退了曾我马子（卒于 626 年）率领的曾我军的进攻，并果敢地抵抗到最后。 

  此外，境内有以药师如来为本尊的黄檗宗门寺院“日罗（百济系）”也是该神社的特征。被认为是该寺院开山祖师

的日罗上人作为随大伴金村大连西渡百济的倭人的儿子出生在百济，后来作为负责百济都城治安的将军而活跃于百

济。敏达天皇于 583 年为了询问任那（369-562 年存在于朝鲜半岛南部的地方政权）灭亡后的百济的形势，敕命日罗

回国，并在此地为虔心的日罗建造了寺院。据说此寺院是我国最古老的寺院之一，即使在明治时期的废佛毁释之中，

也以在境内迎来樟本神社分社而得以存续。与神社有关的氏族来自物部守屋（日本自古以来的神势力）氏的旧领地。

在明治时期，寺院因神佛分离而被废，神社作为樟本神社（南木之本·日罗寺）而传至现在。 
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  据传，日罗上人在天皇询问时曾答道：“比起起兵之事，应努力保护百姓，充实国力，而后讨伐百济”，他也因此

而被同行的百济使者暗杀。被认为是由日罗所创建的寺院在国内有百数十个，其中在奈良县的橘寺内安放有国家保

护文物—木造日罗像等，这些寺院为全国熟知。 

  神社的镇座地位于八尾市南木之本 7-33（邮编：581-0042），其最南端的纬度为北纬 34 度 36 分 04 秒，经度为东

经 135 度 35 分 23 秒，海拔高度为 10 米。神社距 JR 大和路线八尾站 1.9 公里，地铁谷町线八尾南站 767 米。境内

末社只有日罗寺。祭神殿的本殿与拜殿为权现造。例祭为 10 月 9、10 日。物部守屋的墓位于南木之本（旧字名为城

之迹）光莲寺前，立有“稻城址”的石碑，在拜殿与本殿的后面建有“道生寺迹”的石标。 

 

3. 樟本神社（南木の本・日羅寺）の建築物の写真と測量 
 
3-1. 樟本神社（木の本）の社殿の写真と考察 

 
写真 3-1.樟本神社（南木の本）の拝殿で、写真 3-2.樟本神社（南木の本）の本殿で、奥にある瓦屋根は、社殿の境界線

のである。写真 3-3.樟本神社（南木の本）の本殿である。 
 

 
写真 3-4.樟本神社（南木の本）の社殿側面、写真 3-5.樟本神社（南木の本）の社殿側面、写真 3-6.樟本神社（南木の本）

の本殿である。 
 
3-2. 渋川神社と樟本神社の社殿規模と神木規模 

社殿規模としては、渋川神社が大きく、社殿幅は、木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。

樟本神社「南木の本」は権現造で、本殿と拝殿がある。社殿の幅は11.41mで、社殿の奥行きは13.44mである。樟本神社

「南木の本」の社殿幅は、渋川神社より小さく、木の本と北木の本より大きい。社殿の奥行きは、渋川神社と各木の本より小

さい値である。神木の円周（3.21m）と直径（1.02m）は、渋川神社が大きく、木の本、北木の本、南木の本の順から小さい

値である。 
 

 
写真 3-1.樟本神社南木の本社、拝殿 写真 3-2.樟本神社南木の本社、本殿 写真 3-3.樟本神社南木の本社、本殿 

  
写真 3-4.樟本神社（南木の本）の側面 写真 3-5.樟本神社（南木の本）の側面 写真 3-6.樟本神社（南木の本）の本殿 
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3-3. 樟本神社（南木の本・日羅寺）の建築物の写真と測量 
拝殿右前に“日羅禅寺”（日羅寺）なる寺院の本堂がある。軒下に掲げる縁起によれば、「日羅寺は、敏達天皇卯（583）

年日羅聖人が百済から帰朝して、天皇から阿都の桑木市（南木本村の旧地名）に土地を与えられて建立した寺で、薬師如

来（伝聖徳太子作）を本尊とする」とある（大意）。日羅とは、百済王家に仕えた倭系百済人で、百済では二位達率という高

位にあった人物。任那滅亡後、その復興を図る敏達天皇によって呼び戻され（583 年）、任那復興策についての意見を求

められたが、その献策が百済に不利だったとして、同行してきた百済使臣によって暗殺されたという。 
  

 
  

写真 3-7. 樟本神社（日羅寺）拝殿入口 写真 3-8.樟本神社（日羅寺）正面 写真 3-9.樟本神社（日羅寺）側面 

写真3-7. 樟本神社（南木の本）入口、写真3-8.樟本神社（日羅寺）正面、写真3-9.樟本神社（日羅寺）側面である。 
 

4. 樟本神社（南木の本・日羅寺）の鳥居の写真と測量 
4-1. 樟本神社（南木の本・日羅寺）鳥居の写真と考察 

渋川神社と樟本神社の 5 鳥居の測量値と建立年代は次の通りである。① 正

面大鳥居の構造は明神系鳥居。柱の直径は 0.41m、柱内側幅 3.30m、高さ(笠
木上点 5.25m、頂点 6.29m)、昭和 27(1952)年建立である。② 稲荷神社の構

造は明神系鳥居。柱の直径は 0.26m、柱内側幅 1.88m、高さ(笠木上点 2.65m、

頂点 2.79m)、奥には鳥居 2 基がある。③ 元天照皇大神社鳥居の構造は神明

系鳥居。柱の直径は 0.27m、柱内側幅 2.23m、高さ(笠木上点 2.58m、頂点

2.77m)、昭和 27(1952)年建立である。④ 琴平神社の構造は明神系鳥居。柱

の直径は 0.25m、柱内側幅 1.93m、高さは、笠木上点 2.59m、頂点 2.77m であ

る。 
 

 

 
写真 4-1 は樟本神社南木の本社の正門鳥居で、写真 4-2 は樟本神社南木の本社の正面鉄製鳥居で、写真 4-3 は樟本

神社南木の本社、中央鉄製鳥居である。 

 
地図 4-1. 樟本神社（南木の本）の配置図

   
写真 4-1.樟本神社南木の本社、正門鳥居 写真 4-2.樟本神社南木の本社、正面鉄製鳥居 写真 4-3.樟本神社南木の本社、中央鉄製鳥居
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5. 樟本神社（南木の本・日羅寺）の石灯籠 
 

  
地図 5-1.樟本神社（南木の本）の配置図

（やお歴民友の会石造物部会、2008 年） 

地図5-2.現在の八尾市、樟本神社（木

の本）の配置図 

 
地図 5-1.は、樟本神社（南木の本）の配置図である。この地図は、やお歴民友の会石造物部会、2008 年を引用した。地

図 5-2.は、現在の八尾市にある樟本神社（南木の本）の配置図である。 
 

 
写真 5-1. 南木の本社の左 写真 5-2.南木の本社の本殿 写真 5-3. 南木の本社の正面右南 

 
写真 5-1 は南木の本社の左灯籠で、写真 5-2 は南木の本社の本殿で、写真 5-3 は南木の本社の正面右南灯籠である。 

 

 
写真 5-4 は南木の本社の正門灯籠で、写真 5-5 は日羅寺の正面灯籠で、写真 5-6.南木の本社の公園灯籠である。 
 
 

 
写真 5-4.南木の本社、正門灯籠 写真 5-5.日羅寺の正面灯籠 写真 5-6.南木の本社、公園灯籠 
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６. おわりに 

 

6-1.樟本神社（南木の本）と物部（守屋）との関係  
樟本神社（南木の本）の概要と主な特徴は、次のように要約できる。延喜式神名帳は樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）

靱（ユキ）、河内国（かわち）、 志紀郡鎮座で。現社名は樟本（くすもと）神社、南木の本社で。勧請神は稲村城の守護人と

して 守屋大連を勧請し、旧寺名：日羅（百済系）寺である。社格等は式内小社・旧社格：村社・旧寺名：日羅（百済系）寺で

ある。例祭は１０月９日、１０日で、関係氏族は物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領地)で、鎮座地移転は

最初は木本村に三座、北木本が分村し、さらに南木本が分村した。敏達天皇が、百済から呼び戻した日羅に、ここの土地

を与えた。日羅は日本最初の黄檗宗日羅寺を建立した。その本尊には薬師如来像を安置した。日羅（百済系）寺の規模

は、幅、6.03ｍ、奥行き 6.38ｍである。 

  
6-2. 樟本神社「木の本」の社殿と神木  

社殿規模としては、渋川神社が大きく、社殿幅は、木の本、北木の本、南木の本の順から渋川神社へと大きいとみられる。

樟本神社「南木の本」は権現造で、本殿と拝殿がある。社殿の幅は 11.41ｍで、社殿の奥行きは 13.44ｍである。樟本神社

「南木の本」の社殿幅は、渋川神社より小さく、木の本と北木の本より大きい。社殿の奥行きは、渋川神社と各木の本より小

さい値である。神木の円周と直径は、渋川神社が大きく、木の本、北木の本、南木の本の順から小さい値である。 
 
6-3. 樟本神社「木の本」の鳥居 

樟本神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.09ｍ、直径 0.38ｍ、柱間距離 3.04m である。貫の高さは下点 3.65ｍと上点

3.95ｍである。笠木の高さは下点 4.51ｍ、上点 4.62ｍと頂点 4.854ｍである。樟本神社鳥居の平均値では、柱の円周

0.99ｍ、直径 0.32ｍ、柱間距離 2.61ｍである。貫の高さは下点 2.82ｍと上点 3.07ｍである。笠木の高さは下点 3.44ｍ、

上点 3.59ｍと頂点 3.73ｍである。渋川神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.82ｍ、直径 0.26ｍ、柱間距離 1.91m である。

貫の高さは下点 2.11ｍと上点 2.31ｍである。笠木の高さは下点 2.57ｍ、上点 2.71ｍと頂点 0.82ｍである。この測量時は、渋

川神社社殿裏 4 の鳥居と同様な値である。この基準以外に、樟本神社木の本、樟本神社南木の本には、鉄製の鳥居が確

認できた。 
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神社の調査や測量時には、数回にわたってお世話になった日本カフェテリアの朝倉裕高・萱村冨久夫の各氏に厚く御

礼申し上げます。和英訳には上野裕文学博士、和中訳には立川昌司社長と金洪傑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。 
  (2011 年 12 月 1 日受稿、2012 年 1 月 25 日掲載決定)  
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大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382 年)の由来と社殿測量 
沢 勲*・西山 正明**・石田 信也**・八頭司 彰久*** 

(大阪経済法科大学*・関西大学校友会**・ヤトウジ保険センター***) 
History of the Nozato-Sumiyoshi Shrine and its Shrine Measuring, 

Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 
Isao SAWA*・Masaaki NISHIYAMA **・Shinya ISHIDA **・Akihisa YATOUJI*** 

 
ABSTRACT 

We study an origin and the Shrine measuring of the Nozato-Sumiyoshi Shrine in Nozato, Nishi Yodogawa 
Ward, and there is our study for the purpose of making the database of the cultural heritage. The 
Nozato-Sumiyoshi Shrine can recognize connection about the Emperor Nintoku's wife, Yakamochi Otomono (a 
poet having written lots of tankas in the Man' yo-shu), Ichiya-Kanjo, the internal conflict of the Hosokawa 
family, Yoshimitsu Asikaga (the third shogun of the Muromachi government). The origin of the 
Nozato-Sumiyoshi Shrine supported in the globalization times. About Measuring, we analyzed data of the 
shrine environment by scientific management method.  

In the Nozato-Sumiyoshi ShriNEThe length of the lateral and depth in the main shrine building is 17.2m 
and 16.1m. In addition, the height of the worship hall and main hall are 8.8m and 7.9m. The authors were 
able to ascertain the cultural heritage of buildings in the Nozato-Sumiyoshi Shrine. 
 
キーワード：社殿の測量値と模型製作、一夜官女、足利三代将軍の義満 
Keywords：Survey Values of the Shrine Measuring and Fabrication of its Model、Ichiya-Kanjo, Yoshimitsu 
Asikaga 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS)，Vol.3 (2012), 123-130 pp］ 
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪の文化遺産学の立場から、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ものである。本稿

は、大阪市西淀川区野里にある野里住吉神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部の神社総合学

術調査(2011)報告の一部である。西淀川区は大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、南北約 5.94km、境界

線距離約 17.68km、総面積 14.23km2 である。野里住吉神社は、西淀川区の最東端に位置し、緯度 34°42′ 35″N と経度

135°27′46″S にある。 
 

  
地図 1-1. 新撰増修大坂大絵図、元禄 4(1691)年 地図 1-2. 野里住吉神社鳥瞰図 写真 1-1. 野里住吉神社社殿、建築様式は住吉造

 
野里住吉神社は、「野里村を水害や災害から守る目的」で室町幕府足利義満三代将軍によって、永徳 2(1382)年に創

建されたものである。鎮座地は、西淀川区の南東部にあり、大阪市西淀川区野里 1 丁目 15-12 に属する標高(1m)、面積
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(3799.9 平方 m=約 1151.5 坪)、外周距離(0.3km＝295m)である。本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は少な

い。新淀川と交差する旧中津川が接近した位置にあり、台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴

史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうし

た点が本神社調査の最初の動機となった。地図 1-1 は元禄 4(1691)年の新撰増補大坂大絵図で、地図 1-2 は野里住吉神

社の鳥瞰図、写真 1-1 は野里住吉神社の社殿である。既存の神社関連資料情報を収集して、社殿の規模と形態、成因等

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。そして、区内にある神社の大きさに重要な関連性

があることを予測した。ただし、区内において、神社の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。野里住吉神社と行政との関連歴史の結果は、

①明治 5(1872)年、大阪神史 p.410、神社の村社・郷社に列し、②明治 40(1907)年、西成郡史 p.835、大阪府告示 493
号、会計規定適用指定、③明治 42(1909)年、大阪神史 p.410、大阪府告示 神饌幣帛料供進社に指定、④明治

47(1912)年、野里平成 21 (2009)年、「一夜官女祭」を大阪府文化財保護委員会が重要民族資料として認定(村社野里住

吉神社)である。 
神社環境として、①明治末期の新淀川開削までは、旧中津川右岸に住吉神社の石垣、②中津川には野里の渡しがあり、

尼崎へ抜ける八丁街道の交通網、③安閑天皇の時代に奉献された三野郷(みのごう)の地域、④地帯が開発され時期は、

南北朝時代(1331～1392 年)、⑤永徳年間(1381～1384 年)に、開発が進み住吉大神を勧請、⑥大阪府指定文化財の一

夜官女(いちやかんじょ)神事、⑦細川家内紛から戦に発展した「野里川(中津川)の合戦」と「島村蟹」等がある。 
さらに、神社社殿には、一応の成果が得られたデータから解析を行った。神社の社殿の写真撮影と精密測量から模型を

製作した。特に平面と縦断面計測である。これらの模型を平成 23(2011)年夏、西淀川区民祭りとホテルグランヴィア大阪で

展示した。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、今後の研究課題、そして神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は、多項式によっ

て解析を行った。本報においては、大阪市西淀川区、野里住吉神社の由来と社殿に関する測量値解析と模型製作を行っ

た結果について報告する。 
 

2. 野里住吉神社の由来 
 

野里は、名称変更により「歌島・姫里」とも呼ばれる。明治末期の新淀川開削までは旧中津川(なかつがわ)の右岸に沿っ

て開けた村落で、今日の住吉神社の石垣はその中津川の堤防の名残をとどめている。中津川には野里の渡し(別名、柏の

渡し)があり、大坂から「渡し」をわたり尼崎へ抜ける八丁街道は人馬の往来が絶えない交通の要衝であった。 
この「渡し」は、仁徳(にんとく)天皇の皇后が、「檞(かしわ)の葉」を海に投げ入れられた故事から名づけられたという。万葉

歌人・大伴家持(おおとものやかもち)が「船いだす沖つしほさい白妙にかしわのわたり浪高く見ゆ」と詠じのもこの渡しだと言

われている。また、一説では、飛鳥時代第 27 代安閑(あんかん：在位 531～536 年)天皇の時代に奉献された上御野(み
の)・下御野は「和名抄(わみょうしょう：平安時代の辞書)」にいう三野郷(みのごう)で、野里周辺地域をさすのではないかとも

言われる。 
注 1：古墳時代、第 15 代仁徳天皇在位は 313 - 399 年、先代：第 15 代応神天皇、次代：第 15 代履中天皇、陵所：百舌鳥耳原中陵、

異称：鷦鷯天皇、父親：応神天皇、母親：仲姫命、皇后：磐之媛命、子女：履中天皇・住吉仲皇子・反正天皇・允恭天皇・大草香皇子・草

香幡梭姫皇女、皇居：難波高津宮。 
注 2：飛鳥時代、第 27 代安閑天皇在位は:531～536 年、父：第 26 代継体天皇 第一皇子、母：目子媛（尾張連草香のむすめ）、 

皇后：春日山田皇女（かすがのやまだひめ：仁賢天皇の皇女）、皇妃：沙手媛・香香有媛・宅媛は物部蓮子大連の娘）、宮：勾金橋宮(奈
良県橿原市曲川町)、陵墓：古市高屋丘陵（大阪府羽曳野市古市）。 

野里は、このように古い伝説を有する土地で、難波八十島(やそしま：島が多い)と呼ばれたデルタ地帯であった。この地

帯が開発され時期は、南北朝時代(1331～1392年)であろうと推定される。とくに永徳年間(1381～1384年)に、この地の開

発が進み、住吉大神を勧請したという記録がある。地元では、野里住吉神社の創建年代は、永徳 2(1382)年と伝わってい
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る。現存する旧崇禅寺(そうぜんじ)の古文書には嘉吉 2(1442)年、摂州中島「野里」庄(野里の旧名)の現在地に宮が存在し

たことを示す記述もある。 
注、永徳（えいとく）は、南北朝時代の元号の一つ。北朝方にて使用された。康暦の後、至徳の前。期間（1381～1383 年）。この時代

の天皇は、北朝方が後円融天皇、後小松天皇。南朝方が長慶天皇、後亀山天皇。室町幕府将軍は足利義満。 
本神社には大阪府指定文化財の一夜官女(いちやかんじょ)神事がある。この祭は摂津名所図絵(せっつめいしょずえ)や

摂陽落穂集(せつようおちぼしゅう)などにも見えるなど、江戸時代から近郷に広く知れわたり、人身御供(ひとみごくう)の伝

説話が神事として伝わっている。 
現在使われている祭具には、元禄 15(1702)年の墨書があり、それ以前からの古い神事であることには間違いない。もと

は正月 20 日の夜中に行われた神事が、明治 40(1907)年から 2 月 20 日に改められた。さらに、野里は一夜官女にまつわ

る話として、岩見重太郎の豪傑退治話や、細川家内紛から戦に発展した享禄 4(1531)年の「野里川(中津川)の合戦」と「島

村蟹(しまむらがに)」の由来など、数多くの昔話を伝承する町でもある。(「平成祭礼データ」から一部修正)。一方、本神社の

創建について、「当時の野里村を水害や災から守る目的で室町幕府足利三代将軍の義満(よしみつ)によりなされたもので

ある」という説明もある(表 2-1)。(神社から加筆) 
注 3、足利 義満は室町時代前期の室町幕府第 3 代将軍、在職 1368-1394 年。父は第 2 代将軍足利義詮、母は側室の紀良子。鹿苑

寺（金閣）を建立。さらに、室町時代の政治、経済、文化の最盛期を築いた。義満が邸宅を北小路室町へ移し、義満は「室町殿」とも呼ば

れた。鹿苑院は義満のほかに、義満が相国寺塔頭（現在の同志社大学今出川校地）に置いた京都五山の統括役所を指す場合もある。 
 

表 2-1. 大阪市西淀川区、野里住吉神社の詳細資料 
御祭神 住吉大神(底筒男命、中筒男命、上筒男命、神功皇后) 
キーワード 仁徳天皇の皇后、万葉歌人・大伴家持、一夜官女、細川家内紛、足利三代将軍の義満 
鎮座地 555-0024 西淀川区野里 1-15-12 神社創建 永徳 2(1382)年、流造 
電話番号 06-6471-0277 Fax 番号 06-6471-0277 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html  
http://www.jinjacho-osaka.NET/m01k_01_nisiyodogawa_nozatosumiyosi.html          

交通手段 市バス・阪神バス「野里下車」北へ 200m、ＪＲ神戸線「塚本駅」西へ約 10 分 
 

3. 野里住吉神社社殿の測量と構造観察 
 
本殿（ほんでん）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。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。野里住吉神社本殿の構造は、

神社の殿舎の重要な点として、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。 
野里住吉神社社殿は、流造である。流造は次のように要約できる。概要：宇

治上神社本殿で、平安時代後期の建築形式。伊勢神宮に代表される神明造

から発展型で、屋根が反り、屋根が前に曲線形に長く伸びて向拝。全国で最

も多い神社本殿形式。構造：切妻造・平入で、側面から見た屋根形状は対称形ではなく、正面側の屋根を長く伸ばす。屋

根：優美な曲線、直線的な外観の神明造と異なる。茅葺に限らず柿葺、檜皮葺、銅板葺など。側面の破風は懸魚などで装

飾され。勾配はゆるく、前面に長く流れるように伸びる曲線を強調。柱：身舎の柱は丸柱、向拝は角柱。桁行（正面）の柱間

 

図 3-1.野里住吉神社社殿の平面図 
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が 1 間（柱が 2 本）であれば一間社流造、3 間（柱が 4 本）であれば三間社流造という。床：土台の高さに浜床、階段上に母

屋床をはる神社建築である。図 3-1 は野里住吉神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 16.2m、奥行き 17.2m、

拝殿高さ 7.9m と本殿高さ 8.8m である。 
 

   
図 3-2.流造、賀茂御祖神社本殿正面 図 3-3.流造、賀茂御祖神社本殿平面 図 3-4.流造、賀茂御祖神社本殿側面 

 
神社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は次の通りである。図 3-2 は流造の賀茂御祖神社本殿正面、図 3-3 は流

造の賀茂御祖神社本殿平面、図 3-4 は流造の賀茂御祖神社本殿側面である。 
 

表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基

 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 
 
 

   
写真 3-1.野里住吉神社の正面 写真 3-2.野里住吉神社の裏面 写真 3-3. 野里住吉神社の側面

 

野里住吉神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。 
 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離にお

いて、最大値は 16.2m、平均値は 9.5m および最小値は 6.1m である。 
 
模型 3-1 は野里住吉神社の正面である。模型 3-2 は野里住吉神社の上面である。模型 3-3 は野里住吉神社の側面であ

る。側面からみると拝殿は本殿より高くみられる。野里住吉神社の正面横距離は、区内では最長の長さ 16.1m である。表
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3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。 
 

  
模型 3-1.野里住吉神社の正面 模型 3-2.野里住吉神社の上面 模型 3-3. 野里住吉神社の側面

 
西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面横距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2

次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法

として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を判明

した。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 
 

表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きにお

いて、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。野里住吉神社の社殿奥行きは、区内では最長の

長さ 17.2m である。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 について図式を行った。 
西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 3 次方程式(2

次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法

として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明し

た。 
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表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 

 

 

 

表 3-4 は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおいて、
最大値は 7.9m、平均値は 5.7mおよび最小値は 4.4mである。野里住吉神社の社殿高さは、区内では最大の高さである。
表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。 

西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次
変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法と
して、次のような回帰方程式を与えられる。 

 

y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 

 

ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を判明
した。 

 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 

 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 

 

 

 

4. おわりに 

4-1.西淀川区の地域環境  

西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、その
名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放水路"も
着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄道・道路・
橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形成した。河川汚
濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く区民の憩いの場・
健康づくりの場として活用されている。 

西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距離約
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17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大橋・両

島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある野里住吉神社の調査要約  
野里住吉神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、住吉大神(底筒男命、中筒男命、上筒男命、神功皇后） 
2. 神社の創建は 1382 年で、鳥居建立は 1738 年～1936 年である。 
3. 社殿の建築様式は流れ造で、鰹木は 5 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図を作成できた。 
5. 社殿の規模は、正面横 16.2m、奥行き 17.2m、拝殿高さ 7.9m と本殿高さ 8.8m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
 

  
写真 4-1.野里の渡し 旧船着き場 写真 4-2.西淀川区内の社殿と鳥居の模型展示 写真 4-3.一夜官女祭（大正 15 年） 
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大阪市西淀川区、田蓑神社(869 年)の由来と社殿測量 
沢 勲*・西山 正明**・石田 信也***・宮本 正明**** 

(洞窟環境 NET 学会*・西山組**・一級建築士事務所 ADE***・ワイ・ハウス****) 
 

History of the Tamino Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Masaaki NISHIYAMA **・Shinya ISHIDA ***・Masaaki MIYAMOTO**** 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the Shrine environment of the Tamino Shrine in Tsukuda, Nishi-Yodogawa Ward, 

and there is the study of the writers for the purpose of making the database of the cultural heritage. 
Foundation of the Tamino Shrine is 869 age. Key Words of the Tamino Shrine are Amaterasu-Omikami, the 
Empress Jingu, the subjugation of the Three Kans, Ieyasu Tokugawa. In the Tamino Shrine, the length of 
the lateral and depth in the main shrine building is 12.4m and 4.9m. In addition, the height of the worship 
hall and main hall are 4.4m and 6.3m.The authors were able to ascertain the cultural heritage of buildings 
in the Tamino Shrine. 
 
キーワード：伊勢神宮の天照皇大神、神功皇后、三韓征討、徳川家康、社殿測量 
Keywords：Amaterasu-Omikami, The Empress Jingu, The subjugation of the Three Kans, Ieyasu Tokugawa, 
Shrine Measuring                     
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 131-138 pp］ 
 

1. はじめに 
 
 本研究は、大阪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して作成したものである。本稿は、

大阪市西淀川区、田蓑神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部による神社総合学術調査（2011
年)報告の一部である。 
 

  
図 1-1.増修大坂大絵図の寛政 9 (1797)年 図 1-2.田蓑神社は②番 写真 1-1.田蓑神社社殿。建築様式は住吉造

 
西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、境界線距離約 17.68km、総面積

14.23km2 である。田蓑神社は、西淀川区の最東端に位置し、区内神社内では北端神社で、緯度 34°43′07″N；経度

135°26′54″にある。田蓑神社の場所は、大阪市の西部東部は海岸に位置し、大阪市西淀川佃 1-18-14 に属する。本神

社に関してはこれまで本格的な学術調査は少ない。新淀川と交差する旧中津川が接近した位置にあり、台風や水害が多

く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残

す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は寛政 9(1797)年
の増修大坂大絵図で、図 1-2 は田蓑神社の位置図②、写真 1-1 は、田蓑神社の社殿である。 
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既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、区内

において、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。田蓑神社と行政との関連歴史の結果は、①貞

観 11(869)年に鎮座、当初は「田蓑嶋神社」と言われた。②寛保元(1741)年に、「住吉神社」と改名、明治元(1868)年に

「田蓑神社」現在に至る。③天照皇大神の兄神に当たる表筒之男命・中筒之男命・底筒之男命の三柱。④神功皇后が三

韓(馬韓・辰韓・弁韓の国)征討へ赴く時、三韓の王等を降伏させて、国に戻る途中、田蓑嶋に立ち寄って勝ち戦を祝った。

⑤天正 14(1586)年、家徳川康がこの地に立ち寄り、池田市多田神社に参詣時、田蓑嶋の漁民らが漁船をつかって、神

崎川の渡船を勤めた。漁業の一方、田も作れと命じ、それを機に田蓑嶋を佃と改め、寛永 8(1631)年、田蓑嶋神社内に、

徳川家康も奉られることになった。⑥現在、東京都中央区佃にある住吉神社である。 
注 1.神功皇后（じんぐうこうごう、170 ～ 269 年）は、仲哀天皇の皇后。崩御:269 年、陵所:五社神(ごさし)古墳、異称:聖母・気長足姫

尊・息長帯比売命・大帯比売命・大足姫命皇后、父親：息長宿禰王、母親：葛城高顙媛、皇配：仲哀天皇、子女：応神天皇、皇居：磐余

稚桜宮（若桜宮）。『日本書紀』などによれば、201 年～269 年間政事を執った。夫の仲哀天皇の急死（200 年）後、住吉大神の神託に

より、お腹に子供（のちの応神天皇）を妊娠したまま海を渡って朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻めた。神功皇后が三韓征伐の後に

畿内に帰るとき、自分の皇子（応神天皇）には異母兄にあたる香坂皇子・忍熊皇子が畿内にて反乱を起こして戦いを挑んだが、神功皇

后軍は武内宿禰や武振熊命の働きによりこれを平定したという 
神社の鳥居の件では、一応の成果が得られたデータから解析を行った。①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居の精密測

量(神社の測量値と模型製作)である。平成 23(2011)年夏、西淀川区民祭りやホテルグランヴィア大阪において展示を行

った。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

の成果を整理した。測量した値は、多項式によって解析を行った。本稿においては、大阪市西淀川区田蓑神社にある社

殿の測量値解析と模型製作について報告する。 
 

2．田蓑神社の由来 
 
貞観11(869)年9月15日に鎮座(ちんざ)、当初は「田蓑嶋(たみのしま)神社」と言われた。 その後、寛保元(1741)年9

月に、「住吉神社」と改名し、さらに明治元(1868)年に「田蓑神社」となって現在に至る。 
この神社は「住吉の四柱」として知られている。元は、伊邪那岐(いざなぎ)大神の子で、伊勢神宮の天照皇大神(あまて

らすおおみかみ)の兄神に当たる表筒之男命(うわつつのおのみこと)・中筒之男命(なかつつのみこと)・底筒之男命(そこ

つつのおのみこと)の三柱である。そこへ、神功(じんぐう)皇后が三韓(馬韓・辰韓・弁韓の国)征討へ赴く時、住吉三神を守

り神とし、三韓の王等を降伏させて、国に戻る途中、この田蓑嶋に立ち寄って勝ち戦を祝った。後に、この三柱に、神功皇

后自身も加わって四柱となり、「住吉の四柱の大神」と言われるようになった。その時の船の鬼板が神宝として今も祀(まつ)
られている。 
また、この神社は徳川家康とも深い縁がある。天正 14(1586)年、家康がこの地に立ち寄り、多田の廟(現在、池田市多

田神社)に参詣の時、田蓑嶋の漁民らが漁船をつかって、神崎川の渡船を勤めた。その縁により、漁民らには「全国どこで

漁をしてもよし、また、税はいらない」という特別のごほうびが与えられた。さらに、漁業の一方、田も作れと命じられた。そ

れを機に田蓑嶋を佃と改め、寛永 8(1631)年、田蓑嶋神社内に、徳川家康も奉られることになった。 
 
注、徳川家康の時代:戦国時代-江戸時代前期、生誕:1543 年、死没：1616 年、改名：竹千代（幼名）→松平元信→元康→家康 →

徳川家康、通称：次郎三郎、尊称：大御所（将軍引退後）、神君（死後）、神号：東照大権現、墓所：日光東照宮・大樹寺・高野山、幕

府：江戸幕府 初代征夷大将軍、主君：今川義元→氏真→織田信長→豊臣秀吉→秀頼、氏族：松平氏→徳川氏、父：松平広忠、母：

於大の方、兄弟：徳川家康・松平家元?・内藤信成?・松平忠政?・樵臆恵最?・市場姫、異父弟：松平康元、松平康俊、松平定勝、妻の

正室：築山殿、継室：朝日姫、側室：養珠院・西郷局・茶阿局・英勝院・ 雲光院・相応院ほか、子：松平信康・亀姫・結城秀康・督姫・徳

川秀忠・松平忠吉・振姫・武田信吉・松平忠輝・徳川義直・徳川頼宣・徳川頼房、ほか 
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さらに、天正 18(1590)年 8 月、徳川家康が関東へ下った時に、佃の人ら 33 名と田蓑嶋神社宮司、平岡正太夫の弟、

権太夫好次が住吉四神の分神霊を奉戴して、安藤対馬守、石川大隅守の邸内に一時奉祭した。寛永年間に鉄炮洲(現
在佃嶋)の地をいただき、大阪の佃と同じ名を付け、住吉大神の社地を定めた。正保 3(1646)年 6 月 29 日、住吉の四柱

大神と徳川家康の霊を祭った(表 2-1)。 (「平成祭礼資料」から一部修正) 
 

表 2-1. 大阪市西淀川区、田蓑神社の詳細資料 
御祭神 住吉四柱大神(表筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后) 
キーワード 伊勢神宮の天照皇大神、神功皇后、三韓征討、徳川家康 
鎮座地 555-0001 西淀川区佃 1-18-14 神社創建 貞観 11(869)年、住吉造 
電話番号 06-6471-5416 Fax 番号 06-6471-5059 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html  
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_02_nisiyodogawa_taminoi.html 

交通手段 阪神電車「千船駅」北へ 700m 徒歩 10 分 
 

3. 田蓑神社社殿の測量と構造観察 
 
本殿（ほんでん）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。 
田蓑神社社殿の構造は住吉造である。住吉造とは次のようである。大

阪の住吉大社本殿に代表される神社建築の一形式。あたかも大海原をゆく船団のように立ちならび、「三社の縦に進むは

魚鱗の備え、一社のひらくは鶴翼の構えあり よって八陣の法をあらわす」とも伝えられる。特徴：破風は古式の直線形、

神社建築の最古の様式とされる。構造：妻を正面とする前後に細長い建築で、内部は内陣・外陣に区切る。幅は 2 間、奥

行きは内陣・外陣各 2 間の長方形。切妻造・妻入であり、平面的に加工され直線的な外観。屋根：萱葺に限らず柿葺や檜

皮葺など幅広い。破風は直線形、妻飾りは交叉合掌型。反りのない切妻造り、切妻屋根に千木と 5 本の堅木を置く。柱：

幅は 2 間で、奥行き 4 間、中央の御心柱と正面中央の柱がない。壁：正面中央の 1 か所に観音開きの御扉による開口部

が設けられる。図 3-1 は田蓑神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 12.4m、奥行き 4.9m、拝殿高さ 6.8m であ

る。本殿と拝殿は奥行き 15.8m と幅 23.8m の範囲内にある。 
 

   

図 3-2.住吉造の本殿正面 図 3-3.住吉造の本殿平面 図 3-4.住吉造、本殿側面 
 

 
図 3-1.田蓑神社社殿の平面図 
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神左側から鰹木は 5 本×2 と 4 本×2 の 4 棟がある。各棟の面積は 2m×2m=4 平方メ－トルである。社建築の本殿の基

本的な形式と屋根の形式は次の通りである。図 3-2 は住吉造の本殿正面、図 3-3 は住吉造の本殿平面、図 3-4 は.住吉

造の本殿側面である。 
 

表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基 
 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 

 

 
写真 3-1. 田蓑神社の正面 写真 3-2. 田蓑神社の本殿 写真 3-3. 田蓑神社の側面 

 
田蓑神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 本殿、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型 3-3

のように模型にした。 
 

  
模型 3-1. 田蓑神社の正面 模型 3-2. 田蓑神社の上面 模型 3-3. 田蓑神社の側面 

 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離に

おいて、最大値は 16.2m、平均値は 9．5m および最小値は 6.0m である。田蓑神社社殿の正面横距離は、区内では 2 番

目に長い距離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面

横距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性

関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
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ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を判

明した。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表3-3は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きにおい

て、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。田蓑神社の社殿奥行きは、区内では最短距離で

ある。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 について図式を行った。

西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 3 次方程式(2
次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方

法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 

 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明

した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表 3-4 は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおいて、

最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。田蓑神社の社殿高さは、区内では 2 番目の高さである。

表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位は m）

の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数

である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
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y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
 
ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を判

明した。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
4. おわりに 

4-1.西淀川区の地域環境  
西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、そ

の名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放水路

"も着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄道・道

路・橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形成した。

河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く区民の憩

いの場・健康づくりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距離

約 17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣島・

佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大

橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある田蓑神社の調査要約  
大阪市西淀川区、田蓑神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、住吉四柱大神(表筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后） 
2. 神社の創建は 869 年で、鳥居建立は 1511 年～1987 年である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造、鰹木は 18 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
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5. 社殿の規模は、正面横 12.4m、奥行き 4.9m、拝殿高さ 6.8m で、本殿高さ 8.8m である。 
本殿と拝殿は奥行き 15.8m と幅 23.8m の敷地範囲にある。 
左側から鰹木は 5 本×2 と 4 本×2 の 4 棟がある。各棟の面積は 2m×2m=4 平方メ－トルである。 

6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
 

   
写真 4-1.神橋大橋（千舟より佃方面を眺める） 写真4-2.佃付近で写された小学校（明治45年） 写真 4-3.西淀川区民まつり（2010） 
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大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と社殿測量 
沢 勲*・六埜 博治**・長谷部 憲司**・石田 信也** 

(洞窟環境 NET 学会*・関西大学校友会**) 
 

History of the Himejima Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Hiroharu ROKUNO**・Kenji HASEBE**・Shinya ISHIDA ** 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the shrine measuring environment of the Himejima Shrine in 4-14-2, Himejima, 

Nishi-Yodogawa Ward, and there is the study of the writers for the purpose of making the database of the 
cultural heritage. Foundation of the Himejima Shrine is uncertain. Worshipped Gods of the Himejima 
Shrine is Akaruhime-no-Mikoto and Sumiyoshi-no-Okami. Key Words of the Himejima Shrine are the 
Emperor Ojin's era, the goddess Akaruhime and, the Warring States period and Man'yo-shu. Data of the 
shrine environment that existed in the Himejima Shrine was analyzed by the scientific management 
method.  

In the Himejima Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 8.3m and 
13.3m. In addition, the height of the worship hall and main hall are 5.1m and 7.1m.The authors were able 
to ascertain the cultural heritage of buildings in the Nozato-Sumiyoshi Shrine. 
 
キーワード：応神天皇の時代、女神(アカルヒメ)、戦国時代、万葉集、社殿測量 
Keywords：the Emperor Ojin’s era, the goddess Akaruhime, the Warring States period, Man’yo-shu, the 
shrine measuring                                                            
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS), Vol.3(2012), 139 -146pp］ 
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したものである。本稿

は、大阪市西淀川区、姫嶋神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部による神社総合学術調査

平成 23(2011)年報告の一部である。 
 

 
図 1-1.大阪市中地区町名改正絵図、明治 8(1985) 図 1-2.姫嶋神社は③番 写真 1-1.姫嶋神社の社殿 建築様式は住吉造

 
西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距離約

17.68km、総面積 14.23km2 である。姫嶋神社の鎮座地は、は、西淀川区の約東南部に位置し、緯度 34°42′16″N；
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経度 135°27′12″S にある。場所は、行政上は大阪市西淀川区姫島 4-14-2 に属する。本神社に関してはこれまで本格

的な学術調査は少ない。新淀川と交差する旧中津川が接近した位置にあり、台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺

産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残す貴重な遺産を継

承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は明治 8(1985)の大阪市中地区町

名改正絵図で、図 1-2 は姫嶋神社の位置図、写真 1-1 は姫嶋神社の社殿である。既存の神社関連資料情報を収集し

て、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、

区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、区内において、神社と鳥居の存在に関

する報告はこれまで皆無である。 
生駒山の東斜面の中腹に、岩塊の突起物がある。古代の大和には火山が多く、若草山、春日山、大和三山は火山

活動を起こした。現在、般若窟として生駒宝山寺に祀られる岩塊の突起は、1600万年～2000万年前の火山の噴火活

動の名残である。単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形発達史や環境変遷

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。姫嶋神社と行政との関

連歴史の結果は、①「応神天皇の時代に新羅の女神が、今の大分県・姫島にしばらくいた。②新羅から遠く離れていな

い、今の大阪に移り住んだ、もといた所の名をとって比売島(ひめしま)と名付けた。③姫島は、女神(アカルヒメ)がとどま

った比売島(みめしま)が、この地にあたる。④昔、木綿織が盛んで、女性は三幅前掛(みはば)をしてよく働いたといい、

機織(はたおり)の技術や三幅前掛は、戦国時代とされ、史実とは異なる。⑤阿迦留姫命(あかるひめのみこと)が、産土

神(うぶすながみ：土地の守り神)として大切に祀(まつ)られてきた。⑥祭神は阿迦留姫命と住吉大神である。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたデータから解析を行った。①神社の鳥居の写真撮影、②社殿

の精密測量(鳥居の測量値と模型製作)。平成23(2011)年夏、西淀川区民祭りやホテルグランヴィア大阪にて展示会を

行った。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

れまでの成果を整理した。測量した値は、多項式によって解析を行った。本報においては、社殿の測量値解析と模型

製作の結果について報告する。 
注、応神天皇、実在性が濃厚な最古の大王（天皇）とも言われるが、仁徳天皇の条と記載の重複・混乱が見られることなどから、応

神・仁徳同一説などが出されている。応神天皇の和風諡号である「ホムダ」は飾りの多い 8代以前の天皇と著しく違っている事から実

在とみなす説、三王朝交代説における征服王朝の創始者とする説、河内王朝の始祖と見なす説などである。また、「広開土王碑」に

見える倭国の朝鮮進出を指揮した可能性も指摘されている。 
応神天皇在位期間:270 年～310 年、先代:仲哀天皇、次代:仁徳天皇、誕生：201 年、崩御：310 年、陵所：誉田御廟山古墳、異

称：誉田天皇・誉田別尊・誉田別天皇・胎中天皇・品陀和気命・大鞆和気命・ 品太天皇・凡牟都和希王、父親:仲哀天皇、母親:神
功皇后、皇后:仲姫命、子女:仁徳天皇・ 額田大中彦皇子・ 大山守皇子・ 菟道稚郎子皇子・八田皇女・ 稚野毛二派皇子・ 隼総

別皇子・草香幡梭皇女他多数。皇居:軽島豊明宮・大隅宮。 
 

2．神社の由来 
 
『摂津国風土記(せつのくにふどき)』逸文によると、「応神(おうじん)天皇の時代に新羅(しらぎ：古代朝鮮の国名)の女

神が、夫のもとを逃れて筑紫(ちくし)国の伊波比の比売島(いわいのみめしま：今の大分県・姫島)にしばらくいた。が、こ

こは、まだ新羅から遠く離れていないので、きっと夫が追いかけてくるにちがいないと思い、摂津(今の大阪)に移り住ん

だ。そして、もといた所の名をとって比売島(ひめしま)と名付けた」とである。 
姫島は、女神(アカルヒメ)がとどまった伊波比の比売島(いわいのみめしま)が、この地にあたると伝えられ。古老の話

によると、その「ヒメ」がなまって「ヒェ(稗)島」と呼ばれ、「ヘジマ」と変化していったという。また、この地は昔、木綿織が盛

んで、女性は三幅前掛(みはばまえかけ：女性が労働用に使った幅の広い前掛け)をしてよく働いたといい、この機織

(はたおり)の技術や三幅前掛は「アカルヒメ」が伝えたと言われている。 
ただし、大阪で木綿織が始まったのは、戦国時代とされ、史実とは異なるが、このような伝承が残っているのも、この

地の人々に阿迦留姫命(あかるひめのみこと)が産土神(うぶすながみ：生まれた土地の守り神)として大切に祀(まつ)ら
れてきたからであろう(以上、神社から一部修正)。 
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一方、ホームページによると、祭神は阿迦留姫命と住吉大神。古代淀川の河口にできたデルタを難波八十島(やそし

ま)と総称し、その頃から「ヒメジマ」の地名があったことはよく知られている。古事記によると、旧新羅の王子である天の

日矛(ひほこ：旧名朴。日本に帰化)の妻である阿迦留姫が、夫の虐待にたえかねて難波の地に逃げてきたことが記さ

れてあり、それが姫島の発祥だとも伝えられている。祭神の「阿迦留姫」と「アカルヒメ族」とでも呼ぶべき部族が朝鮮半

島から難波の姫島へ移動していた。大阪湾一帯は、この部族の渡来によって開け始めていったとの説もある。万葉集

にも姫島に関する歌がある。すなわち、「妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれにこけむすまでに」である(表 2-1)。 
 

表 2-1. 大阪市西淀川区、姫嶋神社の詳細資料 
御祭神 阿迦留姫命、住吉大神 
キーワード 応神天皇の時代、女神(アカルヒメ)、戦国時代、万葉集 
鎮座地 555-0033 西淀川区姫島 4-14-2 神社創建 不詳、住吉造 
電話番号 06-471-5230 Fax 番号 06-6471-5238 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_03_nisiyodogawa_himejima.html 

交通手段 阪神本線「姫島駅」南西 200m 

 

3. 姫嶋神社社殿の測量と構造観察 
 
本殿（ほんでん）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。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。姫嶋神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、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。 
姫嶋神社社殿の構造は住吉造である。住吉造とは次のようである。大阪の住吉大社本殿に代表される神社建築の

一形式。あたかも大海原をゆく船団のように立ちならび、「三社の縦に進むは魚鱗の備え、一社のひらくは鶴翼の構え

あり よって八陣の法をあらわす」とも伝えられる。特徴：破風は古式の直線形、神社建築の最古の様式とされる。構造：

妻を正面とする前後に細長い建築で、内部は内陣・外陣に区切る。幅は 2 間、奥行きは内陣・外陣各 2 間の長方形。

切妻造・妻入であり、平面的に加工され直線的な外観。屋根：萱葺に限らず柿葺や檜皮葺など幅広い。破風は直線形、

妻飾りは交叉合掌型。反りのない切妻造り、切妻屋根に千木と 5 本の堅木を置く。柱：幅は 2 間で、奥行き 4 間、中央

の御心柱と正面中央の柱がない。壁：正面中央の 1 か所に観音開きの御扉による開口部が設けられる。図 3-1 は姫嶋

神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 8.3m、奥行き 13.3m、拝殿高さ 5.1m と本殿高さ 7.1m である。鰹木

は 5 本である。 
 

図 3-1 姫嶋神社社殿の平面図 
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図 3-2.住吉造、本殿正面 図 3-3.住吉造、本殿平面 図 3-4.住吉造、本殿側面 

 
神社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は次の通りである。図 3-2 は住吉造の本殿正面、図 3-3 は住吉造の

本殿平面、図 3-4 は住吉造の本殿側面である。 
 

表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基 
 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 

 

 
写真 3-1. 姫嶋神社の正面 写真 3-2. 姫嶋神社の裏面 写真 3-3. 姫嶋神社の側面 

 
姫島神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型

3-3 のように模型にした。 

 

   
模型 3-1. 姫嶋神社の正面 模型 3-2. 姫嶋神社の上面 模型 3-3. 姫嶋神社の側面 
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表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離

において、最大値は 16.2m、平均値は 9．5m および最小値は 6.0m である。姫嶋神社社殿の正面横距離は、区内では

中間距離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面横

距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼

性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられ

る。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きに

おいて、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。姫嶋神社の社殿奥行きは、区内では 3 番

目に長い距離である。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 につ

いて図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似

(回帰)の 3 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関

係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

決定係数は高信頼性の値で、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 
1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
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表3-4は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおい

て、最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。姫嶋神社の社殿高さは、区内では 3 番目に低い

高さである。表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。 
西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2

次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察

方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
 
ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
 

4. おわりに 
 

4-1.西淀川区の地域環境  
西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、

その名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放

水路"も着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄

道・道路・橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形

成した。河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く

区民の憩いの場・健康づくりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距

離約 17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣

島・佃。 
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⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大

橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある姫嶋神社の調査要約  
姫嶋神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、阿迦留姫命、住吉大神 
2. 神社の創建は不祥、鳥居建立は 1952 年である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造で、鰹木は 5 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 8.3m、奥行き 13.3m、拝殿高さ 5.0m と本殿高さ 7.1m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
 

  
写真 4-1.神社の拝殿にある宝物 写真 4-2.神社の拝殿にある宝物 写真 4-3.神社の拝殿にある宝物 写真 4-4.神社の拝殿にある宝物 
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ABSTRACT 
We study an origin and the Shrine environment of 5-20-20, Owada, Nishi-Yodogawa Ward, and there is 

the study of the writers for the purpose of making the database of the cultural heritage. Foundation of 
the Owada-Sumiyoshi Shrine is 1313 (Gen’oh 2) age. Worshipped Gods of the Owada-Sumiyoshi Shrine is 
Sokotsutsu-no-Onomikoto, Nakatsutsu-no-Onomikoto, Uwatsutsu-no-  Onomikoto and the Empress 
Jingu. Key word of the Owada-Sumiyoshi Shrine is the land of the dead, the Empress Jingu, the Emperor 
Chuai, Yoshitsune Minamoto, and a place described in tankas of the Japanese poem.  

In the Owada-Sumiyoshi Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 
10.5m and 13.1m. In addition, the height of the worship hall and main hall are 6.4m and 5.1m. The 
authors were able to ascertain the cultural heritage of buildings in the Nozato-Sumiyoshi Shrine. 
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1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したものである。本稿

は、大阪市西淀川区、大和田住吉神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合学術調

査(2010)報告の一部である。西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、境界

線距離約 17.68km、総面積 14.23km2 である。大和田住吉神社は、西淀川区の中央に位置し、標高 1m、緯度

34°42′32″N；経度 135°26′37″にある。大和田住吉神社の鎮座地は、行政上、大阪市西淀川区大和田 5 丁目 20-20 に

属する。本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は少ないし、台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失し

ているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残す貴重な遺産を継承する関連

性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は明治 19(1886)年の陸地測量部大阪地図で、

図 1-2 は大和田神社の位置図、写真 1-1 は大和田住吉神社の社殿である。 
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図 1-1.陸地測量部大阪地図（明治 19 年） 図 1-2.大和田住吉神社は④番 写真 1-1.大和田住吉神社社殿、建築様式は住吉造
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既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、

区内において、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の

堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。大和田住吉神社と行政との関連歴史の結果は、①伊邪那岐命が愛妻の伊邪那美命

を追って黄泉国(よみのくに)まで、迎えに行った。②その時、住吉大神の三神とは、信仰の神で、底筒男命、中筒男命、

表筒男命の総称。③縁の深い神功皇后は、第 14 代仲哀(ちゅうあい)天皇の皇后。天日槍。④仲哀天皇と一緒に九州

征伐に向かい、天皇崩御後も、女性の身ながら、朝鮮半島にまで出兵、凱旋帰国の際、当「大和田の浦」に船を寄せ

た。⑤昔から「大和田の庄」・「大和田の浦」とも称して、神崎川下流の東岸にあって、平安朝時代には、大小の船舶が

寄港した大きな港である。⑥元暦元(1184)年、源義経(みなもと よしつね)が、木曽義仲(源義仲)を近江に破り、兵庫福

原にいた平氏を攻めるため、西進する途中、住吉の神に戦勝祈願。⑦その際、庄屋の家敷 (屋敷)に休憩時、記念と

して松を西南にある丘に植樹、⑧当時の人は、これを「判官松」と唱えた、和歌の名所としても知られた。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居

の精密測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22 年(2010)年夏、西淀川区民祭りにお

いて中間報告を行った。今後の研究課題、そ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。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、

今後の研究課題、そして神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は多項式によって解析を行った。 
 
 

2. 大和田住吉神社の由来 
 
 

日本書紀や古事記のところによると、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が愛妻の伊邪那美命(いざなみのみこと)を追って

黄泉国(よみのくに)まで、迎えに行った。が、望みは達せず、却って黄泉国の穢(けが)れをうけ、それを祓い清めるため、

筑紫(ちくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小戸(をど)の檍原(あはきはら)に行き、海に入って、御禊(みそぎ)祓い(ば
らい)をした。 

その時、生れた神が、底筒男命(そこつつのおのみこと：海(わた)の底に沈んで禊して生んだ神)・中筒男命(なかつつ

のおのみこと：潮(しお)の中に潜って禊をして生んだ神)・表筒男命(うわつつのおのみこと：潮の上に浮いて禊をして生ん

だ神)の三柱である。住吉大神の三神(三柱の御神)とは、神道で信仰される神で、底筒男命、中筒男命、表筒男命の総

称である。 
また、本神社と縁の深い神功皇后は、第 14 代仲哀(ちゅうあい)天皇の皇后である。父は開化天皇の曽孫にあたる気

長宿禰王(おきながのすくねのみこ)、母は葛城高額媛(かずらぎのたかぬかひめ)で、天日槍(アメノヒボコ(天之日矛)の
末裔(まつえい)である。 
注、神功皇后（170 年 -269 年）は、仲哀天皇の皇后。彦坐王の 4 世孫、応神天皇の母であり、この事から聖母（しょうも）とも呼ばれ

る。大臣:武内宿禰、将軍:武振熊命、先代:仲哀天皇、次代:応神天皇、皇后:在位期間 193-201 年、誕生：170 年、崩御：269 年、

陵所：五社神（ごさし）古墳、皇配：仲哀天皇、子女：応神天皇。 
仲哀天皇と一緒に九州の熊襲(くまそ)征伐に向かい、天皇崩御後も、女性の身ながら、さらに進んで朝鮮半島にまで

出兵、凱旋帰国の際、当「大和田の浦」に船を寄せたと伝えられている。 昔から「大和田の庄」・「大和田の浦」とも称し

て、神崎川下流の東岸にあって、佃島を狭んで、大物の浦に対し、大河尻として大物とともに平安朝時代には、大小の

船舶が寄港した大きな港である。魚介類に富み、漁業を営む里人の海上守護神として信仰を集めた。  
元暦元(1184)年 2 月、源九郎判官の義経(みなもとのよしつね、平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の

異母弟。義朝の九男)が木曽義仲(源義仲)を近江に破り、つづいて兵庫福原に陣地を設けていた平氏を攻めるため、西

進する途中、この浦に碇を降ろし、住吉の神に戦勝祈願した。 
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その際、庄屋(しょうや)の家敷(屋敷)に休憩時、ご祝儀として三宝に松を植えて、献上したところ、非常に喜び、記念と

して松を西南にある丘に植樹した。当時の人は、これを「判官松」と唱えたと伝えられている。和歌の名所としても知られ

ており、数多くの歌が残されている。 
「浜清く うら懐かしき神代より 千船もとまる 大和田の浜 (万葉集)」、「君が代は 千船の泊る 大和田に 立つ細浪

の 数も知られす (名寄)」、「大和田の浦わに 今宵船とめて 清き浜へに 月をいさ見ん(夫木)」、「何となく鯉は浮けり 

春の水(湘久)」（表 2-1）。「平成祭礼データ」から一部修正) 
 

表 2-1. 大阪市西淀川区、大和田住吉神社の詳細資料 
御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 
キーワード 黄泉国、神功皇后、仲哀天皇、源九郎判官、和歌の名所 
鎮座地 555-0032 西淀川区大和田 5－20－20 神社創建 正和 2(1313)年、住吉造 
電話番号 06-6471-5353 Fax 番号 06-6471-5353 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_04_nisiyodogawa_sumiyosi.html  

交通手段 阪神電鉄本線「千船駅」南へ 500m 
注：神社創建は西成郡史 p.836。村社大和田住吉神社は、住吉四柱神、勸請、(西成郡史 p.836) ▲大阪神史 p.403 の正和 9 年

9 月の勸請とあるが、正和 9 年は和暦に無いため、西成郡史 p.836 を参考にする。 

 
 

3. 大和田住吉神社社殿の測量と構造観察 
 
 

本殿（ほんでん）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。 大和田住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点とし

て、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。 
本殿（ほんでん）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。 
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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。  
大和田住吉神社社殿の構造は住吉造である。住吉造とは次のよ

うである。大阪の住吉大社本殿に代表される神社建築の一形式。

あたかも大海原をゆく船団のように立ちならび、「三社の縦に進む

は魚鱗の備え、一社のひらくは鶴翼の構えあり よって八陣の法を

あらわす」とも伝えられる。特徴：破風は古式の直線形、神社建築

の最古の様式とされる。構造：妻を正面とする前後に細長い建築で、

内部は内陣・外陣に区切る。幅は 2 間、奥行きは内陣・外陣各 2 間

の長方形。切妻造・妻入であり、平面的に加工され直線的な外観。

屋根：萱葺に限らず柿葺や檜皮葺など幅広い。破風は直線形、妻

飾りは交叉合掌型。反りのない切妻造り、切妻屋根に千木と 5 本の堅木を置く。柱：幅は 2 間で、奥行き 4 間、中央の

御心柱と正面中央の柱がない。壁：正面中央の 1 か所に観音開きの御扉による開口部が設けられる。図 3-1 は 大和

田住吉神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 10.5m、奥行き 13.1m、拝殿高さ 6.4m と本殿高さ 5.0m であ

る。 
 

  
 

図 3-2.住吉造、本殿正面 図 3-3.住吉造、本殿平面 図 3-4.住吉造、本殿側面 
 
神社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は次の通りである。図 3-2 は住吉造の本殿正面、図 3-3 は住吉造の

本殿平面、図 3-4 は住吉造の本殿側面である。 
 

表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基

 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 
 

 

図 3-1. 大和田住吉神社社殿の平面図 
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写真 3-1. 大和田住吉神社の正面 写真 3-2. 大和田住吉神社の裏面 写真 3-3. 大和田住吉神社の側面 

 
大和田住吉神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から

模型 3-3 のように模型にした。 
 

 
模型 3-1. 大和田住吉神社の正面 模型 3-2. 大和田住吉神社の上面 模型 3-3. 大和田住吉神社の側面 

 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離

において、最大値は 16.1m、平均値は 9．5m および最小値は 6.1m である。 大和田住吉神社社殿の正面横距離は、

区内では 3 番目に長い距離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X
軸）と社殿の正面横距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、

R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回

帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きに

おいて、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。 大和田住吉神社の社殿奥行きは、区内で
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は 4 番目に長い距離である。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6
について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近

似(回帰)の 3 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y と

の関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判

明した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表3-4は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおい

て、最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。 大和田住吉神社の社殿高さは、区内では 3 番目

に高い高さである。表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿

高さ（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性

関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられ

る。 
 
y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
 
ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
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4. おわりに 
4-1.西淀川区の地域環境  

西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、

その名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放

水路"も着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄

道・道路・橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形

成した。河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く

区民の憩いの場・健康づくりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距

離約 17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣

島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大

橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 
4-2.西淀川区にある大和田住吉神社の調査要約  

大和田住吉神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 
2. 神社の創建は 1313 年、鳥居建立は 1962-2000 年である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造で、鰹木は 5 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 10.5m、奥行き 13.1m、拝殿高さ 6.4m と本殿高さ 5.0m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
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大阪市西淀川区、福住吉神社(1656 年)の由来と社殿測量 
沢 勲*・西山 正明**・乾 貞人**・古谷 昭雄*** 

(洞窟環境 NET 学会*・関西大学校友会**・中京学院大学***) 
 

History of the Fuku-Sumiyoshi Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Masaaki NISHIYAMA**・Sadato INUI**・Akio FURUTANI*** 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the shrine environment of the Fuku-Sumiyoshi Shrine in Nishiyodo -gawa-ku, Osaka-City, 

and there is the study of the writers for the purpose of making the database of the cultural heritage. Foundation of 
the Fuku-Sumiyoshi Shrine is 1656 (Meireki 2) age. Worshipped Gods of the Fuku-Sumiyoshi Shrine is the Four 
Pillars of Sumiyoshi (Uwatsutsu-no- Onomikoto, Nakatsutsu-no-Onomikoto, Sokotsutsu-no-Onomikoto, the Empress 
Jingu). Key word of the Fuku-Sumiyoshi Shrine is Emperor Go-komyo, a marine guardian deity, Shikanjima 
-Sumiyoshi Shrine. 

In the Fuku-Sumiyoshi Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 6.1m and 11.9m. 
In addition, the height of the worship hall and main hall are 4.5m and 0m.The authors were able to ascertain the 
cultural heritage of buildings in the Fuku-Sumiyoshi Shrine. 
 

キーワード：後光明天皇、海の守護神、四貫島住吉神社、社殿測量 
Keywords：Emperor Go-komyo, a marine guardian deity, Shikanjima-Sumiyoshi Shrine, Shrine Measuring 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 155-162 pp］  
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したものである。本稿

は、大阪市西淀川区、福住吉神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合学術調査平

成 22(2010)年報告の一部である。西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、

境界線距離約 17.68km、総面積 14.23km2 である。福住吉神社は、西淀川区の南端に位置し、緯度 34°41′49″N；経

度 135°26′27″にある。福住吉神社の鎮座地は、行政上、大阪市西淀川区福町 2-15-6 に属する。本神社に関してはこ

れまで本格的な学術調査は少ない、台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産

をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本

神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は明治 19 (1886)年の陸地測量部大阪地図で、図 1-2 は福住吉神社の位置

図、写真 1-1 は福住吉神社の社殿である。 
  既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、

区内において、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。福住吉神社と行政との関連歴史の結果

は、①明暦 2(1656)年、神社が創建した年。②正保元(1644)年、後光明天皇(1633～1654：江戸時代前期の第 110
代天皇の時に開発。③明暦 2(1656)年、村人は主として漁業を業としていたため、航海の安全と豊漁を願って、神崎川

沿い宮地を築き、殿舎を建て、住吉大神を勤請し、奉った。④延宝 5(1677)年、海の守護神として、また、当村の氏神と

して信仰をあつめている。 
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図 1-1.陸地測量部大阪地図、明治 19(1886) 図 1-2. 福住吉神社は⑤番 写真 1-1.福住吉神社社殿の建築様式は住吉造

 
大阪市此花区梅香の住吉神社、別称「四貫島住吉神社」は、当福住吉神社とは大野川緑陰道路を挟んで東と西と

いう位置にある。本来“住吉神社”とするところだが、混乱を防ぐために地名をつけて呼んでいる。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居

の精密測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22(2010)年夏、西淀川区民祭りにおい

て中間報告を行った。今後の研究課題、そ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。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、今後の研

究課題、そして神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は、多項式によって解析を行った。本報に

おいては、大阪市西淀川区、福住吉神社の由来と社殿に関する測量値解析と模型製作と観察を行った結果につい

て報告する。 
2. 福住吉神社の由来 

 
神社創建は明暦 2(1656)年である。当神社のある「福村」の土地は、正保元(1644)年、後光明(ごこうみょう)天皇

(1633～1654：江戸時代前期の第 110 代天皇。父は後水尾天皇で母は壬生院藤原光子)の時に開発された。村人は

主として漁業を業としていたため、航海の安全と豊漁を願って、12 年後の明暦 2(1656)年に、神崎川沿いのこの地に

宮地を築き、殿舎を建て、住吉大神を勤請し、奉ったのが、当社の始まりである。以来、海の守護神として、また、当村

の氏神として信仰をあつめている(福村北村弥三郎所蔵、延宝 5(1677)年、青山大膳亮検地本帳登載)。 
大阪市此花区梅香の住吉神社、別称「四貫島住吉神社」は、当福住吉神社とは大野川緑陰道路を挟んで東と西と

いう位置にある。本来“住吉神社”とするところだが、混乱を防ぐために地名をつけて呼んでいる（表 2-1）。 
㊟後光明天皇は、東福門院(とうふくうもんいん：後水尾天皇の中宮)が養母となり、形式的には徳川氏は外戚の地位

を保った。幼少から聡明、特に和学よりも儒学、詩文を好み朝山意林庵(あさやまいりん：江戸時代前期の儒学者)など

の民間の朱子学者を招いて聴講した。また藤原惺窩(ふじわらせいか：江戸前期の儒者で近世儒学の祖と言われる)を
追慕し文集に序文を与えた。詩作は『鳳啼集』(ほうていしゅう)にみられる。一方武芸を学ぶなどいささか激烈な性質、

言動があり、将来を期待した父・後水尾(ごみずのう：第 108 代天皇)は短慮を慎むこと、仏神を敬い学問に励むこと、幕

府に弱みを握られないよう行動を律することなど 3 回にわたる訓戒書を与えた。 
 

表 2-1. 大阪市西淀川区、福住吉神社の詳細資料 
御祭神 住吉四柱大(表筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后) 
キーワード 後光明天皇、海の守護神、四貫島住吉神社 
鎮座地 555-0034 西淀川区福町 2-15-6 神社創建 明暦 2(1656)年 
電話番号 06-6472-4640 Fax 番号 06-6472-4640 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_05_nisiyodogawa_sumiyosi.html 

交通手段 阪神西大阪線「福駅」西へ 500m 
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3. 福住吉神社社殿の測量と構造観察 
 

本殿（ほんでん）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。 
福住吉神社社殿は、流造である。流造は次のように要約できる。概要：宇治上神社本殿で、平安時代後期の建築形

式。伊勢神宮に代表される神明造から発展型で、屋根が反り、屋根が前に曲線形に長く伸びて向拝。全国で最も多い

神社本殿形式。構造：切妻造・平入で、側面から見た屋根形状は対称形ではなく、正面側の屋根を長く伸ばす。屋根：

優美な曲線、直線的な外観の神明造と異なる。茅葺に限らず柿葺、檜皮葺、銅板葺など。側面の破風は懸魚などで装

飾され。勾配はゆるく、前面に長く流れるように伸びる曲線を強調。柱：身舎の柱は丸柱、向拝は角柱。桁行（正面）の

柱間が 1 間（柱が 2 本）であれば一間社流造、3 間（柱が 4 本）であれば三間社流造という。床：土台の高さに浜床、階

段上に母屋床をはる神社建築である。図 3-1 は福住吉神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 6.1m、奥行き

11.9m、拝殿高さ 4.5m と本殿高さ 4.5m である。 
 

   
図 3-2.流造、賀茂御祖神社本殿正面 図 3-3.流造、賀茂御祖神社本殿平面 図 3-4.流造、賀茂御祖神社本殿側面 

神社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は次の通りである。図 3-2 は流造の賀茂御祖神社本殿正面、図 3-3
は流造の賀茂御祖神社本殿平面、図 3-4 は流造の賀茂御祖神社本殿側面である。 

 
表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 

 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 

2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 

3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 

4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 

5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 

6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 

7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 

8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 

 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 

 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 

 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 

 
図 3-1. 福住吉神社社殿の平面図 
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写真 3-1. 福住吉神社の正面 写真 3-2. 福住吉神社の裏面 写真 3-3. 福住吉神社の側面 

 
福住吉神社外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型

3-3 のように模型にした。 
 

  
模型 3-1. 福住吉神社の正面 模型 3-2. 福住吉神社の上面 模型 3-3. 福住吉神社の側面 

 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離

において、最大値は 16.2m、平均値は 9．5m および最小値は 6.0m である。 福住吉神社社殿の正面横距離は、区内

では最短距離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正

面横距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の

信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与え

られる。 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きに
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おいて、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。福住吉神社の社殿奥行きは、区内では 3
番目に短い距離である。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 に

ついて図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似

(回帰)の 3 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関

係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-2） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判

明した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表3-4は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおい

て、最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。 大和田住吉神社の社殿高さは、区内では 2 番目

に低い高さである。表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿

高さ（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性

関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられ

る。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
y = 0.044x2 + 0.0464x + 4.3679・・・・・・・・・・R² = 0.9493(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
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ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を

判明した。 
 

4. おわりに 
4-1.西淀川区の地域環境  
 淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、そ

の名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放水

路"も着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄

道・道路・橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形

成した。河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く

区民の憩いの場・健康づくりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距

離約 17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣

島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大

橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある福住吉神社の調査要約  
福住吉神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、住吉四柱大(表筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后) 
2. 神社の創建は 1656 年、鳥居建立は 1807～1991 年である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造で、鰹木は無である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 6.1m、奥行き 11.9m、拝殿高さ 4.5m と本殿高さ 4.5m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
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議長荒木幹男・山本富士雄・香川婦美子と関係者をはじめ大阪府神社庁と大神神社の関係各位と Wikipedia の関係

者に感謝申し上げます。図書文献の調査提供には、大阪市立西淀川図書館の斎藤健一館長に感謝申し上げます。 
測量・撮影には地元の石田信也建築士、および情報分析・情報処理には NPO 法人洞窟環境 NET 学会の八頭司

彰久・上野裕・藤田浩史・肥塚義明の各氏に厚く御礼申し上げます。 
(2012 年 1 月 11 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 
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大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と社殿測量 
沢 勲*・六埜 博治**・河野 賢治**・肥塚 義明* 

(洞窟環境 NET 学会*・関西大学校友会**) 
 

History of the Hanakawa Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Hiroharu ROKUNO**・Kenji KAWANO**・Yoshiaki KOEZUKA* 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the Shrine environment of the Hanakawa Shrine in Nishiyo dogawa -ku, 

Osaka-City, and there is the study of the writers for the purpose of making the database of the cultural 
heritage. Foundation of the Hanakawa Shrine is unknown. Worshipped Gods of the Hanakawa Shrine is 
the Empress Jingu, the Susanoo-no-Mikoto. Key word of the Hanakawa Shrine is the Empress Jingu，the 
Nozato ferry, a.k.a. Kashiwa-no ferry and the Yodogawa repair work. 

In Nozato-in Sumiyoshi Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 9.1m 
and 14.1m. In addition, the height of the worship hall and main hall are 6.1m and 2.3m. The authors were 
able to ascertain the cultural heritage of buildings in the Nozato-Sumiyoshi Shrine. 
 

キーワード：神功皇后、かしわの渡し、淀川改修工事、社殿測量  
Keywords：the Empress Jingu，the Nozato ferry, a.k.a. the Kashiwa-no ferry，the Yodogawa repair work, 
Shrine Measuring 
［洞窟環境 NET 学会紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS), Vol.3（2012), 163-170 pp］ 
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したのである。本稿は、

大阪市西淀川区、鼻川神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合学術調査平成

22(2010)年報告の一部である。西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、境

界線距離約 17.68km、総面積 14.23km2 である。鼻川神社は、西淀川区の最東端に位置し、標高 3m、緯度

34°42′22″N；経度135°27′55″にある。鼻川神社の鎮座地は、行政上、大阪市西淀川区花川2-1-12に属する。本神社に

関してはこれまで本格的な学術調査は少ない、新淀川と交差する旧中津川が接近した位置にあり、台風や水害が多く、

貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世に残

す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は大正 14(1925)
年の西淀川区誕生時の地図で、図 1-2 は鼻川神社の位置図、写真 1-1 は鼻川神社の社殿である。 

既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、

区内において、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。鼻川神社と行政との関連歴史の結果は、

①淀川水系旧中津川口のデルタ地帯上に発達し、対岸に突き出だした半農半漁の集落である。②社記に「神功皇后

が、鹿島にお出でになった時、この地にお立ち寄りになられ、住民たちは取り急ぎ、つき立ての餅を柏の葉に載せ、野

に咲いていた草花を添え、地名は対岸に突き出した地形が“鼻”のようで、“はなかわ”渡しを“かしわ”と命名。 
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図 1-1.西淀川区誕生時の地図、大正 14(1925) 図 1-2.鼻川神社は⑥番 写真 1-1.鼻川神社社殿の建築様式は住吉造

 
③以来、この地を“鼻川の里”、渡しを“かしわの渡し”と呼び習わしている。④この名を記念してお堂を建て、神功皇

后をお祀りした。⑤後に、対岸の海老江の氏神である須佐之男命を祀って『鼻川の社』と称する。⑥祭礼には、柏餅と

菜の花を束ねて御供えする」と記されている。⑦承久 3(1221)年、神前に豊作を祈願したところ、希にみる豊作となり、

集落挙げて感謝、一粒万倍の御利益を賜ったとして、社地を「万倍の地」と称する。⑧明治 30(1897)年、淀川改修工

事で社地が河川敷にかかったため、堤防外側に移転。その際、大阪府の神社整理の意向に沿って、姫島神社と書類

合併。⑨昭和 9(1934)年、現在の社殿を建てた。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居

の精密測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22(2010) 年夏、西淀川区民祭りにおい

て中間報告を行った。今後の研究課題、そ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。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、

今後の研究課題、そして神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は多項式によって解析を行った。  
本報においては、大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と社殿に関する測量値解析と模型製作と観察を行った結果に

ついて報告する。 
 

2. 鼻川神社の由来 
 

当地は、古く淀川水系旧中津川口の三角州(デルタ地帯)上に発達し、対岸に突き出だした半農半漁の集落であっ

た。社記に「神功皇后が、鹿島にお出でになった時、この地にお立ち寄りになられた。高貴の方のお出でを知った住民

たちは取り急ぎ、つき立ての餅を柏の葉に載せ、野に咲いていた草花を添えてお出しすると、皇后はこれをことのほか

お喜びになり、賞味された。その時、地名が無いことを聴かれて、対岸に突き出した地形が“鼻”のように変わっているか

らと、地名を“はなかわ”、渡しを“かしわ”と命名された。以来、この地を“鼻川の里”、渡しを“かしわの渡し”と呼び習わし

ている。また、この名を記念してお堂を建て、神功皇后をお祀りした。後に、対岸の海老江の氏神である須佐之男命(す
さのうのみこと)を祀って『鼻川の社』と称し、祭礼には、柏餅と菜の花を束ねて御供えする」と記されている。 

半農半漁の集落は、「度々水害に遭い、幾度も社殿を修復・改築し、祭の時は住民が交替で祭費を集め、宮座を組

み、その経費を賄ってきた」とも書かれている。その当番頭を“とや”と称し、神事一切を主宰し、御供物も調達、煮物を

献ずる習慣を受け継ぐなど、厳粛に奉仕し、無言の行事として伝統を承継してきた。承久 3(1221)年、神前に豊作を祈

願したところ、希にみる豊作となり、集落挙げて感謝、一粒万倍の御利益を賜ったとして、社地を「万倍の地」と称し、同

年社殿を改築し、通常のお供えの外、初めて甘酒を献じたという。万倍の地名は現在も残っている。 
明治 30(1897)年、淀川改修工事で社地が河川敷にかかったため、堤防外側に移転。その際、大阪府の神社整理

の意向に沿って、姫島神社と書類合併。しかし、その後も、村民挙げて基本金を積立てるなどして再興に務め、大正

13(1924)年 8 月、独立神社として承認され、昭和 9(1934)年、現在の社殿を建てたのである（表 2-1）。(神社データか

ら一部修正) 
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表 2-1. 大阪市西淀川区、鼻川神社の詳細資料 
御祭神 神功皇后、素盞鳴尊(すさのおのみこと) 
キーワード 八坂神社、神功皇后、かしわの渡し、万倍の地、淀川改修工事 
鎮座地 555-0023 西淀川区花川 2-1-12 神社創建 創建不詳、神明造 
電話番号 06-6471-3903 Fax 番号 06-6473-1986 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_06_nisiyodogawa_hanakawa.html 

交通手段 阪神姫島駅東へ・ＪＲ「塚本駅」西へ 800m 

 
3. 鼻川神社社殿の測量と構造観察 

 
本殿（ほんでん）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。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。神社の殿舎の重要な点として、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。鼻川神社社殿は、神明造である。 
神明造は、次の通りである。歴史 :純粋・厳格なものは伊勢神宮の内宮・外宮である。構造：掘立柱・切妻造・平入切

妻直線構造である。正面が三間、側面が二間。屋根 :茅葺（かやぶ）きまたは檜皮（ひわだ）葺きの切妻造、平入の直

線的な屋根で板葺や銅葺を含める。伊勢神宮の摂社・末社・所管社のほぼすべては板葺で銅葺である屋根の頂上部

は板で覆い、鰹木で補強される。勾配は45度か、緩やかで、反りがない。千木と鰹木：耐候性を高めるため金銅製など

の装飾金具使用。屋根を支える側面の破風は継手で、先端が飛び出し千木となる。鰹木を使用。 柱 : 柱と地面の間

には掘立柱。両側面に棟木を支える棟持柱（二柱）である。破風がのびて千木となる。柱は左右対称・左右方向には偶

数本の配される。側面中央の壁面より外側に飛び出し棟へ達する棟持柱は、太く強度のある用材が用いる。社殿の中

央には心の御柱が配されるが、これも強度には寄与しない。壁 :十分な強度を持つ板材を用いる。正面中央の 1 か所

のみに観音開きの御扉による開口部が設ける。御扉は通常 1 枚板が用いられるため、大規模な社殿では相当の古木

が必要とされる。 床 :風性を重視した床が高い構造で、高床式倉庫の名残と考える。神社建築の本殿の基本的な形

式と屋根の形式は、次の正面・平面・側面である。図 3-1 は鼻川神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横 9.1m、

奥行き 14.1m、拝殿高さ 6.1m と本殿高さ 2.3m である。 
 

 
 

図 3-2.神明造、皇大神宮制度の正面 図 3-3.神明造、皇大神宮正殿平面 図 3-4.神明造、皇大神宮正殿側面 

図 3-2 は神明造の皇大神宮制度の正面、図 3-3 は神明造の皇大神宮正殿平面、図 3-4 は神明造の皇大神宮正殿

側面である。 

図 3-1 鼻川神社社殿の平面図 
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表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基 
 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 

 

 
写真 3-1. 鼻川神社の正面 写真 3-2. 鼻川神社の裏面 写真 3-3. 鼻川神社の側面 

 
鼻川神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型

3-3 のように模型にした。 
 

  
模型 3-1. 鼻川神社の正面 模型 3-2. 鼻川神社の上面 模型 3-3. 鼻川神社の側面 

 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離

において、最大値は 16.2m、平均値は 9.5m および最小値は 6.0m である。鼻川神社社殿の正面横距離は、中間の距

離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面横距離（Y
軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を

意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
 
ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を

判明した。 

－ 166 －



 5

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きに

おいて、最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。鼻川神社の社殿奥行きは、区内では 2 番

目に長い距離である。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 につ

いて図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似

(回帰)の 3 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関

係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明

した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表3-4は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおい

て、最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。鼻川神社の社殿高さは、区内では中間の高さであ

る。表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位

は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する

決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
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ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を

判明した。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
4. おわりに 

 
4-1.西淀川区の地域環境   
  西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、

その名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放

水路"も着工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄

道・道路・橋梁などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形

成した。河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く

区民の憩いの場・健康づくりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距

離約 17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣

島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大

橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 

 
4-2.西淀川区にある鼻川神社の調査要約 

鼻川神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、神功皇后、素盞鳴尊(すさのおのみこと) 
2. 神社の創建は不祥、鳥居建立は 1929～1981 年である。 
3. 社殿の建築様式は神明造、鰹木は 3 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 9.1m、奥行き 14.1m、拝殿高さ 6.1m と本殿高さ 2.3m である。 
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6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
 

  
写真 4-1.淀川大橋（鼻川より福島区海老江

方面を眺める） 

写真 4-2.西淀川区内では最大級の商店街

（JR 塚本駅方面を眺める） 

写真 4-3.鼻川神社前の西成大橋記念碑 
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大阪市西淀川区、五社神社(1688 年)の由来と社殿測量 
沢 勲*・西山 正明**・石田 信也**・中 良紀*** 

(大阪経済法科大学*、関西大学校友会**、エヌ・アイ・エス***) 
 

History of the Gosya Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Masaaki NISHIYAMA**・Shinya ISHIDA**・Yoshinori NAKA*** 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the Shrine environment of the Gosya Shrine in Nishi-yodogawa Ward, Osaka-City, and 

there is the study of the writers for the purpose of making the database of the cultural heritage. Foundation of 
the Gosya Shrine is 1688(Genroku1) age. Worshipped Gods of the Gosya Shrine is the five pillars of main shrine 
(Amaterasu-ōmikami, Toyouke-no-Ogami, Susanoo-no-Mikoto, Hino-kagututi-kami, Sumiyoshi-no-Okami). Key 
word of the Gosya Shrine is Amaterasu-ōmikami, Yasukuni Shrine, Tsunenori Tsuda,  Nishijima-Sumiyoshi- 
Shrine. 
In the Gosya Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 6.1m and 9.1m. In 

addition, the height of the worship hall and main hall are 5.5m and 6.5m. The authors were able to ascertain the 
cultural heritage of buildings in the Gosya Shrine.  
 
キーワード：天照大御神、津田常則、西島住吉神社、社殿測量 
 Keywords：Amaterasu-ōmikami, Tsunenori Tsuda, Nishijima-Sumiyoshi-Shrine, Shrine Measuring 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 171-178 pp］ 
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したものである。本稿は、大

阪市西淀川区、五社神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合学術調査(2010)報告の一部

である。西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、境界線距離約 17.68km、総面積

14.23km2 である。五社神社は、西淀川区の最西端に位置し、標高 0m、経度 34°42′23″N；経度 135°25′57″にある。五社神社

の鎮座地は、行政上、大阪市西淀川区中島1-2-8に属する。本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は少ない、台風や

水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したのである。後世

に残す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は平成 6(1994)年
の西淀川区その周辺の地図で、図 1-2 は五社神社の位置図、写真 1-1 は五社神社の社殿である。 
 

 
  

図 1-1.西淀川区その周辺、平成 6(1994) 図 1-2.五社神社は⑦番 写真 1-1.五社神社社殿の建築様式は住吉造

 
  既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因等についての概要を把握し、構成要素の現象を示
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す事実を明らかにした。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、区内において、

神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。五社神社と行政との関連歴史の結果は、①元禄元

(1688)年、中島新田開発時、天照大御神を始め、豊受大神、素盞鳴尊、火之迦具土神、住吉大明神等の四神を勧請。②末

社として稲荷神社・事平神社・水天宮神社や靖国神社・龍王社。③飛地境内社として西島住吉神社を祀る。④古来より五穀豊

穣・排水治水の神、無病息災等の顕著な神徳多くの信仰を集める。⑤1804 年～1830 年、津田常則と呼ぶ神官が、『病む“く
さ”(腫れもの)治癒』という神のお告げを受け、霊顕、『城島のくさ神様』と呼ぶ、祈願に参拝する者の跡が絶えないと伝えた。⑥

建物神殿には、絵画(文政 8 年平常則奉納 16 編和歌)、造形物(龍の彫り物)、写真(牛の藪入り)等の宝物・奉納品などを保管。

⑦空襲により本殿屋根破壊・井戸屋形倒壊他被害、火災や焼夷弾により社務所全廃、水害・台風等により貴重な神社の宝物

はなくなっている。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居の精密

測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22(2010)年夏、西淀川区民祭りにおいて中間報告を

行った。今後の研究課題、そ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。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、今後の研究課題、そして神社

の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は、多項式によって解析を行った。 
 

2. 五社神社の由来 
 
元禄元(1688)年、中島新田開発の時、天照大御神を始め、豊受大神(とようけのおおみかみ)、素盞鳴尊(すさのうのみこと)、

火之迦具土神(ひのかぐつちかみ)、住吉大明神等の四つ神を勧請。その後、末社として稲荷神社・事平神社・水天宮神社や

靖国神社・龍王社をお祀りした。さらに飛地境内社として西島住吉神社を祀っている。古来より五穀豊穣・排水治水の神、無

病息災等の顕著な神徳があるとして多くの信仰を集めている。 
「文化文政の頃(1804 年～1830 年)、津田常則(平常則)と呼ぶ神官が『この世の人が病む“くさ”(腫れもの)はことごとく治癒

するであろう』という神のお告げを受け、治療にあたったところ、霊顕(れいけん)あらたかだったため、誰言うとなく『城島のくさ神

様』と呼ぶようになり、近郷から祈願に参拝する者の跡が絶えなかった」との言い伝えが残っている。(神社から一部修正) 
神を祀る建物神殿には、絵画(文政 8 年平常則奉納 16 編和歌)、造形物(龍の彫り物)、写真(牛の藪入り)等の宝物・奉納品

などを保管している。 
五社神社は、空襲により本殿屋根破壊・井戸屋形倒壊他被害があり、火災や焼夷弾により社務所全廃された。他に、水害・

台風等により貴重な神社の宝物はなくなっている（表 2-1）。 
 
㊟1.豊受大神は、伊勢神宮の御饌(ミケ)の神として伊勢神宮外宮(豊受大神宮)に祀られる穀物女神である。御饌とは天照大神の食べる

食物のことで、この神は本来それを調達する役目を果たす神だった。そこから発展して五穀の主宰神とる。 

㊟2.素盞鳴尊は、日本神話の主役の一人として、あるときは善玉として、またあるときは悪玉となって登場する。多重人格的な性格は、変

化に富んだ謎の多い神としての神秘性と、人間に近い性格を備えた俗っぽさを感じさせる。 

㊟3.火之迦具土神は、「輝く火の神」「ものが燃えているにおいのする火の神」といった意味。迦具(かぐ：「輝く」)の意から「かぐや姫」など

にも通じる。土(つち)の「ち」は、神などの超自然的なものをあらわす言葉。 

㊟4.文化文政の頃(1804 年～1830 年)を中心とする江戸時代後期には、町人文化である、政治・社会の出来事や日常の生活を風刺する

川柳が流行した。 
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表 2-1. 大阪市西淀川区、五社神社の詳細資料 
御祭神 本殿五柱神(天照大御神、豊受大神、素盞鳴尊、火之迦具土神、住吉大神) 
キーワード 天照大御神、靖国神社、龍王社、津田常則、西島住吉神社 
鎮座地 555-0041 西淀川区中島 1-2-8 神社創建 元禄元(1688)年、権現造 
電話番号 06-6472-2727 Fax 番号 06-6472-2727 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_07_nisiyodogawa_gosya.html 

交通手段 阪神西大阪線「出来島駅」下車徒歩 8 分 
 

3. 五社神社社殿の測量と構造観察 
 

本殿（ほんでん）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。 
五社神社本殿は、権現造である。権現造は次のように要約できる。特徴：本殿と拝殿の 2 棟を一体化し、間に「石の間（いし

のま）」と呼ばれる一段低い建物。発祥：静岡県の久能山東照宮（1617 年建立の社殿）とされる。起源：仏寺の開山堂、その基

は八幡造と言われる。 構造:入母屋造・平入の3棟を、入母屋造・妻入の縦の棟で串刺し状に一体化している。 屋根：棟数が

多い八棟造を採用、実態は 7 棟、萱葺に限らず瓦葺など幅広い。破風:千鳥破風・軒唐破風である。 柱:左右対称で、左右方

向には偶数本の柱が配される。拝殿：最も幅が広く、石の間と本殿はどちらかが広い。北野天満宮：拝殿 13 間、石の間 7 間、

本殿 5 間。日光東照宮：拝殿 9 間、石の間 3 間、本殿 5 間 。建築様式：本殿と拝殿とを石の間または相の間などの名で呼ば

れる幣殿で連携。縦の棟で串刺し状に一体化した形式。後方 1 棟のみが本殿で、拝殿・石の間・本殿の複合社殿である。神

社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は、次の正面・平面・側面である。図 3-1 は五社神社社殿の平面図である。社殿の

規模は正面横 6.0m、奥行き 9.1m、拝殿高さ 5.5m と本殿高さ 5.5m である。 
 

   
図 3-2.権現造、大崎八幡神社本殿正面 図 3-3.権現造、大崎八幡神社本殿平面 図 3-4.権現造、大崎八幡神社本殿側面 
 
図 3-2 は権現造の大崎八幡神社本殿正面、図 3-3 は権現造の大崎八幡神社本殿平面、図 3-4 は権現造の大崎八幡神社

本殿側面である。 
 
 
 

図 3-1 五社神社社殿の平面図
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表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基 
 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 

 

   
写真 3-1. 五社神社の正面 写真 3-2. 五社神社の裏面 写真 3-3. 五社神社の側面 

 
五社神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型 3-3 のよ

うに模型にした。 
 

 

模型 3-1. 五社神社の正面 模型 3-2. 五社神社の上面 模型 3-3. 五社神社の側面 
 

表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離において、

最大値は 16.2m、平均値は 9.5m および最小値は 6.0m である。五社神社社殿の正面横距離は、区内では 2 番目に短い距離

である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面横距離（Y 軸で単

位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定

係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.446x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
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ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を判明し

た。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きにおいて、

最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。五社神社の社殿奥行きは、区内では 2 番目に短い距離で

ある。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1 から表 3-3 と図 3-6 について図式を行った。西淀

川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 3 次方程式(2 次変数)を
求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次の

ような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明した。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表 3-4 は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおいて、最

大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。五社神社の社殿高さは、区内では中間の高さである。表 3-1 か

ら表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位は m）の関係から多

項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y と

の関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
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ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を判明し

た。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
4. おわりに 

4-1.西淀川区の地域環境  
西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、その名

残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放水路"も着工し

た。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄道・道路・橋梁などの

急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形成した。河川汚濁の多い大野

川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く区民の憩いの場・健康づくりの場とし

て活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距離約

17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。 
⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大橋・両

島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある五社神社の調査要約  
五社神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 
1. 御祭神は、本殿五柱神(天照大御神、豊受大神、素盞鳴尊、火之迦具土神、住吉大神) 
2. 神社の創建は 1688 年、鳥居建立は 1810～2007 年間である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造で、鰹木は 5 本である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 6.0m、奥行き 9.1m、拝殿高さ 5.5m と本殿高さ 5.5m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
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写真 4-1. 五社神社の内部 写真 4-2. 五社神社の社殿 写真 4-3. 五社神社に祀られる神々 
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大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644 年)の由来と社殿測量 
沢 勲*・西山 正明**・石田 信也**・立川 昌司*** 

(大阪経済法科大学*・関西大学校友会**・スミヨシ***) 
 

History of the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine and its Shrine Measuring, 
Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Isao SAWA*・Masaaki NISHIYAMA**・Shinya ISHIDA**・Shoji TATEKAWA*** 
 

ABSTRACT 
We study an origin and the shrine environment of the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine in Nishi-yo

dogawa-ward, Osaka-City, and there is the study of the writers for the purpose of making the database
 of the cultural heritage. Foundation of the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine is 1644(Syouho1) age. W
orshipped Gods of the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine is Soko-tsutsu-no-onomikoto, Naka–tsutsu-no-on
omikoto, Soko-tsutsu-no-onomikoto, Naka-tsutsu-no-onomikoto, Uwa-tsutsu–no-onomikot, Empres Jingu. 
Key word of the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine is Inari shrine, Hanshin Awaji great earthquake dis
aster, Repair and the reconstruction of the shrine office. 

In the Ono-hyakusima-Sumiyoshi Shrine, the length of the lateral and depth in the main shrine building is 
7.3m and 12.4m. In addition, the height of the worship hall and main hall are 5.7m and 0m.The authors were 
able to ascertain the cultural heritage of buildings in the Ono-hyakusima–Sumi- yoshi Shrine. 
 
キーワード：稲荷神社、阪神淡路大震災、社務所の修理と改築、社殿測量 
 Keywords：Inari shrine, Hanshin Awaji great earthquake disaster, Repair and the reconstruction of the shrine 
office, Shrine Measuring 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 179-186 pp］ 
 

1. はじめに 
 

本研究は、大阪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して作成したものである。本稿は、大

阪市西淀川区、大野百島住吉神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合学術調査(2011)
報告の一部である。 
 

 
図 1-1.西淀川区防災マップ、平成 22(2008) 図 1-2.大野百島住吉神社は⑧番 写真 1-1.大野百島住吉神社の社殿様式は住吉造

 
西淀川区は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、約南北 5.94km、境界線距離約 17.68km、総面積

14.23km2 である。大野百島住吉神社は、西淀川区の南端に位置し、緯度 34°41′49″N；経度 135°26′27″にある。大野百島住

吉神社の鎮座地は、行政上、大阪市西淀川区百島 1-3-98 に属する。本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は少な
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い、台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫したの

である。後世に残す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。図 1-1 は平

成 22(2008)の西淀川区防災マップで、図 1-2 は大野百島住吉神社の位置図、写真 1-1 野百島住吉神社の社殿である。 
既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、区内におい

て、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。大野百島住吉神社と行政との関連歴史の結果は、

①寛永 20(1644)年、神社創建、開発した時、村民が協力して創建。②明治 8(1875)年、村社(そんしゃ)に指定され。③明治

44(1911)年、大字百島字上の島の村社・稲荷神社を合祀(ごうし)した。④御神祭は、大和田住吉神社などと同様、「底筒男

命」▽「中筒男命)」▽「表筒男命)」と神功皇后。⑤末社に戎神社、金毘羅宮がある。⑥古くは境内に樹木が蒼然とし往時を

偲ぶ。⑦平成 7(1995)年、阪神淡路大震災により旧本殿は倒壊。⑧平成 8(1996)年に氏子崇敬者の協力により、近代的な

本殿が造営され、境内も整備されて社務所も修改築された。 

(注)1. 「村社」とは、明治時代制定された神社の社格の一つ。(注)2. 明治 4(1871) 年 5 月、政府は太政官(だようかん)
布告で、神社規則等を決め、官社以外を諸社とし、それらを府社・藩社・県社・郷社とした。(注)3. 明治 4(1871) 年 7 月、廃

藩後、府県社・郷社・村社・無格社に改めた一地方の氏神として仰がれる社が村社で、村の鎮守の社などが多い。(注)4.昭
和 20(1945)年、この制度は廃止などである。 

さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居の精

密測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22(2010)年夏、西淀川区民祭りにおいて中間報

告を行った。今後の研究課題、そ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。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、今後の研究課題、そし

て神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は、多項式によって解析を行った。 
 

2. 大野百島住吉神社の由来 
 

大野百島住吉神社は、正保元(1644)年 4 月、この地を開発した時に村民が協力して創建されたものと伝えられている。明

治 8(1875)年 3 月、村社(そんしゃ)に指定され、明治 44(1911)年 3 月、大字百島字上の島の村社・稲荷神社を合祀(ごうし)
した。御神祭は、大和田住吉神社などと同様、海の底で禊をして生まれたという「底筒男命(そこつつのおのみこと)▽潮の中

に潜って禊をして生まれた「中筒男命(なかつつおのみこと)」▽潮の上に浮いて禊をして生まれた「表筒男命(うわつつのお

みのみこと)」と、神功皇后である。                            
境内は本殿・拝殿を有し、末社に戎神社、金毘羅宮があり、古くは境内に樹木が蒼然としていたことが残存の切り株によっ

て往時を偲ぶことができる。平成 7(1995)年阪神淡路大震災により旧本殿は倒壊したが、氏子崇敬者の協力により、平成

8(1996)年 10 月に近代的な本殿が造営された。また境内も整備され、社務所も修改築された（表 2-1）。(神社から) 
(注)「村社」とは、明治時代制定された神社の社格の一つ。明治 4(1871) 年 5 月、政府は太政官(だようかん)布告で、神社規則等を決

め、官社以外を諸社とし、それらを府社・藩社・県社・郷社とした。同年 7 月の廃藩後、府県社・郷社・村社・無格社に改めた。一地方の氏

神として仰がれる社が村社で、村の鎮守の社などが多い。なお、昭和 20(1945)年、この制度は廃止されるが、その時点で、全国約 11 万

の神社のうち、村社は 4 万 4934 社であった。(小学館・日本大百科辞典から) 
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表 2-1. 大阪市西淀川区、大野百島住吉神社の詳細資料 
御祭神 底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 
キーワード 大字百島字上の島、阪神淡路大震災、社務所も修改築 
鎮座地 555-0044 西淀川区百島 1-3-98 神社創建 正保元(1644)年、住吉造 
電話番号 06-6472-0094 Fax 番号 06-6475-3115 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_08_nisiyodogawa_sumiyosi.html 

交通手段 阪神電車西大阪線福駅西へ 500m 

 
3. 大野百島住吉神社社殿の測量と構造観察 

 
本殿、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。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。大野百島住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、

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。 
大野百島住吉神社社殿の構造は住吉造である。住吉造とは次のよう

である。大阪の住吉大社本殿に代表される神社建築の一形式。あたか

も大海原をゆく船団のように立ちならび、「三社の縦に進むは魚鱗の備

え、一社のひらくは鶴翼の構えありよって八陣の法をあらわす」とも伝えられる。特徴：破風は古式の直線形、神社建築の最

古の様式とされる。構造：妻を正面とする前後に細長い建築で、内部は内陣・外陣に区切る。幅は 2 間、奥行きは内陣・外陣

各 2 間の長方形。切妻造・妻入であり、平面的に加工され直線的な外観。屋根：萱葺に限らず柿葺や檜皮葺など幅広い。破

風は直線形、妻飾りは交叉合掌型。反りのない切妻造り、切妻屋根に千木と 5 本の堅木を置く。柱：幅は 2 間で、奥行き 4
間、中央の御心柱と正面中央の柱がない。壁：正面中央の 1 か所に観音開きの御扉による開口部が設けられる。図 3-1 は大

野百島住吉神社社殿の平面図である。社殿の規模は正面横7.3m､奥行き12.4m、拝殿高さ5.7mと本殿高さ8.8mである。 
 

  
 

図 3-2.住吉造、本殿正面 図 3-3.住吉造、本殿平面 図 3-4.住吉造、本殿側面 
 
神社建築の本殿の基本的な形式と屋根の形式は、図 3-2 は住吉造の本殿正面で、図 3-3 は本殿平面、図 3-4 本殿側面

である。 
 

 
図 3-1.大野百島住吉神社社殿の平面図 
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表 3-1. 西淀川区内にある 8 神社の社殿の規模（m） 
 神社名 創建年 正面横 奥行き 拝殿高さ 本殿高さ 建築様式 鰹木 鳥居 

1 野里住吉神社 1382 年 16.2 17.2 7.9 8.8 流れ造 5 本 5 基 
2 田蓑神社 869 年 12.4 4.9 6.8 分離 住吉造 18 本 5 基 
3 姫嶋神社 不祥 8.3 13.3 5.0 7.1 住吉造 5 本 4 基 
4 大和田住吉神社 1313 年 10.5 13.1 6.4 5.0 住吉造 5 本 5 基 
5 福住吉神社 1656 年 6.1 11.9 4.5 4.5 流れ造 無 6 基 
6 鼻川神社 不祥 9.1 14.1 6.1 2.3 神明造 3 本 3 基 
7 五社神社 1688 年 6.0 9.1 5.5 5.5 権現造 3 本 8 基 
8 大野百島住吉神社 1644 年 7.3 12.4 5.7 5.7 住吉造 無 5 基 
 MAX  16.1 17.2 7.9 8.8  18 本 8 基 
 AVG  9.5 12.0 5.7 5.6  6.5 本 5.5 基 
 MIN  6.0 4.9 4.4 2.3  3 本 3 基 

 
 

  
写真 3-1.大野百島住吉神社の正面 写真 3-2.大野百島住吉神社の側面 写真 3-3.大野百島住吉神社の裏面 

 
大野百島神社の外観は、写真 3-1 正面、写真 3-2 裏面、写真 3-3 側面のようになっている。これを、模型 3-1 から模型 3-3

のように模型にした。 
 

 
模型 3-1.大野百島住吉神社の正面 模型 3-2.大野百島住吉神社の側面 模型 3-3.大野百島住吉神社の上面 

 
表 3-2 は、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の正面横距離にお

いて、最大値は 16.2m、平均値は 9.5m および最小値は 6.0m である。大野百島住吉神社社殿の正面横距離は、区内では 3
番目に短い距離である。表 3-1 から表 3-2 と図 3-5 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の正面

横距離（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関

係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
y = 0.199x2 - 0.456x + 6.409・・・・・・・・・・R² = 0.983(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 
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ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の正面横距離の関係から一定の傾向を判明し

た。 
 

表 3-2. 神社名と社殿横距離（m） 図 3-5. 神社名と社殿横距離との関係 
 神社名 社殿横 

1 福住吉神社 6.0 

2 五社神社 6.1 

3 大野百島住吉神社 7.3 

4 姫嶋神社 8.3 

5 鼻川神社 9.1 

6 大和田住吉神社 10.5 

7 田蓑神社 12.4 

8 野里住吉神社 16.2 
 

 

 
表 3-3 は、西淀川区内にある各神社と社殿横（奥行き）の関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿奥行きにおいて、

最大値は 17.2m、平均値は 12.0m および最小値は 4.9m である。大野百島住吉神社の社殿奥行きは、区内では中間の距

離である。これは、本殿と社殿が分離され、中央に中庭があるからである。表 3-1から表 3-3 と図 3-6 について図式を行った。

西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿奥行き（Y 軸で単位は m）の関係から多項式近似(回帰)の 3 次方程式(2 次変

数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数である。X と Y との関係を究明するため考察方法として、

次のような回帰方程式を与えられる。 
 

y = 0.124x3 - 1.827x2 + 9.129x - 2.614・・・・・・・・R² = 0.997(決定係数)・・・・・・・・・・・（3-2） 
 

ここで、決定係数は高信頼性の値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿奥行きの関係から一定の傾向を判明し

た。 
 

表 3-3.神社名と社殿奥行き距離（m） 図 3-6. 神社名と社殿奥行きとの関係 

 神社名 社殿奥 

1 田蓑神社 4.9 

2 五社神社 9.1 

3 福住吉神社 11.9 

4 大野百島住吉神社 12.4 

5 大和田住吉神社 13.1 

6 姫嶋神社 13.3 

7 鼻川神社 14.1 

8 野里住吉神社 17.2 
 

 

 
表 3-4 は、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係を表示した。西淀川区内にある社殿の社殿高さにおいて、

最大値は 7.9m、平均値は 5.7m および最小値は 4.4m である。大野百島住吉神社の社殿高さは、区内では中間の高さであ

る。表 3-1 から表 3-4 と図 3-7 について図式を行った。西淀川区内にある各神社（X 軸）と社殿の社殿高さ（Y 軸で単位は m）

の関係から多項式近似(回帰)の 2 次方程式(2 次変数)を求めた。ここで、R²は X と Y の信頼性関係を意味する決定係数で

ある。X と Y との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
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y = 0.023x2 + 0.219x + 4.413・・・・・・・・・・R² = 0.969(決定係数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-3） 
 
ここで、決定係数は高信頼性のある値であり、西淀川区内にある各神社と社殿の社殿高さの関係から一定の傾向を判明

した。 
 

表 3-4.神社名と社殿高さ（m） 図 3-7. 神社名と社殿高さとの関係 
 神社名 社殿高さ 

1 福住吉神社 4.5 

2 姫嶋神社 5.0 

3 五社神社 5.5 

4 大野百島住吉神社 5.7 

5 鼻川神社 6.1 

6 大和田住吉神社 6.4 

7 田蓑神社 6.8. 

8 野里住吉神社 7.9 
 

 

 
4. おわりに 

4-1.西淀川区の地域環境  
西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、その

名残と言える。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸水対策として、"淀の大放水路"も着

工した。西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄道・道路・橋梁

などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形成した。河川汚濁の

多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、緑あふれる緑陰道路として再生され、広く区民の憩いの場・健康づ

くりの場として活用されている。 
西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線距離約

17.68km、総面積 14.23 平方 km である。 
①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、34°42′33″N と 135°28′15″E。 
②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と 135°25′57″E。 
③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E。 
④区内の 3 島名は中島・西島・佃島。⑤区内の 4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線。 
⑥区内の川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧大野川・旧中津川。 
⑦区内の 7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅。 
⑧17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫島・御幣島・佃。 
⑨17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千北橋・千船大橋・神崎大橋・両島

橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋である。 
 

4-2. 西淀川区にある大野百島神社の調査要約 
大野百島住吉神社の由来と社殿測量の解析によって明らかにした点と模型製作を行なった点を要約する。 

1. 御祭神は、底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后 
2. 神社の創建は 1644 年、鳥居建立は 1926～2006 年である。 
3. 社殿の建築様式は住吉造で、鰹木は無である。 
4. 社殿の建築物の配置図が作成できたのである。 
5. 社殿の規模は、正面横 7.3m、奥行き 12.4m、拝殿高さ 5.7m と本殿高さ 5.7m である。 
6. 社殿の模型製作は、実測の 17 分の 1 で行った。 
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 TPP と日本経済の現状 

 高田雄司 (大阪経済法科大学 地域総合研究所客員教授) 

The Present Conditions of TPP and the Japanese Economy 
 Takeshi TAKADA 

 
ABSTRACT    

 Before discussing the TPP、We have to understand the concept of trade well．Because of 
Japan’s poor in natural resources country, it becomes to grow by trade through the pre-war and 
post-war, I was educated in early grades namely as trading nation and become Japan common 
sense.  
However, though a people continued to lap effort was the excess of imports (more imports than 
exports) until 1968 at post war. It’s mean the life was not well off． 
 While after 1967 the economy has been continued to rapid development and raised to 308 
yen/dollar from 360yen/dollar which protected until now 1971 dollars shock and was earning 
on economy by excess of exports． 
It was the fastest growing to the world second ranking after The United States in GDP（Gross 

Domestic Product）until 2010 since 1980 （but it was overtaken in China at last year）．  So，

Is Japan a trading nation as reality，or、Sees degree of dependence on foreign trade to prove 
one of guiding You can be well understood． 
 

キーワード：TPP、日本経済、貿易の自由化、 財政再建、円高 

Keywords：TPP、 Japanese Economy、Trade Liberalization, Finance reform、Yen Appreciation 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS)，Vol.3 (2012), 187-198 pp］ 
 

１. はじめに                               

  

ＴＰＰを論じる前に貿易という概念をよく理解しなければならない。戦前・

戦後を通じ日本は資源のない国だから貿易を通じ成長するのだと、幼少

であった低学年の頃から教えられ、即ち貿易立国が日本の常識となって

いた。しかし、戦後国民は努力を重ね続けたけれども１９６８年までは入

超（輸出よりも輸入のほうが多い）であった。なかなか生活が豊かになら

なかったという事でもある。その後１９６７以降急速な発展を続け１９７１年

にドル・ショックによって今まで保護されていたドル/３６０円が３０８円に引

き上げられたけれども出超となり経済力が付きつつあった。１９８０年以降

ＧＤＰ(国民総生産) では２０１０年まで大国米国に次ぐ世界第２位まで成

長を遂げたのである（昨年中国に追い越されたものの）。それでは、現在

日本は現実として貿易立国なのか、それを証明する一つの指針となる貿

易依存度を見ればよく理解できる。 

表１. 主要国の貿易依存度 

国  名 輸出依存度 輸入依存度 

日   本 11.40% 10.80% 

韓   国 43.40% 38.80% 

中   国 24.50% 20.50% 

Ｕ Ｓ Ａ 7.40% 11.30% 

カ ナ ダ 23.40% 23.80% 

英   国 16.30% 22.20% 

ド イ ツ 33.60% 28.00% 

フランス 17.90% 20.70% 

イタリー 19.20% 19.50% 

ロ シ ア 24.40% 17.00% 
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表 1 から見ると、諸外国に比べて”日本経済は輸出に依存していない”ことがよく分かる。 一国の国内総生産(GDP)または国

民所得に対する輸出入額の比率(輸出依存度、輸入依存度)をいう。一般に GDP の小さい国ほど、貿易依存度は大きい。これ

は、GDP が小さい国の場合、自国市場だけで全ての産業を自給自足的に成立させる事は難しく、国内市場への輸出もしくは国

外供給地からの輸入に頼らざるをえない為である。 

 貿易の自由化で日本の実質国内総生産を押し上げるのは伸び率の高い中国であろう。残念ながら、‘１１年上半期１～９月の

経常黒字４７％減 過去最大の貿易赤字（１兆３０９３億円）となった。東日本大震災に伴う生産の停滞や海外景気減速による輸

出の落ち込みで、貿易収支が過去最大の赤字に落ち込んだことが影響した。（資料：‘０９外務省資源価格の高止まりや、製造

業の海外流出などで貿易収支は中長期的にも黒字縮小が続く可能性が高い。） 

 

2. 貿易の自由化とその形態 

 

 貿易の自由化の方法にいろいろな形態があり、本稿で取り上げるＴＰＰであるが、それまでに第2次大戦後間もなくＧＡＴＴと呼

ばれる多国間貿易交渉の場が発足した。その役割をより発展させるために設立された国際機関がＷＴＯ(世界貿易機関)である。

多国的貿易交渉(ドーハ・ランド)の理想はよいが、農業や鉱工業の自由化だけでなく貿易の円滑化や政府調達など幅広い分

野まで取り上げた点もあり、暗礁に乗り上げてしまい未だに妥結に至っていない。加えて、相手国を差別しない多国的貿易自由

化は市場の歪みを無くそうとする為、世界全体は必ず向上するものの先進国と途上国間の特に農業と市場アクセスに問題が挙

げられ、解決されずに今日まで来ている。そこで各国が比較的取り組みやすい２国間や地域的な自由貿易を取り上げてきた“Ｆ

ＴＡ”と“ＥＰＡ”について述べよう。 

 

2-1. ＦＴＡ（Free Trade Agreement ）とは 

2 カ国以上の国や地域が相互に関税や輸入割当などその他の貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃あるいは削減する

ことを定めた協定。関税や非関税障壁をなくすことで締結国・地域の間で自由な貿易を実現し、貿易や投資の拡大を目指すも

のである。ＦＴＡ相手国と取引のある企業にとっては、無税で輸出入ができるようになる、消費者にとっても相手国の製品や食品

などが安く手に入るようになるなどのメリットが得られる(表 2)。 

         

表２. 日本のＦＴＡ取り組み状況 

 

 

 

 

 

ＡＳＥＡＮも１０年に発効されたが、ＦＴＡの利用はＡＳＥＡＮらの輸出が便利だが１８年までに完成とされている。今のところ時間

がかかるという事である。一番、熱心な国はお隣の韓国で、ＥＵとは‘１１年７月１日に署名発行し、更にアメリカと国内民衆から

色々激しいデモもあり反対があったが、李大統領の強いリーダーシップで‘１１年１１月に締結された。更に、外交通商省の発表

によると中国とのＦＴＡ交渉を 2 段階で進めると明らかにし、第 1 段階で国内産業への打撃が大きい品目の扱いを決め、第２段

階でそれ以外の品目をふくめた具体的な関税撤廃の内容や段取りを協議する。と‘12 年 1 月に公表した。 但し、韓国は２国間

貿易協定を優先する方針でＴＴＰに参加する気構えは今のところ考えられない。 

 

2-2. ＥＰＡ(Economic Partnership Agreement)とは 

 関税やサービス貿易の自由化に加え、投資、政府調達、知的財産権、人の移動、ビジネス環境整備など、幅広い分野をカバ

ーするものである。相手国と「連携」して貿易や投資の拡大を目指す協定。包括的なＥＰＡは、現在ＷＴＯが規定する以上の内

発効・ 

署名済 

12 カ国  

１地域 

シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、 

フィリピン、スイス、べトナム、インド、ペルー、ASEAN 

交渉中 2 カ国 

1 地域  

豪州、韓国、  

湾岸協力会議（GCC) 
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容（ＷＴＯプラス）を含んでいる。投資規制撤廃、競争政策の人的交流の拡大をも含むものである。欧州連合（EU）とは昨年より

交渉に向けた協議を進めており、ＥＵの議長国はデンマークのデューア貿易相でＥＵ加盟 27 カ国全ての承認が必要としてい

る。 

同相は、日本がＷＴＯの政府調達協定(市場開放)で一定の

譲歩を示した点を歓迎し、6 月に東京でのＥＰＡU と日本の定期

首脳会議でＥＰＡ締結の見通しがあるとＥＵ側の観測である。締

結すれば鉱工業中心とした輸出産業に追い風となる。一方、農

業保護の観点から豪州などの農業大国との締結には慎重論も

根強いのが現実である。 

 ＦＴＡとＥＰＡの関係を図解しておこう、ＥＰＡは、ＦＴＡに投資

規制の撤廃、人的交流の拡大、各分野の拡大、知的財産制度、

競争政策の調和が加えられるものである事がよく分かる（表3）。

ＦＴＡもＥＰＡも 2 国間（バイラテラル）の交渉であって、次に述べ

るＴＰＰも広域の EPA に位置付けられるが、TPP は多国間（マル

チラテラル）の交渉であることが基本的に異なる。 

 

2-３. ＴＰＰ（Trans Pacific Partnership―環太平洋経済協定）とは 

 2006 年ＡＰＥＣ参加国であるニュージランド、シンガポール、チリ、ブルネイの 4 ヵ国が発効させた、貿易自由化を目指す経済

的枠組み。工業製品や農産品、金融サービスなどを始めとする、加盟国間で取引される全品目について関税を原則的に 100%

撤廃しようというものである。2010 年 11 月現在、すでに米国、オーストラリア、ぺルー、ベトナム、マレーシアの 5 ヵ国がＴＰＰへ参

加で９カ国となっていた。 次いで‘11 年 11 月のＡＰＥＣでカナダやメキシコも参加の意向を表明している。日本は反対論のある

中、同 APEC で基本的に加入を表明した。ＴＰＰは、あくまでも前者のＦＴＡ,ＥＰＡと基本的に異なるのは、関税撤廃を柱とする自

由貿易協定を２国間ではなく多国間で結ぶ枠組みである（表４）。 

 

表４. ＴＰＰの交渉２１分野 

物品の貿易 関税の撤廃、削減 金融サービス 国境を越えた金融事業のルール作り 

原産地規制 関税の減免対象の基準 電気通信サービス 事業のルールの共通化 

貿易円滑化 関税手続きの簡素化 電子商取引 電子商取引のルール作り 

衛生植物検疫 食品の安全基準 投  資 
国内外投資家を平等に扱うルールと紛争解

決の手続 

貿易の技術的障害 製品規格のルール作り 環  境 貿易や投資の為に環境基準を緩和しない 

貿易救済 セーフガードの規定 労  働 貿易や投資の為に労働基準を緩和しない 

政府調達 公共事業発生に関するルール 制度的事項 協定の運用を協議する合同委員会の設置 

知的財産 知的財産の保護、海賊版取り締まり 紛争解決 協定の解釈を巡る紛争の解決手続き 

競争政策 カルテル防止、公共企業の在り方 協  力 協定の実行が難しい国への人材・技術支援

越境サービス貿易 サービス分野の貿易ルール作り 分野横断的事項 複数分野に跨る規制への対応 

商用関係者の移動 Ｂ．マンの出入国手続きの簡素化 

特にゴジックの分野は重要であり、又、国内外との交渉も困難を極めるところである。交渉の対象は関税撤廃の例外設定や投

資ルール作りなど多岐にわたる。関税撤廃の自由化率を計算する為の品目数は約９０００あると云われている。日本に「１％」の

表３. ＦＴＡとＥＰＡの関係図 
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例外品目が認められた場合、約９０品目は関税を撤廃しなくてもよい。どの品目を選ぶかはおおきな議論になりそうだ。過去に１

度も関税を撤廃した事のない品目は農林水産物を中心に約９４０ある。（資料：農林水産省）海外製品との競争に晒されるとみら

れ、国内農業の体質強化は喫緊の課題である。 

 

表５. ＴＰＰ交渉国と関税の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5の如く、特にゴシックの品目、各国は高関税によって保護されている。関税が撤廃されると鉱工業製品で競争力があれば

すべてプラス、即ち、アメリカへのトラック２５％、綿織物１６.５％、オーストラリアの自動車関連５％、ニュージランドも同商品１２.

５％と大変有利となる。一方、日本の農業においては、コンニャク１７０６％、精米７７８％―８.８倍の関税が掛けられて過保護とも

云えるほど大きい関税で守られている。TPP に参加すべきか、否かは、前者の賛成派は経団連中心で後者の反対派は農水産

関連が中心となって今も激しい論争が続いている。そこで障壁となっている農業の実態について述べる事としよう。農業の競争

力の強化に向けた構造改革を進めなければならない。しかし、まず念頭に置かなければならないのは農水産省の資料によると、

１９９５年農業就業人口が４１１万人、平均年齢が５９.１歳であったのが、２０１０年の２６１万人、平均年齢６５.８歳となり１５年間で

１５０万人も減り、加えて６.７歳も高齢化が進んだことである。 

 

農業改革の第１課題は、農業離れが一段と進みどのようにして新たな担い手を育てていくのか企業の農業参入を促す規制

緩和も必要であろう。加えて、高齢となった農家から新規参入者に農地を円滑に継承する具体的な枠組み造りを推進すること

である。 

第２課題は農地の集約と生産性の向上であろう。農業の生産性は、単位面積当たりの農産物の収穫量や生産コストを指して

いる。小規模な兼業農家の多い日本では機械化など農作業の効率化が遅れており、人件費を含む生産コストは高止まりしてい

る。コメの場合、10 アール当たりの生産コストは 14 万 7000 円かかっており、2 万 1000 円の辺以降の 7 倍に達する（農水産省の

試算）。 

 各国の農家１戸当たりの平均農地面積を比較すると表6の如く余りにも日本の農地面積が少ないことが分かる。農地を集約す

るための枠組みとして「農地バンク」が検討されている。外郭団体などが運営主体となって、農地の売却・賃貸情報を新規参入

者らに提供する、売買や賃貸借の仲介も手掛 ける。農地の流動化を進める事で集約化に繋がると考えられる。積極的な政策

ではないが、‘09 年に導入された戸別所得補償制度で農地の面積や農作物の生産量に応じて農家へ補助金を交付するように

なった。規模拡大に繋がる政策と企画したがあまり効果が出ていないようである(表６と図 1)。この日本の農地面積を諸外国と比

較すれば、日本では、米國と豪州の約 1/90、EU の約 1/40 である。   

第 3 課題は多様化しているコメの流通ルートを整備することである。 数年前まで農業協同組合経由が中心（全体の６５～８０％）

であった。今はインターネット通販会社に卸したり、生産者より直接消費者に販売されているケースも増えている。農家の農協離

れが進むなかで、消費者のニーズを捉えながら流通ルートをいかに多様化させるかが課題と言える。要は農産物のブランド価

値をたかめて販売する機能が強化できれば外国製品の流入は怖くないと考える。    

 

 

  国 名   品 目 ＆ 税 率  国 名   品 目 ＆ 税 率 

アメリカ 
トラック  ２５％、 履 物 ３７.５％ 

綿織物 １６.５％、自動車２.５％ 
日   本 

コンニャク  １７０６％、 精  米 ７７８％

バター     ３６０％、 小 麦  ２５２％

オーストラリア 

自動車、ﾊﾞｽ､ ﾄﾗｯｸ  ５％ 

自動車部品 ５％、 衣料品 １０％
ベトナム 

トラック     ８０％ 

ワイン      ６５％ 

ニュージーランド 
自動車部品 12.5％ 

衣料品    12.5％ 
マレーシア 

自動車      ２５％ 

二輪車      ２５％  
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表６. 欧米豪と日本の農地面積比較 図 1. 欧米豪と日本の農地面積比較 

調査年度 国  名 
農地面積

（万 ha） 

２０１０年  日本 459 

２００８年 米国 41,120 

２００８年 EU(27） 18,485 

２００８年 豪州 41,729 
  

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」、“FAOSTAT”、USDA“Agricultural Statistics”、EU 

“EUROSTAT”、豪州“Australian Commodity Statistics” 

 

  ＴＰＰ交渉参加を巡る問題でもう一つの焦点となった医療も構図は農業と似ている。日本医師会は「TPP に参すれば国民皆

保険が崩壊する」と主張。混合診療の解禁をせまられ、低所得者が質の高い診療を受けられなくなると反発している。病院経営

への株式会社の新規参入に繋がるとの警戒感もある。現実に日本でフィリピン人やベトナム人が看護師補として働いている事も

見ながら今後を論じるべきである。既に医師不足などで医療が崩壊しかかっている地域もある。医療費の膨張にも歯止めがか

からない。日本は農業も医療も「閉鎖」する事によって制度を維持してきた。それが既得権を生み、必要な改革は置き去りにされ

た(表７)。 

  

表７. アジア太平洋の主な地域協力の枠組み図 

 

 

今こそ、ＴＰＰの参加を機に強化の再生に取り組むべきと考える。最後に APEC の主な地域協力の枠組みから TPP がどういう

位置付けにあるか考察する。ＴＰＰで昨年 11 月にカナダとメキシコが参加すると発表したのは日本にとってはグッド・ニュースと

言えよう。その分今後全体の取引枠が広がることに繋がる。只、隣国の中国、韓国が加盟の動きが全くないことと、インドネシア

は入らないことを明言している。 

ＴＰＰはあくまでも米国主導型の自由貿易圏で、日本としては個々の品目の自由化に対する厳しさは否めないが、経済・防衛

面での永い交流を考えると取り組みやすいと考えられる。一方、東南アジア首脳会議でのＡＳＥＡＮ(１０カ国)＋６は、日本、中国、

韓国にインド、豪州、ニュージランドが加わり１６カ国で自由貿易圏を形成しようとする動きである。今後より経済成長の見込める

国々が多く、中でも経済第２の大国（ＧＤＰベース）になった中国が加盟しこのグループの中心的存在となろう。グループ全体の

リーダーは日本か中国となると簡単には日本に譲ってくれないように感じている。 
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表８. 各国グループごとの経済規模と人口比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ジェトロや国連人口基金データより、GDP/2010.人口'11 年版白書 

 

経済規模という面では、左表のごとくＧＤＰでここ 10 年はアメリカが加盟している限り 39％と断然大きいが、遠い将来中国とイ

ンドが伸びた場合人口の多いＡＳＥＡＮ＋６が大頭して来るだろう。米中の覇権争いという見方をすると、財政面で苦しいアメリカ

はイラク・アフガニスタンからの撤退を余儀なくせざるを得なくなった。益々アメリカは経済では韓太平洋経済連携協定（TPP）、

安全保障では東アジアサミットを使い、中国に対抗していくだろう(表 8)。 

筆者は、長年閉ざされてきた保護政策を今こそ開国に向け進むべきと考える。ＡＳＥＡＮ＋６も考えられない事もないが、まず

ＴＰＰ交渉への参加であり、でないと協定造りへの影響力を行使しようがない。次に交渉での合意がすぐに適用されるのでなく、

関税撤廃には１０～１５年の移行期間が見込まれるので、態度を明確にして交渉に参加すべきと考える。人口問題は、２０１０年

をピーク(128,063 千人)に減少し始め、２０５０年には 1 億人割ると推計されている。人口が減っていくという前提で見ると、作った

製品を何処へ売るのかと考えるとマーケティング的に自ずと答えは明確でＴＰＰに参加し大変な努力をしなければならず容易な

ことではないが難題を克服し良い商品を其処で売れば良いと云う事になる。特に高齢化が進むんでいる日本はむしろ農家は深

刻で後がないのであり、それだけの対策と政府の援助が必要と考える。  

 

３. 日本経済の現状 

 昨年は、東日本の大震災、デフレ、円高と３重苦に明け暮れた。いずれも簡単に解決する問題ではなく、特に、東日本の大震

災の復興には遺憾ながら数拾年掛かる国民全体の問題なので、グローバル化時代の円高、デフレを中心とした経済の課題に

ついて論じる事とする。 

 

３-１. デフレーションが続いている 

 経済全体でみた需要と供給のバランスが崩れることで、総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。10 数年にわたる日

本のデフレーションは、金融危機やバブル崩壊、景気後退によってもたらされた。しかし、貨幣的要因（マネーサプライ減少）も

需給ギャップをもたらしでふれへの繋がりが今も続いている。他国でも同様の出来事は起こっているが、日本ほど長期のデフレ・

スパイラルに陥ってはいないし、日本銀行がそれの対策を積極的に行ってこなかったとも云える。長きに亘る貿易黒字の下にあ

る財政赤字が一原因でもある。その真因を考えると 

a) グローバル化によって新興国との競争激化により耐久消費財等の価格の低下が激しい 

b) 少子高齢化と人口減少による中長期的な需要の減退が見受けられる。残念なことに人口統計によると高齢化（６５歳以上）進

み全人口の２２．６％(`２０年度)で、最近では出世率よりも死亡率の方が高い数字が出ている。民族的な見方をすると Ｈｏｍｏ

ｇｅｎｅｏｕｓ（同種民族の集まり：日本・韓国） 対 Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ（異種民族の集まり：米国・フランス）のようなことが理解

できる。日本と韓国は他民族を受け入れないので移民がなく高齢化と人口は減るのみである。言うまでもなく米国はラテン系、フ

ランスはイスラミン系の移民が多い。 

ｃ)金融政策の不徹底などー日本の場合、一定の物価水準になるまで金融緩和政策をやっているが手緩く実質金利（名目金利

各国グループ ＧＤＰ(構成比) 人口（比率） 

ＴＰＰ交渉中の 9 カ国 27% 5 億 1000 万人 (7％)

ＴＰＰ交渉中の 9 カ国＋日本･メキシコ･カナダ 39% 7 億 85000 万人 (11％)

ＡＳＥＡＮ＋3(日中韓） 23% 21 億 2100 万人 (30％)

ＡＳＥＡＮ＋6(日中韓印豪ニュージランド） 27% 33 億 8900 万人 (48％)

Ｅ Ｕ 26% 5 億 100 万人 (7％)

－ 192 －
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から物価変動率を差し引いたもの）が高いのであるが、デフレ経済と実際の消費感覚とはずれが生じている。テレビなど耐久消

費財は新興国の追い上げもあって大幅な下降を示し、一方消費者物価指数（ＣＰＩ）は穀物や原油が高騰して生活必需品の値

上げが増えデフレ実感が薄くなっていることは否めない。 

 

３-２. 超円高はどうなるか 

３-２a. 超円高は、米経済の不況と米国債の格下げ(‘11 年/8 月)、ギリシャを中

心としたＥＵの政府債務の信任危機で消去法での円高である。購買力平価でみ

ると円高は約１５％行き過ぎといわれている。米国の長低金利政策継続で、円安

反転は難しい。デフレ・円高抑制へ協調介入（Corporate intervention）・金融緩和

がキーとなるが単独介入は 効果薄い。’１１年１０月２１日７５円７８銭の史上最高

値をつけた。欧米経済の減速懸念で歴史的な円高基調が長期化しており、東日

本大震災からの復興途上にある日本経済にとっては悪影響を及ぼす懸念がある。

欧州債務問題が大詰めを迎える中、市場の思惑が交錯し投機筋の円買い・ドル

売りに加えて、リスクを回避しようとする非難資金が円に集中したのである。震災

直後の高騰で 3 月 18 日協調介入したが、その後 8 月 4 日約 4 兆 5 千億円、そ

れ以降 10 月 28 日~11 月 28 日の期間中９兆９１６億円の単独為替介入を実施し

たと発表している(図.2) 

単独介入は効果が薄いと思われる１～２週間程度の円安は維持されてもすぐに戻ってしまうのである。 円高はグローバル企

業にとって、原油、原材料の多くは＄建取引でメリットである。一方、雇用問題で海外シフトや賃金水準の格差縮小を迫られる

等でデメリットもある。超円高を少しでも緩和するには、次のような政策を検討すべきである。 

政策１－若年雇用を地方で生み出す、農業、漁業、コンテンツ等に範囲を広げる。 

政策２－中小企業への金融支援は元より、システム化、統合化で国際的競争力を強化する。 

政策３－成長性の高い新興国・途上国に投資し資本所得を増やし、加えてその国から輸出(貿易)する。 

      例えば、中国が EU との取引が多い点も考慮して中国の拠点(工場)からＥＵへの輸出 

政策４－円高メリットを活用し、資源確保の為の潤沢なる資金供給の援助。外国の高度人材の受け入れを実施し、円高は当分

続くものと考えるべきである。＊円高で、空洞化が今後も進んだ場合、貿易や雇用に与える悪影響は大きい 

    

  

図 3. 貿易面での損失 図 4. 雇用の減少 

 資料：東レ経営研究所データより作成  

 

図 3 は２００９年度を基準とした場合、国内の賃金などのコストを考慮すると、製造業はフルセットを抱えるよりも、海外と製品や工

程間で分業した方が効率的になろう。2012 度は、貿易面で－11 兆円、雇用で－120 万人と推測されている(図 4)。その対策とし

て、価格競争に厳しい汎用品の製造拠点を海外に移し、国内の経営資源は高付加価値製品に集中する戦略をとる事である。 

 

 ３-２b. ユーロ安との関連は、 '11 年度にギリシャの金融危機から端を発した欧州全体の債務問題の長期化でマネー(ユ

ーロ)が欧州から逃げドルや円への資金流失が'12 年 1 月に生じ止まらなくなっている。これがユーロ安であり、1 月 9 日には 1

 

latest (Dec 29) 

77.7717 

highest (Oct 2１)

75.7698 

lowest (Aug 4)

79.5839 
 

図 2. 為替レート（￥/＄）推移 

資料：X-Rate Com 

－ 193 －
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次、対円で１ユーロ＝97 円 28 銭、対ドルでも１ユーロ＝＄１．２６となった。加えて、米格付け会社スタンダード・プアーズ（S&P）

が 1 月 13 日欧州の仏・オーストリアなど 9 カ国の格下げを発表した。イタリア、スペイン、ポルトガル、キプロスは 2 段階の格下げ

である。（注：ギリシャ―-CC クラス/10 年度）これで、より市場では欧州情勢への警戒感が強まった証と見るべきである。ユーロ

安とユーロ圏 9 カ国の国債格下げは、日本企業の輸出環境を一段と悪化させる事となる。特に精密機械工業や電子機器等で

有名なキャノン、ソニーは諸に影響すると思われる。よりユニークな技術力の高い製品しか輸出できないであろう。 

 

３-３. 財政再建と増税（主に消費税） 

 政府が当初発表した経済財政の中長期試算と中期財政フレームは、厳しい日本の財政状況を改めて浮き彫りにした。だが、

政治の機能不全で消費税率引き上げへの道筋は見通せない。増税の前提となるデフレ脱却と経済成長に向けた方策も示せ

ず、バラマキ政策の排除や社会保障給付の効率化など歳出削減も手つかずになる。 米格付け会社は’11 年に日本国債をＡａ

３に格下げを行った。金融市場を揺るがす欧米の財政危機が、日本にも迫っている。 

表 9 を見てみると、日本はＧＤＰ比では最高額に上っている。２０１１

年４月末で国と地方合わせて債務 1100 兆円となった。但し、国民の貯

金が約 1400 兆円あり９５％が日本国債を購入しているので、ギリシャ、

イタリア、アイルランドとは状況が異なる。欧州の国々の場合、他国が当

該の国債を保持しているので償還期間が来れば１００％返済しなけれ

ばならないので国の破産という事になる。今回の欧州金融危機はまさし

く多国に及んでしまったのである。ドイツ、フランス、英国は、僅かに健

全財政を保っていたのでこれらの国々が中心となってＥＵ全体で助成

する事となった。日本国内の事態に戻ると、「歳出歳入改革をもう一段

やらなければならない」の基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒

字化には、国の痛みが避けられないと考える。             

 ６月末にまとめた税と社会保障の一体改革の政府最終案では、「２０１

０年代半ばまでに消費税率を１０％に引き上げる」と明記した。だが、景

気に加え、選挙への影響を恐れる与党内には反対論が根強い。 

 歳入と歳出の imbalance（不均衡）が１０数年続いている。’１１年度の予算を検証すると、歳入、税金等(４８．１兆円/５２％)、国

債(４４.３兆円/４８％ )―内償還２１.５兆円/２３％である。歳出削減が全く出来ていない― 例えば,国会議員数、公務員数とそ

の費用、予算の約半分を国債で賄っている国は日本だけである。それでも世界から見れば国際競争力のある企業が世界で活

躍し実績を上げている事もあり、日本は国力があって安定していると見られ円高が続いていると考えられる。 

 日本経済は立ち直れるか？歳出削減を徹底的に行ってこそ、増税の話が国民に通じることになる。でなければ、政府が無駄

使いをやってしまって借金だけが残ったと思うだろう。筆者が在瑞頃よく耳にした言葉がある。 

 Why don’t you pay such as so high tax? あなたは何故それほど高い税金を払っていて文句を言わないの？ 

We can rely upon the government. It’s mean we look after this money to the government like a bank. 
 私達は政府を頼りにしているよ！その意味は、お金(税)を銀行のように政府に預けているだけだ。その真意は、預けたお金は

自分達の元に戻りサービスを受けられるからだと言っている。 believe(信じる)でなく、rely upon(頼りにする,当てにする,信頼す

る)で後者ニュアンスが強く響きが良かった。消費者の心理を左右するもので、日本も国民が政府への信頼を戻し、社会保障へ

の不安を払拭することが出来れば個人消費を刺激する可能性は残っている。信頼できるという心理が動けばタンス預金をしな

いで消費に向けられる事になる。 

 

表 9. 主要国の債務状況（ＩＭＦ調査） 

  国  名 2007 年 2009 年 2011 年 

先進国平均 73.10% 91.50% 101.90%

日   本 187.7 216.3 233.2 

米   国 62.6 84.5 98.3 

英   国 43.9 68.3 82.9 

ド イ ツ 64.9 73.4 82.3 

フ ラ ン ス 63.9 79 84.8 

イ タ リア 103.6 116.1 120.6 

ス ぺ イ ン 36.1 53.2 67.5 

アイルランド 25 65.5 114.1 

ギ リ シ ャ 105.1 126.8 152.3 

－ 194 －
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図 5. 主要各国の消費税率 

 

 ちなみに主要国との消費税を示す(図 5)と欧州の消費税が高く１５～２５％で、北欧は 25％が通例である。アジアでさえ１０～１

７％であるので、無駄遣いのない信頼があってこそ税を納めることに繋がっている。北欧諸国では、税率は高い代わりに社会福

祉が日本とは比べ物にならない位に充実している（出所：国税庁）。（「ゆりかごから墓場まで」っていうもの）。だから高税率でも、

庶民から不満はほとんど聞かれない。食品関連が標準の約半分の国が多い。筆者は１９８６年から１９９４年まで８年間スウェー

デンに在住したので経験上から、増税という事より高福祉の恩恵を得られたという実感が今も忘れられない。一方、ヨーロッパ諸

国はＥＵへの加盟の条件として消費税最低１５％であり、日本に対してＩＭＦは１５％にまで、ＯＥＣＤは２０％にまでとの引き上げ

を勧告している。これは年金を含む社会福祉の充実という事だけでなく、第一義的には歳入と歳出のギャップが余りにも大きい

ので、それを先ず縮小させるべきだとの見解である。 

 高福祉を実現させる為にも消費税は避けて通れないものであるが、今の政府の姿勢では難しいが、先ず無駄遣いを止め思い

切った歳出の削減即ち、２０～３０％の具体的な削減を実施した上で国民を説得することである(図６)。 

 

 

図 6. 主要各国の法人税率（財務省資料より作成） 

消費税を上げるという話だから、同時に法人税を下げる話が進まないので国民の不満が募るばかりである。ちなみに西欧各

国の法人税を見てみよう。２１世紀は、国が企業を選ぶのではなく、企業が国を選ぶ時代と言われている。企業は地球規模で活

動を行っている時代と言われている。そうなると当然税においても国際水準を強く意識しないといけない。諸外国に比べて税率

が高ければ、国内企業は海外に逃避し、海外からの日本への直接投資の減少が進む事になる。空洞化が益々進み早く欧州並

みの３０％以下に下げるべきである。    

－ 195 －
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     ３-４. グローバル化の推進と国際競争力  

 

３-４ａ. 日本企業のＭ＆Ａの状況 

経済の建て直しの為にもグローバル化がより重要である。日本企

業による海外企業のＭ＆Ａ（合併・買収、出資を含む）が急増、２０

１１年度に総額５兆円超え、過去最高となったと米調査会社が発表

している。「超円高」が進んだ８月は４６５８億円と、前月の倍以上に

増えたのが弾みとなった。円高になると日本企業にとっては円換算

した。買収費用が割安になったことも拍車を掛けたものと思われる。

積極的結果は、円高で間接的には大震災に繋がっている。                          

その他には、アサヒグループホールデングスがニュージランドの

酒造大手、インディペンデント・リカーを約１０００億円での買収を決

め、日本製紙グループ本社は中国の段ボール原紙大手への出資

を拡大した、新日本製鉄はブラジルのＣＢＭＭ（レアメタル）を１５００

億円で買収した。上記の如くエネルギー産業とＩＴ(情報技術)・メディア産業で活発になるのではないだろうか(表 10)。 

 

３-４ｂ. 国内企業の空洞化とその対応 

円高により国内企業の海外移転で空洞化という現象が生じた。むしろ空洞化の動きを前提としてそのマイナスを小さくするとい

う視点で政策とさらに空洞化を積極的にプラスに変える政策を考えるべきである。 

 ｂ-１．マイナスの影響を小さくする政策について 

 ①従来の事業が無くなる訳であるから、労働者の異なる地域・産業間の移動を促すこと 

 ②新しい仕事がみつかるまでの失業保険の充実をはかること 

 ③新しい環境において職を得やすくするような政策が求められ、成長分野で働くのに必要な技術習得の支援すること 

 ｂ-２．影響をプラスに変えるには 

 ①当然の事ながら成長戦略を取り、その分野の生産性の向上を図る。 

 ②新しい企業の参入を促し、雇用機会の拡大をさせていく政策を実施すること。 

 ③産業構造の転換を積極的に促進すること。 

  プラスに変え、具体的な海外進出及びグローバル化については、ｃ）とｄ）で述べる。 

 

３-４ｃ. 海外進出によって国内経営効率の向上を図る 

①現地の環境に順応する優れた人材が育つこと  

②海外子会社からの利益配当が見込めること  

③海外で獲得した取引先との日本国内でも商談が出来ること  

④利益率の低い汎用製品を海外に移転し、国内製品を高付加価値化、高収益化に出来ること  

 これらは、総てグローバル化の一貫した施策である。 

 

３-４ｄ. 企業の国際競争力の培養には 

①グローバルな製品の開発  

  世界標準規格の製品の開発し、同時に国際特許の取得する――当然条件（inevitable）である。 

②グローバル占有率を確保できる商品開発  

  Ex ：Nokia のモバイルーG・シェア― ３７％、 Samsung の液晶 TV--- G・シェア― ２５％   

③円高のメリットを生かす―良い原材料の輸入を増し製品に反映させる   

表 10. Ｍ＆Ａの事例 

 （出所：米調査会社トムソン・ロイター（金額：レコフ）     

主な買い手 買収対象 金額（億円）

 武田薬品 ナイコメッド（スイス製薬） 1 兆 1086 

キリン HD スキンカリオール（B/ビール) 3038  

東京海上 HD デルファイ・F（米・保険） 2050  

三菱商事 アングロ・A/S（チリ銅山） 4200  

伊藤忠 米ドラモンド（石炭事業） 1265  

デ ル モ BCT（米医療機器メーカー） 2162  

東 芝 ランディス・ギア（スイス電力計） 1863  

－ 196 －
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④事業構造の転換を思い切って実行する  

 １．海外投資を増やす ―前述した如くＭ＆Ａによって獲得した現地会社或いは直接投資による海外会社の現地生産からグ

ローバルに販路を広げる。 

 ２．集中と選択―良くなる事業を伸ばし、悪化する事業は撤退する （日本企業は撤退が下手）。日本企業は多角化経営が多

く、ある部門が良くないとき、別の部門でカバーする経営体を好む、一方、一品目にフォーカシング(集中)する経営手法もグ

ローバク化時代には急務である。それには、産・官・学の連携が必要となる。 

 ３．現地化の推進－海外現地法人のトップは当然の事ながら組織の多様性（Diversity）を高める。   

 ４．海外の受託製造サービス（EMS)の幅広い活用や現地調達の拡大を推進。    

５．正しいガバナンスの構築―― グローバル化に適合する伝統と変革を進める。 

 

4. おわりに 

日本の経済成長は、貿易立国にありそれに徹する事だと云い続けてきた。しかし、残念なことに 2011 年度は、財務省の貿易

統計[１～１１月]によると輸出額５９９，３１１億円前年比（△４.５％）、輸入額 ６２２，１８７億円前年比（１１.４％）、差し引き２.２９兆

円の貿易赤字になったとの報告である。第 2 次オイルショックであった'80 年からの 31 年振りである。加えて、輸送、旅行、特許

使用料の受け払い党のサービス収支も赤字となった。大震災と原子力発電の事故の影響で、日本全体の原子力発電が停止状

態でその代替として火力発電となり液化天然ガス（LNG）の輸入が膨らんだ事と云うまでもなく円高で、特に車や半導体の輸出

減が大きく影響した。 

このままで良いのか？我々国民が立ちあがり原点に戻り貿易収支を黒字に転換せねばならない。この貿易赤字はここ 2～3

年で黒字に転換させるのは難しいと考えられる。所得収支で補わなければならない。従来日本は外国債など債権から利子収入

に偏っていたが、もう一つは前節の 3－4 で述べた海外企業のＭ＆Ａ５兆円を突破し大きく伸びたが、欧米のように収益率がより

向上する事が望まれる。 

すなわち、海外投資からの配当金収入を膨らます事が重要である、財務省の統計によると、ＧＤＰに対する直接投資残高の

比率は欧米に比較して１５％とまだまだ低く、英国７５％、独国４３％や米国３１％に遠く及ばない。又、日本の収益率も４.６％と

米国８.９％、英国７.５％に見劣りする。貿易収支の赤字を海外投資で得た収益でオフセットしそれを更に凌駕させているのが欧

米の戦略といえる。日本もそれを上廻る所得収入の成果を期待できる戦略を企て実践していくべきである。 

 そこで第 2 章で述べたより貿易自由化する為のＴＰＰに参入する、そしてどう対処していくか、日本経済をどう回復し成長させて

いくか、すべて我々日本国民の双肩に懸かっている。身近には、鉱工業、農水産業、商業、全産業が成長の為に成果を上げな

ければならない。ノーモアー・デフレ、ノーモアー・ビッグデットである。その為には、具体的に各産業でのそれぞれの分野にて

成果を上げなければならない。 

 

日本の企業自身に企業力（競争力）を付けるには、次の実戦が要になる 

１．産業、政府、大学（研究機関含む）の連携強化でＲ＆Ｄ（研究開発）の成果を上げる

ことである(図７)。特に政府は中小企業に対して資金的な援助を積極的に行うこと。グロー

バルな人材の育成も国内外問わず絶え間なく 継続して実施できる教育を考えるべきで

あり、企業家精神をもった若い世代が出てくる事を望んで止まない。 

1 例として、東北大は半導体事業を日立製作所とで磁気記録メモリーの開発、ＮＥＣと

は待機電力をゼロに出来る素子を共同開発している。現代のグローバルビジネスでは既

存技術から脱却し、モノを生かす仕組みが決め手となろう。スマートテレビ等が出現し米国

のアップルとかグーグルは常に先端を往っている。良い戦略は取り入れ実践していけばよ

い。 

 

 

図 7. 産業、政府、大学協力相関 
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２．グローバル志向の徹底－－資源のない国家であること前提であり、強い企業文化の

構築のためには、次の３点を意識し徹底させ、新しいものを創造することである。それに対

応する重要な３点を意識することである。すなわち、Clearness (透明性）・Simplify (質

素）・Harmony （調和）である。 

 ３．終りにここで一言、第１１表で示した如く、日本はＧＤＰの２倍強の政府の債務残高を抱えながら国債利回りが低位安定し

ているのは、国内投資家による保有が９０％強に昇っているという事を国民一人一人の頭の中に 銘記すべきである。一方、自

国民でなく海外投資家の国債保有高がギリシャで全体の８０％強、イタリアやスペインで４０～５０％に達しているからである。こ

れまで日本は政府の財政赤字が膨らんでも企業部門の資金余剰（Ｍ＆Ａや海外投資家らの配当）が国債の国内安定消化に

貢献してきたと云える。何時までも続くという保証は ない。政府は国民（消費者）からの真の信頼を得る事が先決ではないだろ

うか！ 努力にもかかわらず、経常赤字に転落すれば国内資金では補いきれず海外の投資家に埋めて貰わなくなってしまう。

そうならないよう経常黒字が維持出来るよう１～２により日本は実のある経済成長戦略を創造し、財政再建と両立させながら実践

することが課題なのである。心配されがちな農業も成長産業になり得るよう震災復興の特区を広げて農地を集約し、ＩＴ（情報技

術）を使った大規模農業を展開していく事に国民全体が理解を示し、本稿で論じたＴＰＰに参加し困難な障壁を克服しグローバ

ルな市場を広げていく事を推奨する 1 人であると申し上げたい。以上、緩やかな経済成長を持続させながら豊かな国家形成を

創造することを念じて止まないのである。 

  (2012 年 1 月 30 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 

 

参考文献 
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万葉集と洞窟―「三穂の石室」（和歌山・美浜町）を検分 

由良 薫（大阪経済法科大学・洞窟環境 NET 学会） 

Man'yōshū (Collection of Ten Thousand Leaves) and Cave 
–Inspection of A Cave“Miho Stone Room”(Wakayama, Mihamacho）– 

Kaoru YURA 

 

ABSTRACT   
Man'yōshū (Collection of Ten Thousand Leaves) is the oldest anthology of poetry in the world. It consists 

of 20 scrolls and includes 4516 poems. Most popular theme of poems is about love or threnody. But it has 
four poems of the “Cave”. Three of them are poems “Miho stone chamber”. The cave is in near shores of 
Mihama, Wakayama Prefecture, facing Pacific Ocean. This cave keeps the shape of “Man’yo Period”（7～8 
century）. This report, “Man’yo-shu and Cave” is examination of the valuable cave “Miho stone chamber”. 
  

キーワード：万葉集、古事記、日本書紀、三穂の石室、海食洞窟 

 Keywords：  Man'yōshū (Collection of Ten Thousand Leaves), Ｋｏｊｉｋｉ （Ｒｅｃｏｒｄｓ of Aｎｃｉｅｎｔ Matters）,  

Nihonshoki （Chronicles of Japan）, Miho Stone Chamber, Erosion Cave 

［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 199-208 pp］ 

 

１. はじめに 

 

 「洞窟」が文献史上に登場する最も古いものとして有名なのは古事記（注 1）及び日本書紀（注 2）に記載されてい

る「天岩戸」（注 3）であろうが、最古の歌集である万葉集（注 4）にも洞窟は取り上げられている。男女の愛を詠う相

聞歌や死者を悼む挽歌などが印象深い万葉集だけに、「洞窟」はあまり注目されず、一般的でもないが、２つの洞

窟を詠った歌が計 4 首搭載されている。そのうち、「三穂の石室」（みほのいわや）を詠った博通法師の歌 3 首は、

和歌山県・美浜町三尾の海岸沿いにある洞窟だとされている。地元で「久米の石室」（くめのいわや）と呼ばれるこ

の洞窟を 2011 年 6 月、本洞窟環境ＮＥＴ学会の澤勲会長とともに訪れた。洞窟の存在そのものが地元の人にもあ

まり知られていないくらいで、荒らされたり、人の手が加えられたりした形跡はなく、1300 年以上前の“万葉の空気”

をそのまま伝えているばかりか、洞窟生成期を彷彿とさせる貴重な姿を残していた。以下、洞窟の現況などを紹介し

ながら、私見も交えて「万葉と洞窟」について述べてみたい。 
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２. 三穂の石室の歌３首 

 

 当該万葉集の歌は「博通法師の紀伊国に往きて、三穂の石室を見て作れる歌

三首」という前書き付きで、巻 3 の 307～309 に収められている（図１）。 

はだ 薄
すすき

久米の若子
わくご

が座
いま

しける（一は云はく、けむ）三
み

穂
ほ

の石室
いはや

は見

れど飽
あ

かぬかも（一に云はく、荒れにけるかも）（307） 

 ＜（はだすすき＝注 5）久米の若子がいらした（または、いらしたという）三穂の

岩屋は見あきないことだ（または、荒れてしまったなあ）＞ 

 

常磐
ときは

なる石室
いはや

は今もありけれど住みける人そ常
つね

なかりける（308） 

 ＜永遠のものとして岩屋は今も変わらずにあるけれども、住んでいた人は変わ

ってしまうのだなあ＞ 

石室
いはや

戸
ど

に立てる松の樹
き

汝
な

を見れば昔の人を相
あひ

見るごとし（309） 

＜三穂の岩屋に生えている松の木よ、お前を見ると遠い昔の人（久米の若子）に会っているような気がしてくる＞      

 

３. 石室の所在地 

「三穂の石室」の所在地について、若干の異説はあるものの、古来万葉研究者の間では、和歌山県美浜町三尾

にある洞窟であるという見方でほぼ定着している。地元では「久米の石室（くめのいわや）」と呼んでいる。「うしろそ

のあな」とも伝えられている。 

地図 1. 和歌山県美浜町三尾にある洞窟の周辺地図 写真 1. 三穂の浦の歌碑（美浜町） 

 

 図 1. 三尾八景に描かれた「三

穂の石室」 
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美浜町は和歌山県のほぼ中央部、日ノ岬へ突き出た、ずんぐりした半島の南半分に、東西約 9 キロ、南北 2.5 キ

ロにわたって広がる人口 8000 人余の小さな町である（地図 1）。かつて斉明・持統・文武・聖武の各天皇時代に 4 回

（658 年～724 年）行われたとされる牟婁温泉（むろのゆ＝白浜温泉）行幸路にも当たるころから、万葉集にも多くの

歌が残され、美浜町関係では上記 3 首を含め計 7 首が載っている。 

中でも有名な風早
かざはや

の三穂の浦廻
う ら み

を漕
こ

ぐ舟の舟
ふな

人
びと

騒
さわ

く波立つらしも（巻 7－1228）＜風の速い三穂の浦辺を漕ぐ

船の船人たちが大声を立てている。波が立ってきたらしい＞は、洞窟へ向かう途中の日ノ岬パークに通じる道路沿

いに歌碑（写真 1）が刻まれている。万葉学の泰斗・澤潟久孝博士（注 6）の筆になるという。 

洞窟のある三尾地区は、ＪＲきのくに線・御坊駅から南西へ約 8 キロ、太平洋岸に沿って続く景勝地・煙樹ケ浜（え

んじゅがはま）を過ぎてしばらく行くと、今は無人の竜王神社の小高い森を取り巻くように、3 百数十戸の民家が軒を

寄せ合っている静かな半農半漁の集落である。神社への道を途中で別れ、生い茂った竹や低木を掻きわけるよう

にして進む。かつて地元の漁師がアワビやサザエを採るために踏みならした“漁師道”、急な上り下りで、足を取ら

れそうになる。10 数分で海岸へ出る。大小の岩が太平洋の波に洗われている。何の整備もされていない荒磯で、岩

をよじ登ったり、水たまりを飛び越えたりしながら十数分。海岸から 20 数メートル入った崖の中腹にぽっかり洞窟の

入口が見えた。 

 

４. 海食洞 

入り口に平成 18 年 12 月、美浜町教委がはめ込んだ案内板があるほかは、明らかに人の手が加えられたような形

跡は見当たらない。まさに太古の昔をそのままにした自然窟だ。案内板によると、洞窟の位置は海抜 6.15 メートル、

波打ち際から 20 メートル。大潮時の高波ならすぐ入り口まで波が寄せることもあるという。澤会長の指揮で内部の計

測。入口の幅が 5.02 メートル▽高さ 9.1 メートル▽奥行き 26.4 メートル。中央部の天井の高さは 30 メートルを超え

るとみられたが巻尺では計測不能だった。この“大広間”がいったん閉じられたようにくびれた奥には幅 50 センチ、

高さ 1.8 メートルと、人がやっと通れるくらいの“奥座敷”が 9.2 メートルにわたって続いている（写真 2 と 3）。 

  

 

  写真2. 海側から見た久米の石室入口  写真 3. 石室の内部入り口付近 
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全体が砂岩でできており、海水と風によって徐々に内部が浸食されて出来た「海食洞」だ。底面には風化した茶

褐色の砂が 1～3 センチにわたって堆積している。粒子は非常に細かく、裸足で歩いてもけがの心配はなさそうだ。 

長年にわたる波の高低や流れ、風の向きの変化によって内部の浸食具合にも変化が生じ、洞窟全体が途中で

緩やかなカーブを描きながら奥へと広がっている。また、内壁には独特の紋様が刻まれている。奥へ向かって左側

の壁面には、比較的なだらかな平面に流れるような線刻が縦横に刻まれている。右側には、やや丸みを帯びた突

起物を一面に貼り付けたような紋様が形作られている。海水の流れと勢いによる影響が大きいと、考えられる。当然、

風の力も作用しているだろう。まさに自然の造形美だ。 

 

  

写真 4. 流れるような線刻模様の壁面 写真 5. 丸みを帯びた突起物模様の壁面 

 

50 年ほど前までこの洞窟はアワビなどを採る地元漁師の休憩場にもなっていたというが、奥座敷を含めて洞窟内

部に特別に工作が施されたような跡はなく、外部から持ちこまれたような物も見当たらなかった。世界 30 カ国、200

か所以上の洞窟を調査してきたという澤会長の印象でも、人家のすぐ近くでこれほど自然の形で残されている洞窟

は極めて珍しい、という。写真の 4 と 5 は洞窟の内部に刻まれた自然の造形美である。 

 

５. 久米の若子は？ 

さて万葉集・美穂の石室の歌である。そもそも、作者の博通法師について何の伝承もなければ、三つの歌の“主

人公”たる「久米の若子（くめのわくご）」がまた、何者であるのか、定説はない。 

 古来推測されているのは①古事記及び日本書紀の神武天皇記に登場する、大伴氏と並ぶ古代氏族「久米（くめ）

氏」の若者ではないか―とする説と②同じく古事記、日本書紀に「またの名は『来目の稚児（くめのわくご）』」と書か

れている第 23 代顕宗
けんぞう

天皇と関係あるのではないか―という 2 説が代表的なものである。それぞれ、以下のような“状
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況証拠”をあげているが、いずれも決め手はない。 

 

5-1. 久米氏族説 

久米氏は古代、紀伊
き の

国
くに

（和歌山）一帯を支配下に置いた軍事豪族で、日本書紀にある戦いの歌「来目歌（くめう

た）」に、「みつみつし来目の子等（くめのこら）が…撃ちてし止まむ」と繰り返し詠われており、勇猛な部族であったこ

とがうかがえる。しかし、やがて衰退し、亡んでいった。この一族の若者の無念さを偲んで詠った歌としてふさわしい

歌だ―というのがこの説の拠り所である。 

同じように、「久米の若子」が登場する万葉歌が、同じ巻 3 の少し後（435）に出て来る。 

和銅 4 年辛亥、河辺宮人
かはべのみやひと

の姫島
ひめしま

の松原に美人
よきひと

の 屍
かばね

を見て哀慟
か な し

びて作る歌 4 首―という題詩付きで―みつみつし

久米の若子
わ く ご

がい触
ふ

れけむ磯
いそ

の草根
く さ ね

の枯れまく惜
を

しも＜隆盛だった久米の若子が触れたであろう磯辺の草が枯れる

のが、何とも惜しいことだ＞―と歌われている。 

作者の河辺宮人は伝不詳。詠った場所と思われる「姫島」も不明だが、直前の歌（434）に「風早の美保の浦廻」と

あるところから、「美穂の石室」と同じ和歌山・美浜町を指すのでは、という見方が一般的だ。哀しむ直接の対象が、

こちらは女性を指す「美人」とあって、博通法師のそれとは明らかに異なる。しかし、「久米の若子」を惜しむ伝説が

広く流布されていたことをうかがわせる歌である。 

 

5-2. 顕宗天皇説 

顕宗天皇は、皇位継承をめぐって父を 21 代・雄 略
ゆうりゃく

天皇に殺され、さらなる難を逃れようと、実兄の 24 代・仁
にん

賢
けん

天

皇と共に近江を逃れ、但馬から播磨地方に身をひそめていた。そこへ、子どもがなかった 22 代・清
せい

寧
ねい

天皇の使者が

皇位継承者を探しにやって来て、兄弟を発見。顕宗天皇が最初に継承資格者であることを名乗り、兄に先んじて即

位した。即位後も父の仇への復讐心に燃え、探し当てた雄略天皇陵墓の土を掘り起こしてやっと気持ちを納めた―

と古事記・日本書紀は伝えている。日本書紀・顕宗天皇（弘計
お け

天 皇
すめらみこと

）の項の書き出しに「更
また

の名は来
く

目稚子
め の わ く ご

」と書

かれている。 

 

表 1. 天皇の系図－古墳時代（15 代から 25 代）系図 
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手白香皇女
（継体天皇后）

第26代継体天皇
507-531

古
墳
時
代

(

1
5
代
～
2
6
代

）

忍坂大中姫命
（允恭天皇后）

意富富杼王
〔息長氏祖〕

乎非王

彦主人王
第23代顕宗天皇
484－487年

第24代仁賢天皇
488-498年

第22代清寧天皇
480－484年

菟道稚郎子皇子

第21代雄略天皇
456－479年

第25代武烈天皇
498-507年

第19代允恭天皇
411－453年

第15代応神天皇
270-310年

第16代仁徳天皇
313-399年

第20代安康天皇
453－456年

市辺押磐皇子

第17代履中天皇
400-405年

第18代反正天皇
406－410年
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 “流浪”の末に皇位についた「またの名を『来目の稚子』」と呼ばれた天皇の復讐心がこもった不気味な洞窟と見

れば、イメージにぴったりではないか―というのが、賢宗天皇説の言いたいところであろう。 

奈良県立万葉文化館長、中西進（注 7）は「万葉集（一）」（講談社文庫）の中で、「久米の若子と称する主人公の

流離伝説が各地にあったろう。その一つが、顕宗天皇に結び付いている」とし、「日本古典文学大系 万葉集一」

（岩波書店）の注は「久米の若子伝説上の人物。その伝説自身も今日に伝わらないのでいかなる事蹟の人物である

人か不明である。ただ、歴史上に同名の人物を求めると、日本書紀の顕宗紀に、弘計王（筆者注 顕宗王）を、来

目稚子といっているので、あるいは何らかの関係があるのではないかと考えられる」としている。両者とも「久米の若

子」を不明としながらも顕宗天皇説の存在を指摘している。 

顕宗天皇は、在位期間：485 年-487 年。先代：清寧天皇、次代：仁賢天皇。誕生：450 年、崩御：487 年。陵所:傍

丘磐坏丘南陵、異称:弘計天皇・来目稚子・袁祁王・袁祁之石巣別命・袁奚天皇。父親：市辺押磐皇子、母親：荑

媛、皇后：難波小野王、皇居：近飛鳥八釣宮である（表 1）。 

 

5-3. 太陽神の若子 

博通法師を久米氏の末裔ではなかろうかとして、歌を祖先への鎮魂と見る地元歴史家の見解もある。「久米氏は

紀氏の配下で、紀伊水道沿岸に水軍力・軍事力を有する氏族としてその勢力を拡げていたものと思われる。そのよ

うな観点からすれば現・美浜町三尾は、古代の海人族・久米氏の拠点集落の一つではなかったろうか」（御坊文化

財研究会「あかね」第 33 号 万葉集「三穂の石室の久米の若子」考 神島明彦）としたうえで、洞窟は海人族の出産

場所とする神話が多く、三穂の石室は久米氏の女性たちの出産場所であった可能性がある。また、久米を「コメ」に

つながるとみて、「久米の若子」は特定の人を指すのではなく、稲穂の姿を持つ永遠の若子、太陽神の若子、と見る

のが相当、というのである。 

 

６. 1300 年の時を超えて 

 いずれにしても、博通法師がこれらの歌を詠んだ時、「久米の若子」はすでに伝説として広く伝えられていたもの

であろう。“犬養節”で知られる万葉学者の犬養孝（注 8）は名著「万葉の旅」（改定新版 平凡社ライブラリー）で次

のように書いている。 

 

  

写真 6. 久米の石室から望む太平洋 写真 7. 白崎海岸の立巖（たてご）の風化洞窟 
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「作者は広大な大洋を背にして、すでに熟知の伝説の洞窟を見あかずながめ、人生無常の感慨をおぼえ、岩窟

の口もとの松樹に伝説の主人公を追想したものであろう。（略）今も“岩屋戸”の上には松の木が黒潮の風になびき、

人っ子一人いない石浜では波音ばかりが百雷のとどろくようで、洞窟の中にいると、汗も一時に引くような恐ろしさで

ある」（写真６と７）。 

「博士の愛した数式」などで知られる芥川賞作家、小川洋子は「作家とは、物語が潜んでいる洞窟を見つけ出す

旅人だ」と語っているそうだが、洞窟に入って太平洋の波音に耳を傾けていると、1300 年以上前に哀切の物語を刻

んだ博通法師の思いが伝わってくるような気がしてくる。 

歌の主人公が誰であるのか、洞窟内部を調べても確実な手掛かりとなるようなものを見出すことはできなかった。

他に文献上も特定しうる資料が見つかる可能性は極めて少ない。しかし、いずれの説でも明らかな矛盾、不都合が

あるわけはなく、不明確であるが故にまた、ロマンを掻きたてることにも繋がっていく。 

地元の人もあまり近づかないという、黒潮洗う断崖にひっそりと静まっているという立地条件が大きく影響したので

あろうが、「久米の石室」（三穂の石室）は、万葉人が行きかった当時の空気をそのまま伝え、残していた。名実とも

に、そう呼ぶにふさわしい「万葉の洞窟」が存在していたことを確認できたのは、大いなる収穫であった。 

 

７. おわりに 

 紀伊国・和歌山は、前述したとおり歴代天皇の行幸路にあたることなどから、万葉集に美浜町の 7 首を含め 100 首

を超える歌がおさめられている。各地に“万葉の里”を名乗る地域があり、和歌山県などではそれぞれの歌のゆかり

の地を巡る１２のコースを設けて「紀伊万葉ガイドブック」を作ってＰＲしている。そこに紹介されている歌碑だけでも

41 を数える。まさに万葉は一大観光資源である。 

美浜町周辺も「黒潮の海景を愉しむ」コースに加えられ、「白崎
しらさき

は幸
さき

くあり待て大舟
おほぶね

にま梶
かぢ

しじ貫
ぬ

きまたかへり見

む」（巻 9－1668）＜白崎よ 無事で待っていておくれ。大船の両舷に立派な舵をいっぱい通してまたやって来て見

よう＞の歌碑がある白崎万葉公園（由良町）や戸津井の鍾乳洞（同町）、竜王神社（美浜町）等が紹介されている。  

前述の「風早の三穂の浦廻を漕ぐ舟の…」の歌碑も写真付きで出て来るが、「三穂の石室」の記述はどこにもない

（歌 3 首は巻末に記載）。詳述して来た通り、万葉の中でも異質の歌であり、有名でもない。それだけに、あまり世間

的な注目を集めず、舞台となった洞窟も結果として理想的な保存状況を保ってきたものと言えそうだ。 

美浜町としても将来、何らかの形で観光資源化していきたい意向のようだが、1300 年以上前の万葉の空気がそ

のまま残った希有な洞窟であり、開発にあたっては、「万葉洞窟」としての価値が損なわれない方法を、是非考えて

いただきたいものである。 

天皇行幸で、美浜町辺りは海路だった。「風早の」が美穂の枕詞のようにつかわれていることからも分かる通り、風

の強いところで、一行は「またかへり見む」「また帰りこむ」と航路の無事を祈っていた。「白崎は…」の歌の白崎は今

も往時の景観がそのまま残る石灰岩の岩石群である。3 億年前、炭酸カルシュームを殻に持った原始生物が化石と

して海底に堆積したのが隆起したもので、まさに絶景である。立巖（たてご）と呼ばれる巨岩は、浸食されて“海面洞

窟”のようなたたずまいを見せている。 

他にも海上から詠んだとみられる歌がいくつかある。 

朝開
あさびら

き漕ぎ出て我は湯
ゆ

羅
ら

の崎釣する海人
あ ま

を見て帰り来む（巻 9－1670） 
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＜朝早く船を漕ぎだして私は、由良の崎で釣りをする漁師を見て帰ってこよう＞ 

湯
ゆ

羅
ら

の崎
さき

潮干
し を ひ

にけらし白神
しらかみ

の磯
いそ

の浦廻
う ら み

をあへて漕ぐなり（巻 9－1671） 

＜由良の崎は今潮が引いているらしい。白神の荒い磯の浦を苦労して漕いでいる＞ 

我が欲
ほ

りし野島
の し ま

は見せつ底深き阿
あ

胡
こ

根
ね

の浦の珠
たま

そ拾
ひり

はぬ（巻 1－12） 

＜私が見たいと思っていた野島は見せていただきました。しかし、まだ海の底深い阿胡根の浦の玉は拾ってお

りません＞ 

白崎海岸から美穂の石室へと海から万葉の歌を辿りながら、万葉人の心境に浸ってみるのもまた一興。「三穂

の石室」の歌も、海上から洞窟を見て詠ったのではないかという説もある。「海の万葉」も是非経験してみた

いところだ。（注 9） 

 

謝 辞 

今回、の「久米の石室」の調査にあたっては、地元・美浜町の多くの方々にお世話になった。分けても、同町三尾

にお住まいの同町文化財保護審議会会長で元同町教育長の尾浦浩巳氏（85）には、事前の準備段階から多くの

資料を提供していただくとともに貴重な助言をしてもらった。また、当日は直接現地をご案内いただくなど、同氏なく

して今回の調査もありえなかった。衷心よりお礼申し上げたい。また、同じく地元三尾の西茂氏▽同町教育委員会

主事、井本賢治氏▽同教育課、深見佳史氏らにもご協力をいただいた。 

 森下誠史・美浜町長からは同町の観光事業全般について教示を受け、毎日新聞和歌山支局長、嶋谷泰典氏▽

日高新聞記者、玉井圭氏▽紀州新聞記者、中西由香理氏らにも調査の意義を理解し、周知していただいたことを

記して謝意を表したい。 

  本文中何度か触れたが、洞窟環境 NET 学会会長で大阪経済法科大学名誉教授の澤勲博士には、第一歩から

洞窟学の手ほどきを受け、今回の実地検分にあたっても、測量に始まって全面的な教えをいただいた。また、写真

処理など論文の構成には大阪経済法科大学法学部 4 年、植田絢子さんの手を煩わした。ありがとうございました。 

  

 (2011 年 12 月 1 日受稿、2012 年 2 月 1 日掲載決定)  
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1）高木市之助他：校注「日本古典文学大系 4 万葉集一」（岩波書店 1957 年） 

2）中西進：「万葉集（一）」（講談社文庫 1978 年 8 月） 

3）小森操：「『美穂の石室』の歌について―『万葉集』に歌われた紀の国―」（美浜町教育委員会「みはまの歴史

（1）」1985 年 12 月） 

4）小島憲之他：校注・訳「新編日本古典文学全集 日本書紀①～②」（小学館 1994 年 4 月） 

5）山口佳紀他：校注・訳「新編日本古典文学全集 古事記」（小学館 1997 年 6 月） 

6）犬養孝：「万葉の旅 中」（平凡社 2004 年 1 月） 
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7）楠巨男：「万葉を行脚する」（文芸社 2004 年 1 月） 

8）和歌山県観光連盟：「紀伊万葉ガイドブック」（2006 年） 

9）神島明彦：「万葉集『三穂の石室の久米の若子』考」（御坊文化財研究会・あかね第 33 号 2009 年 12 月） 

 

注 

1）古事記 712 年（和銅 5 年）に成立した日本最古の歴史書。稗田阿礼
ひ え だ の あ れ

が記憶に基づいて暗誦したものを

太安万侶
おおのやすまろ

が書き記した。全 3 巻。上巻は国土形成の起源と王朝成立の由来を記した「神代
か み よ

編」。中巻は神武天皇か

ら応神天皇まで、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの皇位継承の経緯とその治世の出来事が描かれた「人世
ひ と よ

編」。

伝説や神話を織り込み、歌謡も含めて物語風に王統の正当性が綴られている。成立1300周年に当たる今年、各地

で関連イベントがおこなわれる。 

2）日本書紀 720 年（養老 4 年）、舎人
と ね り

親王を中心として編纂された日本初の勅撰の歴史書。全 30 巻。神代編は

1，2 巻で 3 巻以降 91 代の持統天皇までを扱っている。古事記が帝記、旧辞だけを素材として、一人の暗誦に基づ

いているのに対し、皇子を中心にしたビッグプロジェクトで、政府の記録や個人の日記、寺院の縁起から朝鮮・中国

の資料などを広く収集、漢文・編年体で記されている。中国の史書を参考に国家の正史としての体裁になってい

る。 

3）あまのいわと 天岩屋（あまのいわや）などとも。太陽神である天
あま

照
てらす

大 神
おおみかみ

が、弟の素箋鳴
す さ の お の

尊
みこと

の乱暴に怒って

立てこもった洞窟。太陽が隠れてしまって世界中が闇に覆われ、生あるものが生きる力を失った。そこで神々が集ま

って天照のご機嫌を取ろうと酒宴を催し、ある女神の裸踊りで神々が一斉に大笑いした。天照が岩を少しずらして

外の様子を見ようとしたところへ、力自慢の神が大岩を引き開け、天照を引き出して光が戻ったという神話。宮崎県

高千穂町岩戸の天岩戸神社など「ここが天岩戸だ」という言い伝えは全国各地に残っている。 

4）万葉集 現存する世界最古の歌集。全 20 巻からなり、4516 首が収められている。7 世紀後半から 8 世紀半ば

ごろまでの歌を大伴家持
おおとものやかもち

（717？～785）が中心となって収集、編纂した。成立は760年前後とみられる。天皇、皇族

から名もない庶民にいたるまでの幅広い階層の約 500 人の歌を収録。5・7・5・7・7 の短歌のほか、短歌形式がずっ

と続く長歌、短歌と長歌の組み合わせなど多様なスタイルがみられる。男女の愛を詠った相聞歌、故人の死を悼む

挽歌、関東・東北地方を舞台にした東 歌
あずまうた

、軍人として借り出された人々の防人
さきもり

歌など歌の趣も多種多様。技巧をこ

らさず、素朴な思いを大らかに詠いあげるのが大きな特徴。「日本人の心のふるさと」として、詠いつがれ、語り継が

れている。有名歌人としては家持のほか、大伴旅人
おおとものたびと

、 柿 本
かきのもとの

人麻呂
ひ と ま ろ

、山上憶良
やまのうえのおくら

、額 田 王
ぬかたのおおきみ

などが挙げられる。日本

語の読みを漢字であてる独特の万葉仮名で書かれている。  

5）枕詞 ススキの穂から句を隔てて「三穂」にかかるという説と、ススキが交（く）むとろから「久米」にかかるという説

がある。 

6）おもだか・ひさたか 1890（明治 23）年―1968（昭和 43）年。京大教授。文学博士。万葉集研究一筋、特に訓

詀注釈を重視し、「万葉集注釈全 20 巻」（中央公論社）など著書多数。 

7）なかにし・すすむ 1929 年生まれ。現在、奈良県立万葉文化館館長、池坊短期大学学長。元大阪女子大学

長、同京都市立芸術大学学長。万葉を中心とした日本古典文学の第 1 人者。「万葉時代の日本人」「中西進むと歩

く万葉の大和路」「日本人のこころの風景」等著書は 100 冊を超える。文学博士、文化功労者。 
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8）いぬかい・たかし 1907（明治 40）年―1998（平成 10）年。大阪大学教授。文学博士。文化功労者。全国の万

葉故地を訪れて「万葉風土学」」を確立。独特の節回しで朗詠する「犬養節」はとくに有名。揮毫した歌碑は 131 基

におよぶ。 

9）海上から立巖を含む白崎海岸一帯を巡る「白崎クルーズ」（0738・65・1123）を、由良町大引漁協の組合員

が行っている。30 分と 1 時間の 2 コースで料金はそれぞれ 1200 円と 1500 円。 
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震災とメディア －東日本大震災をどう報じたか― 

由良 薫（大阪経済法科大学） 

Earthquake and the media 
―How did Report East Japan Great Earthquake Disaster? 

 
Kaoru YURA  

大阪経済法科大学最終講義 
 

ABSTRACT 
I have lectured on Mass Communication for 10 years as a visiting professor of Osaka University of 

Economics and Law. This report is the last lecture. Theme is “Earthquake and media”. How did each 
media report East Japan great earthquake disaster? Newspaper, Television and Internet …    
 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.3(2012), 209-214 pp］ 

 

１. はじめに 

2002 年から 10 年間、教養部客員教授として、大阪経済法科大学で主にマスコミ論を講じて来た。

2012 年 1 月 16 日、その最終講義を、澤勲名誉教授の「情報論」の教壇をお借りして行った。奇しくもこ

の日は、6434 人の死者を出した阪神淡路大地震の 17 年目の記念日にあたる 1・17 を翌日に控えた日

であった。一方で、2 万人近い死者・行方不明者を数えた東日本大震災では、10 カ月以上経っている

のに各地に生々しい傷跡が残り、復興は遅々として進んでいない。そんな中、講義のテーマは「震災と

メディア」とし、東日本大震災を各メディアがどう報じたか、震災報道の在り方はどうあるべきかを動画や

新聞紙面を使いながら話した。何人かの受講生が「よそごとではないと思った」という感想を述べてくれ

たのはうれしかった。 

 以下は、講義の概要である。 

 

２. 各メディアは東日本大震災をどう報じたか 

 震災のような非常時こそ、メディアの総合力、存在価値が問われるものである。現場の声を的確、迅速

にとらえて救援を促し→被災者に命と暮らしに役立つ情報を伝えて生活を支援し→政府などに必要な

対策を提案し→防災・減災の国造りに貢献する―という厳しくも崇高な使命を果たさなければならい。 

そこでまず、昨年 3 月 11 日に起きた「1000 年に一度」という東日本大震災を各メディアはどう報じたか

を検証してみよう。 
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２-１ 新聞 

新聞は各紙とも、1 面の広告を外して全ページを震災のニュースに当て、さらに最終面のテレビ・ラジ

オ番組を中面に回して、ここもニュース面とする特別紙面をつくった。これはほぼ 1 カ月続いた。長い新

聞の歴史でも例のないことである。社屋や印刷工場が被災して新聞制作が不可能になった地元紙は協

力協定を結んでいる隣接県の新聞社に頼んで発行を続けた。河北新報（宮城）は新潟日報に、岩手日

報は東奥日報（青森）に。阪神大震災で社屋が全壊した神戸新聞の社員が歩いて、原稿や写真などの

材料を京都まで運び、京都新聞の協力で 1 月 17 日の夕刊を制作。一度も途切らすことなく新聞発行を

続けた。この教訓から、各地方紙の間で協定を結んでいたことが役に立った。 

こうした大手の新聞以上に大きな話題になったのは、宮城県石巻市の夕刊紙「石巻日日（ひび）新

聞」であった。津波による浸水で輪転機が使えなくなった 6 日間、記者たちが手書きで“壁新聞”をつくり、

避難所に貼って、情報を伝え続けた。従業員約 30 人、発行部数 1 万 4000 部という小規模の新聞が見

せたジャーナリスト魂は世界的な反響を呼び、ワシントンのニュースジャーナリズム博物館に永久保存さ

れることになった。また、国際新聞編集者協会の特別賞も受賞した。 

 

 

 

記者が手書きで作った石巻日日新聞の“壁新聞”       ２２日間で５万人の名簿を載せた岩手日報 

 

２-２ テレビ、インターネット 

テレビも総力をあげた。ＮＨＫは24時間の震災報道を1週間続けた。日本テレビ系はＣＭ無しの連続

61 時間特番を打った。JNN 系列局は合同で現地に臨時支局を設けた。各民放とも通常のＣＭを外し、
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被災者を元気づけるようなＡＣ広告で対応した。金子みすゞの詩を扱った「こだまでしょうか」は、２０１１

年の新語流行語大賞ベスト１０に選ばれるほどだった。 

民放では発生翌週からゴールデンタイムはほぼ通常番組に戻ったが、画面を圧縮して外枠に震災情

報を流す「Ｌ字情報放送」を続けた。地元ローカル局によってはＬ字が３段重ねになる時もあった。 

インターネットが大活躍したのも、阪神大震災の時にはなかった大きな特徴だった。一般の市民が発

信するツイッターやブログを既存のメディアがどんどん吸い上げてニュース化していった。イギリスの公

共放送・ＢＢＣや、世界を代表する米の新聞・ニューヨークタイムズもこれらナマの情報を世界中に打電

した。動画サイトも注目を集めた。ニコニコ動画は、初めての試みとしてＮＨＫとフジテレビの画像を同時

配信した。震災発生以来 3 週間でＮＨＫへの来場者は 1046 万人、フジへは 205 万人に上った。テレビ

とネットの協業が実現した初のケースだった。 

 

３. マスコミ機能とミニコミ機能 

このように未曾有曾の大震災に、各メディアとも総力をあげ、異例ずくめの対応をしたが、災害・震災

報道が他の一般報道と大きく異なる特徴は、メディア本来のマスコミ機能に加えていわゆるミニコミ機能

を同時に果たさなければならないという点にある。被害の全体像を広く伝えるとともに、被災者に直接役

立つ細かい生活情報を伝え、支援しなければならない。よく言われる「鳥の目、虫の目」報道の実践で

ある。 

東日本大震災の場合、その最たるものが家族や知り合いの安否を知らせる避難者名簿だった。岩手

日報は一つ一つの避難所を回ってチエック、多い時には 8 ページの新聞の半分を名簿に当てた。22 日

間にわたって県内 300～400 か所の避難所に避難していた計 5 万人の名簿を載せた。同時に搭載した

ウエブサイトには 1 日最大、73 万アクセスを記録した、という。 

阪神大震災でも給水車の到着時間・場所、風呂が入れる銭湯、人工透析が行える病院、店を開けて

いるコンビニ、電車・バスの運行状況…等々、普段ならとてもニュースにはなりえない細かい情報を連日

掲載した。 

毎日新聞は阪神大震災で「希望新聞」と名付けて１年間、こうしたミニ情報を流し続けたが、東日本大

震災でも、この希望新聞を１６年ぶりに復活させ、ライフラインの復旧に始まって、無料公衆電話の設置

場所、移動郵便局、支援金の給付申請窓口などを繰り返し掲載して、被災者サポートを続けた。読売新

聞の「明日への掲示板」は年が変わっても連綿と続いている。地元紙はもちろん、放送メディアもきめ細

かい情報が大きなウエイトを占め、今も続いている。 

 

４. 被災地を元気づける明るいニュース 

被災地にとっては、辛い、暗い状況が長く続くだけに、被災者を元気づけ、勇気づける明るいニュー

スも震災報道にあっては欠かせない。阪神大震災で編集長として紙面づくりの指揮をとった私にとって

忘れられないのは、震災発生 3 日後に生まれた赤ちゃんの報道。京都から神戸の実家に里帰りしてい
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た３３歳の女性が箪笥の下敷きになりかけながら必死で逃げ出し、不安に耐えて女児を出産した。「希

望の誕生」という見出しを付けて、その日の夕刊の 1 面のほとんど全面を使ってこの母子の写真を載せ

た。赤ちゃんの小さなこぶし、お母さんの満ち足りた表情。４０年間の新聞記者生活を通して一番印象

に残る写真となった。 

東日本大震災でも、岩手県陸前高田市で７万本の松のうちたった１本が津波に耐えて生き残り、「奇

跡の一本松」として、復興のシンボルになった話や、何日かぶりに救助された話など、明るいニュースが

大きく扱われていた。 

 

５. 礼儀正しい日本人 

明るいと言えば、二つの震災で見せた被災者の我慢強さ、どんなに苦しくても他人を思いやる態度は

世界の称賛を浴びた。弁当一つでも、バケツに一杯の水でも何時間もきちんと並んで待ち、順番に受け

取る。そんな写真が世界中に流され、「礼儀正しい、すばらしい日本人」と、人々の胸を打った。１９９４年

のロサンゼルス地震では商店街の襲撃事件が起き、アジア各地では救援物資の奪い合いが繰り返され

たりしたのと比べて、日本人の秩序正しさが際立った。こうした日本人の美徳を、誇りとして守り継いでい

かなければならない。 

大学生をはじめとする若い人たちがすすんで現地に入り、ボランティアとして活躍したのも忘れられな

い。阪神大震災では延べ１６０万人ものボランティアが活躍、この年、1995 年は“ボランティア元年”と呼

ばれた。 

東日本大震災では、「これまで日本に助けてもらったから」と、世界 120 カ国から救援の手が差し伸べ

られた。アメリカの「トモダチ作戦」では、艦船 20 隻、航空機 140 機を繰り出し、1 万 8000 人が参加してく

れた。 

 

６. 救済・救援から・・・ 

震災報道は時の経過とともに発信すべき情報の質も変わって来る。警察や自衛隊の活躍や安否情

報が中心の「救出・救援期」から、被災者が普通の生活を取り戻そうとするときの「復旧期」、被災地を作

り直す「復興期」…と状況を見ながらの多角的な情報発信が要求される。被害が広範囲にわたった東日

本大震災の場合は、地域の実情にあった対応が特に大切だ。それぞれの地域特性を細かく吸い上げ

て、国や自治体の施策に反映させていかなければならない。 

かつて経験したことがない原発事故への対応もメディアにとって大きな試練だった。専門知識が不足

していたことも影響して、当局の情報をそのまま流して「大本営情報」と批判されたり、異なる識者見解を

羅列して却って混乱させたりするケースもあった。原発と震災の報道のバランスも課題だった。 

原発問題に限らず、震災には何十年という長いスパンの取り組みが要求される。災害体験を風化さ

せない継続・啓蒙報道こそが防災・減災につながる。2030 年にも予想される「南海・東南海地震」では 2

万人、大阪の中心部を走る「上町断層」が引き起こす直下型地震では 4 万 2000 人もの死者が予測され
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ている。東海・南海・東南海が連動した時の津波の高さは20メートル、梅田の地下街も水浸しになるとい

う予測もある。 

 

7. おわりに 

 

震災の被害をいかにして最小限に抑えるかは、その国の「国力」によると言われる。防潮堤の建設や

治山治水対策などのインフラ整備はもとより重要だが、それにも増して要求されるのが「情報」の力であ

る。メディアは普段から防災への正しい、良質な情報を伝えて幅広く浸透させることに努めなければなら

ない。いざ発生した場合は、メディア自身が被災者になるケースがしばしばある。それを乗り越えて、迅

速に的確に情報を発信できる強靭な報道力を備えておかなければならない。メディアに課された使命

はとてつもなく大きい。それを育てるのは、我々一般国民の、メディアへの普段からの厳しい監視の目に

他ならない。分けても諸君のような若い力に負うところが大きい。 

大阪経済法科大学最終講義の要約 

                                   講演日 2012 年 1 月 16 日 
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由良薫（ゆら・かおる）略歴 

1942（昭和 17）年生まれ。京都府出身。大阪外国語大学ロシア語科卒業。 

 

1965 年産経新聞社に入社。一貫して編集畑を歩み、一線時代は主に事件・事故や裁判を担当する社会部に

在籍。奈良支局長、大阪本社整理部長、編集局次長、編集局長（大阪新聞）等を歴任。 

 

2002 年から大阪経済法科大学教養部客員教授として、マスコミ論、総合演習、文章表現の講座を担当。また、

同大学科学技術研究所、同地域総合研究所にも客員教授として在籍。「科学技術研究所紀要第 12 巻第 1 号

2007」に「マスコミ論のアンケート結果と考察―講義中のアンケートの情報処理―」を搭載。「地域総合研究所紀

要創刊号 2008」には「インターネット時代の新聞社説の比較研究―望まれる「地域の視点」―」を搭載した。 

 

一方、ＮＰＯ法人・洞窟環境 NET 学会理事として洞窟学研究にも参加。「同学会紀要 2 号☆ＣＥＮＳ☆2011」に

「岐阜県郡上市、大滝鍾乳洞（観光洞窟）の見学と考察」の論文を搭載した。さらに、同学会紀要３号☆ＣＥＮＳ☆

201２」に「万葉集と洞窟―「三穂の石室」（和歌山・美浜町）を検分」投稿中である。 

 

その他、2000 年から「日本笑い学会」、2007 年から「日本ＮＩＥ学会」の各会員としても活動している。 

大阪府高槻市在住 
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四国遍路における洞窟の役割 

梶川 伸 （大阪経済法科大学） 

Role of the Cave in the Shikoku-Henro (Shikoku-Pilgrimage) 
 

Shin KAJIKAWA 
 

ABSTRACT 
The Shikoku-Henro (Shikoku pilgrimage) calls at the place which is said for Kuukai to have 

self-trained and the temple it is supposed that there is a connection. A cave is also in it. When Kuukai is 
young, he is describing having gone into the mountain and having self-trained himself, and his influence 
of mountains religion can be seen. Moreover, there is also an amulet-issuing office with the custom which 
carries out ordination- platform-in-a-large-Buddhist-temple circulation.  

A cave and ordination-platform in large-Buddhist-temple circulation have a least common denominator 
called darkness. A cave and the ordination platform in a large Buddhist temple are connected with the 
interior of the womb. I associate entering and coming out in a cave with regeneration, and it is connected 
with the thought of a revival. since it says that itself is circulation and the Shikoku pilgrimage turns 
around the place near a west country paradise -- the thought of a revival -- a color -- I am felt deep. 

Eighty-eight Shikoku where is the dojo four. That is, ①. Tokushima dojo is a religious awakening, ②. Kochi 
dojo is a training, ③. Ehime Bodhi is the dojo, not to us, ④. Kagawa's dojo is nirvana. Altitude (m) of in the 
Shikoku-Henro(Shikoku-Pilgrimage)is a certain height from 22(yakuohji-temple) to 901(Unpenji-temple). 
In (year), I erect it between 870(Daniji- temple) from 651(Yokomineji-temple) in the foundation year of the 
dojo in the Shikoku-Henro (Shikoku-Pilgrimage) 
 
キーワード： 四国遍路 空海 八十八カ所 
 Keywords：Shikoku pilgrimage, Kuukai , Eighty-eight Holy Tenple 
［洞窟環境 NET 学会紀要３号］［Cave Environmental NET Society(CENS)、Vol.3(2012), 215-222 pp］ 

 

１．はじめに 

 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。そのような霊

場には洞窟もいくつかある。 

空海は若いころ、山に入って修行したことを自ら記していて、山岳宗教とのかかわりも深い。洞窟が霊場化していく背景に

は、空海の修行の場としての要素と、山岳宗教の影響があると考えても良いだろう。 

四国八十八カ所霊場（本四国）を模した写し霊場（ミニ八十八カ所）が、江戸時代の１６００年代後半から各地にできていく。
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そのさきがけのような位置を占める小豆島八十八カ所（香川県）には、洞窟自体が札所になっている場所が１０カ所もある。

本四国には完全な洞窟になっている札所はないが、洞窟が札所や霊場の一部になっているケースはあり、洞窟が遍路にお

いて重要な役割を果たしていることは間違いない。 

本四国には、戒壇巡りという暗闇の中を歩く札所もある。ただし、戒壇巡りは本四国に限ったことではない。長野県の善光

寺の戒壇巡りはその代表格でもある。しかし、本四国の場合、暗闇という点で、空海の修行の場としての洞窟と共通項がある。

これは、蘇りの思想に結びつくと考える。 

本稿では、四国遍路の洞窟と戒壇巡りに焦点を当てる。なお、「遍路」という言葉は、「巡拝すること」と「巡拝する人」の両

方に使われることがあるのは興味深い。ここでは、混乱を避けるため、「巡拝すること」を「遍路」と表現し、「巡拝する人」のこと

は、四国の人が親しみを込めて使う「お遍路さん」と書くことにする。 

 

２．四国八十八カ所の特徴 

 

 四国八十八カ所は、空海ゆかりの八十八の寺を言い、四国八十八カ所霊場会として組織されている。寺は霊場と位置づけ

られ、札所という呼び方もある。お遍路さんは札所で、自分の名前を書いた札を納め、本堂の本尊と、大師堂の本尊である

空海に向けて、般若心経を唱える。 

徳島県鳴門市に一番霊場・霊山寺がある。ほとんどのお遍路さんは、霊山寺を出発し、四国を時計回りに札所を巡ってゆ

く。結願の八十八番大窪寺は香川県さぬき市にある。全体の距離は、歩く場合は約１２００㌔㍍で、車だと１４００㌔㍍に及ぶ。

寺と寺の間で１番距離が長いのは、三十七番岩本寺（高知県四万十町）から三十八番金剛福寺（高知県土佐清水市）の間

で、約８０㌔㍍もある。 

ルートとしての特徴の１つは、円を描き、循環型になっている点だ。霊山寺を出て結願の大窪寺にたどり着くと、四国を１周

したことになる。つまり八十八番大窪寺から一番霊山寺までは、案外近いのである。道のりで６０㌔㍍弱。札所の間が最も長

い岩本寺～金剛福寺より２０㌔㍍も短い。さらに▽二十三番薬王寺（徳島県美波町）～二十四番最御崎寺（室戸市）７５㌔㍍

▽四十三番明石寺（愛媛県西予市）～四十四大宝寺（愛媛県久万高原町）６７㌔㍍と比べても、さらに短い。 

このため、大窪寺で結願のあと、一番霊山寺にお礼参りに戻るお遍路さんも多い。そうすると、円は完全に完成する。中に

は、そのまま、あるいは時を隔てて、２巡目、３巡目と遍路を続ける人も少なくない。四国遍路の特徴の１つは、この循環性に

ある。 

この点に関しては、さまざまな解釈ができるが、農耕を基本にしてきた日本においては、太陽の循環性に結びつけることも

できる。農業にとって太陽の恵みは大きい。その太陽には、人間側から見ると、１日循環と１年の循環がある。朝太陽が昇り、

夕方沈む。１日の半分は夜で太陽は見えないが、翌日また朝日として蘇る。 

１年のサイクルで見ると、植物が芽吹く春から夏を過ぎ、秋の実りのあとは、枯れ絶える冬がやってくる。しかし、また春にな

り、新しい命として蘇る。この循環性と蘇りは、人々の生活のリズムや考え方の奥底に根付いていただろう。 

四国遍路は、空海の死後に平安時代からすでに、僧侶を中心に始まったとされる。平安時代は観音信仰が盛んだった。

観音菩薩が住む浄土が補陀洛で、西方浄土とも言った。補陀洛浄土は海の彼方と考えられ、そこに行くことは難しい。そこ

で、補陀洛に近い場所への憧れがあった。その点で四国は補陀洛浄土の周辺部にあると考えられ、当時の人々の精神に大

きな影響を及ぼしていただろう。周辺を「辺地」と呼び、それが「辺路」に変わり、「遍路」となったという説もある。 
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一方で、平安時代には朝廷関係者や貴族階級が、盛んに熊野詣でをした。熊野へ向かう道には中辺路、大辺路、小辺路

などがあった。ここでも「辺路」の字が使われる。紀伊半島についても、常世の国である補陀洛浄土の辺地という捕らえられ方

がされたと推測できる。 

紀伊半島の南端に近い補陀洛山寺（和歌山県那智勝浦町）では、補陀洛渡海というしきたりが続いていた時期がある。僧

が１人で小さな船に乗り、浄土を求めて帰ることのない船出をするものである。死の船出は、２６回記録されている。このことか

らも、補陀洛信仰が当時の人の心に深く入り込んでいたことがわかる。この補陀洛渡海の風習は、高知県・足摺岬周辺など

でも行われていた。 

平安時代の朝廷関係者や貴族階級の中には熊野詣でを繰り返しているケースが見受けられる。これは、浄土に近づき、

再び帰ってくることで、蘇りの意味合いを持っていたのではないか。 

四国遍路の方は、最初は僧侶の修行の場だったと思われる。やがて、室町時代の終盤から安土桃山時代のころにかけ、

庶民の間に広がっていく。江戸時代には庶民の遍路が盛んになる。 

庶民の信心に基づいていることも、遍路の特徴である。弘法大師への信心とともに、補陀洛への憧憬が底にあるのではな

いか。四国を循環すること、四国を回って帰ることは、生まれ変わり、蘇りに通じる。近年、定年退職した後に回るお遍路さん

が目立つ。その人たちの動機の中で、「自分の見つめ直し」が目立つが、これは遍路を機に生き直すということだろう。では、

なぜ生き直しの場として四国八十八カ所を選ぶのかといえば、循環や蘇りの思想に裏打ちされたシステムがすでに用意され

ているからだ。 

３．御蔵洞 

 

 空海は讃岐の国（現在の香川県）に生まれた。２４歳の時に著したとされる。 

「三教指記」には、修行した場所として「阿国大滝の嶽」とともに、「土州室戸の崎」が出てきて、そこで「勤念す」とある。「室戸

の崎」は室戸岬だろうが、勤行をしたのはどこであろうか。修行の場として伝承されているのが、御蔵洞（みくろど）という洞窟

である（写真 1）。 

最御崎寺は室戸岬の先端近い、標高１６０㍍の場所にある。御蔵洞は最御崎寺の

東側で、海岸のそばにある。国道５５号に沿い、道を隔てて反対側は岩場が続き、そ

の向こうは海が広がる。岩山にある横穴の洞窟で、奥行きは１５㍍ほどで、五所神社が

まつってある。 

言い伝えでは、空海はこの洞窟にこもって虚空蔵求聞持法の修行を行った。虚空

蔵菩薩の真言「のうぼう あきゃしゃきゃらばや おんありきゃまりぼり そわか」を１００

万回唱えたという。三教指記では、「勤念す」の後、「谷響きを惜しまず。明星来影す」

と続いている。このため、虚空蔵菩薩の真言を１００万回唱えると、明星が口に飛び込

み、虚空蔵求聞持法を修得した、となる。空海はここで、人生の新たな段階に入ったと

いう解釈が成り立つ。「蘇り」まではいかないが、「生まれ変わり」の印象があるのは興

味深い。 

仏教を志した空海にとって、室戸は重要な位置を占める。空海は幼名を真魚という。

やがて空海を名乗るが、そのいわれを御蔵洞に結びつける説もある。洞窟の奥から外

 

写真１. 空海が虚空蔵求聞持法を

修得した場所と伝えられる御蔵洞

の入り口 
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を見ると、空と海しか見えない。その修行中の体験から空海とした、というものだ。 

御蔵洞は遍路の中で、番外霊場という位置づけをされる。番外霊場は、８８の札所以外で、空海伝説のある場所を言う。こ

のため、多くのお遍路さんが立ち寄る。御蔵洞自体が観光スポットで、前の岩場には散策道が設けられているため、お遍路

さん以外にも立ち寄る人は多い。 

 

４．穴禅定 

 

 私は毎日新聞旅行の遍路旅で、先達を務めている。先達は四国遍路の案内人で、私はお遍路さんと一緒に８８カ寺を６巡

した。このうち３回は、別格二十霊場も組み込んだ。別格二十霊場は、本

四国以外で空海にゆかりのある寺を２０カ寺選んだもので、四国別格二十

霊場会が組織している。 

 遍路旅の参加者に１番印象に残った札所を聞くと、別格３番慈眼寺（徳

島県上勝町）と答える人が１番多い。境内の岩山に穴禅定（あなぜんじょう）

という洞窟の修行場があり、ここの印象が強いからだ（写真２）。 

 穴禅定は、空海が修行をした洞窟として伝えられている。本来は、約２

億５０００年前に形成された細長い亀裂型の鍾乳洞である。それが空海伝

説を結びついて、霊場になっている。 

 三教指記の「阿国大滝の嶽」という記述について、二十一番太龍寺（徳

島県阿南市）は「空海が１９歳のころ、境内から南西６００㍍の舎心嶽という

岩上で、百日間の虚空蔵求聞持法を修行された」と案内している。また、

別格二十番大瀧寺（徳島県美馬市）も、「大滝」と「大瀧」の近似性を挙げ

ている。いずれにしても、慈眼寺は「阿国大滝の嶽」から遠く離れているわ

けではなく、空海伝説が結びつきやすかったといえる。 

 洞窟の奥行きは１００㍍ほどだ。穴禅定の先達が待っていて、参拝者は

その案内で中に入っていく。中は真っ暗で、参拝者はそれぞれ手にロウソ

クを持って火をつけ、それを明かりにして進む。１番奥に空海をまつり、そこで般若心経を唱えて、同じ道を帰ってくる。先達

が途中で見所を説明してくれるが、その説明を入れても、通常なら往復で 1 時間もかからない。 

 しかし、洞窟の中の道は極めて狭い。私と一緒に入った人が「世界１狭い場所」と言ったほどである。洞窟内の道の両側は

岩の壁だが、コンクリート壁のように垂直になっているわけではない。もともと人一人が通れるくらなのに、いたる所で岩がこぶ

のように張り出して複雑な断面とつくり、最も狭まっている場所は２０㌢㍍もない。 

それではなぜ通れるか。背中がこぶに当たれば、背は柔軟性がないので、通ることができない。ところが腹の方がこぶに当

たれば、腹はへこむので通れる。また、左右の壁のどこかの高さの所に少し広い場所があり、その部分に頭など変形がきか

ない部分を合わせて通すような工夫をする。先達は「左肩から入って沈み込み、斜め前の方に立ち上がる」などと指示を出

す。その指示に従わないと、体がつかえて前に進めない。このような体験が、印象に残るのだろう。 

先達として２０人近くを案内した遍路旅の際、穴禅定に１時間半以上かかったことがある。途中で３人が、体が引っかかって

写真２. 穴禅定がある別格三番慈眼寺の岩山 
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動けなくなってしまったからだ。そうすると、先頭を行っていた先達がその場所まで引き返してきて、個別指導をして通り抜け

させる。その間、引っかかった人の後続の人たちは、狭さのために体をひねったような態勢のまま、暗い中で待たなければな

らない。不安が募り、ある人が「南無大師遍照金剛」という大師宝号（弘法大師・空海を讃える言葉）を唱え始めると、ほかの

人も唱和し、洞窟の中に響いて異様の状態となった。そのことが、さらにパニック状態を引き起こし、動けなくなった女性が「こ

の岩、どけて」と大声を出すなどして混乱し、脱出までの時間を長くさせてしまった。 

往復は同じ道だが、出口に近い場所で１カ所違いが出る。そこは２段構造になっていて、行きは２階部分を歩いて行く。帰

りは１階部分を通るのだが、狭いトンネル形になっていて、腹ばいになって進む。先達はこの箇所を母の胎内と案内し、「トン

ネルは産道で、通り抜ける時に悪いものを落とし、生まれ変わる」と説明する。ここでも体が詰まる人は多い。トンネルの出口

側から、詰まった人の両手を持って引きずり出すこともある。これも、出産のイメージに近い。遍路の中に、分かりやすい形で

蘇りの思想を組み込んだのが、穴禅定だともいえる。 

 

５．弥谷寺 

 

 本四国の霊場には、山岳宗教の色合い濃い札所もある。標高の高い所にあるのは▽十二番焼山寺（標高８００㍍）▽二十

番鶴林寺（５５０㍍）▽二十一番太龍寺（６００㍍）▽二十七番神峯寺（４５０㍍）▽四十四番大宝寺（４９０㍍）▽四十五番岩屋

寺（７００㍍）▽六十番横峰寺（７５０㍍）▽六十五番三角寺（４３０㍍）▽六十六番雲辺寺（９１０㍍）▽八十八番大窪寺（４５０㍍）

などだ。 

 

     

写真３. 岩屋寺本堂の横の岩壁には洞窟があ

り、参拝者ははしごで登る 

写真４. 空海が幼少のころに勉強したと伝えられる岩窟 
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岩屋寺は駐車場からでも、１５分ほど歩いて登る。本堂は切り立った岩山に寄り添うように建っている。本堂の横には、岩の

壁の５メートルほど上に、テラス状になった窪みがある。奥行きの短い洞窟で、仏像が安置してある。その洞窟までは、木の

はしごがかけてあり、参拝者はそのはしごを使って登る（写真３）。 

 七十一番弥谷寺（いやだにじ、香川県三豊市）も山岳色が強い。標高は２２０㍍で、それほど高くはない。しかし、駐車場か

らでも、山道を約１５分歩いて登る。本堂は岩山の横の小さな建物。お遍路さんは本堂参拝の後、岩山の磨崖仏を見ながら

少し下り、大師堂に向かう。 

 大師堂は、建物と洞窟（写真４）を組み合わせた構造になっている。大師堂部分のさらに奥には、獅子の岩屋を呼ばれる場

所がある。空海は幼少のころ、この岩窟にこもり学問をしたとも伝えられている。このため、今でも受験時期になると、合格祈

願のために、絵馬を奉納する人も多い。 

ここも山岳宗教、洞窟、空海の関係を保っている。岩屋寺もそうだが、本堂や大師堂に苦労して登り、下りて戻ってき時に

は、あらたかな気持ちになるという庶民の信心の心が垣間見える。 

 

６．戒壇巡り 

 

 札所の中には、地下などに戒壇巡りを設けている寺もある。暗闇の

中を歩くことで、それまでの自分を振り返り、罪を取り除くための精神

修養の場だ。これも生まれ変わりの儀式と言える。 

 七十五番善通寺（香川県善通寺市）は、大師堂を御影堂と呼ぶ。

その場所で空海が生まれた、とされているからだ。御影堂の地下に、

戒壇巡りがつくられている。入り口から入っていくと、中には照明がな

い。参拝者は左手で壁をさわりながら進む。距離は約１００㍍。途中

に空海と結縁する場所があり、ここには少し明かりがあるが、また暗

闇となる。 

 明るい場所から暗闇に入り、また明るい場所に出てくる。これは昼

から夜になり、夜を耐えて朝になる、日々の循環に近似している。暗

闇から戻ってくるのは、蘇りなのであろう。 

 私が先達を努めた毎日新聞旅行の遍路旅の参加者の中に、娘を

２５歳の直前に交通事故で亡くした女性がいた。可愛い娘を失い、

生きる喜びを失った中で遍路だったが、彼女は善通寺の戒壇巡りで

娘に合った、と話したことがある。以下は、彼女の言葉である。 

 「戒壇の中は不安で、『あの子がいたら』と思うと、真っ暗な中で娘

の姿が鮮明に浮かんできた。声もはっきり聞こえてきた。うれしかっ

た」 

 当然のことながら、亡くなった娘が見えるわけではない。強い思い

が、娘のイメージを浮かびあがらせたのだろう。「明るかったら見えない。戒壇は日常では体験できない暗闇なので、自分の

写真 5. 清瀧寺の薬師如来像。像の台座の下には

戒壇めぐりがあり、昭和になってから像とともにわざ

わざつくられた 
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心の中で思っているものが浮かんでくる」と自らの体験を分析していた。遍路が結願した時に話したもので、彼女はそれ以降、

精神的な立ち直りのきざしを見せた。戒壇という暗闇が、彼女に再度生きる力を与えたともいえる。 

 戒壇めぐりは、三十五番清瀧寺（高知県土佐市）や五十一番石手寺（愛媛県松山市）にもある。清瀧寺はミカン畑の山を登

り、標高１５０㍍場所にある。戒壇めぐりは、屋外にある薬師如来像の台座の下に造られている。薬師如来像は昭和８年の建

立。山の下の人たちが手作業で資材を運んだ。わざわざ戒壇めぐりを併設するところに、人々の暗闇に対する思いの強さを

感じる(写真５)。 

 

７．まとめ 

 

 四国は４つの県に分かれている。県が設置される前も、阿波、土佐、伊予、讃岐の４つの国に分かれていた。四国遍路は４

つの国をもじって、▽阿波＝発心の道場▽土佐＝修行の道場▽伊予＝菩提の道場▽讃岐＝涅槃の道場と呼ばれることが

ある。 

 ４つの国というのは、遍路を説明するのに都合が良い。４つの国を春夏秋冬に結び合わせ、１年のサイクルと関係付けて説

明することもできる。遍路は循環する。それはルートとしてのものだが、季節の循環も連想させる。それは、農耕民族として、

太陽を崇める気持ちが根底にあるからかもしれない。 

太陽は夜を経て、朝蘇る。遍路の札所や別格霊場、番外霊場にある洞窟も、暗闇に入り、暗闇から出てくる。ここに蘇りの

思想との接点がある。戒壇巡りも、暗闇という点では洞窟と同じだ。戒壇巡りのことを、胎内巡りと言うこともある。まさに生まれ

変わることを意味する。 

日本の仏教は、太陽信仰と無縁ではないと考える。四国遍路の場合は、観音信仰、補陀洛信仰も結びついているので、

一般の仏教よりも蘇りの思想との関係性が深いといえる。日本は経済にかげりが見え、国民全体が鬱屈した状態の中で暮ら

している。そんな中で、歩き遍路の数は１９９年当時に比べると、８倍程度に増えて、年間４０００人前後と推測される。蘇りを

願う心が遍路ブームの背景にあるのかもしれない。 

(2012 年 1 月 30 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 
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参考資料 
霊場 寺院 所在地 標高 宗派 本尊 創建年 開基 

1 霊山寺 徳島県鳴門市 23 高野山真言宗 釈迦如来 729 聖武天皇 

3 慈眼寺別格 徳島県勝浦郡 159 高野山真言宗 観世音菩薩 782 弘法大師 

12 焼山寺 徳島県名西郡 678 高野山真言宗 虚空蔵菩薩 815 空海 

20 鶴林寺 徳島県勝浦郡 478 高野山真言宗 地蔵菩薩 798 桓武天皇、空海 

21 太龍寺 徳島県阿南市 471 高野山真言宗 虚空蔵菩薩 793 桓武天皇, 空海 

23 薬王寺 徳島県美波町 22 高野山真言宗 薬師如来 726 行基 

24 最御崎寺 高知県室戸市 146 真言宗豊山派 虚空蔵菩薩 807 嵯峨天皇、空海 

27 神峯寺 高知県安芸郡 426 真言宗豊山派 十一面観音 730 行基 

35 清瀧寺 高知県土佐市 174 真言宗豊山派 薬師如来 723 行基 

37 岩本寺 高知県四万十町 239 真言宗智山派 阿弥陀如来 729 行基、聖武天皇 

38 金剛福寺 高知県土佐清水市 85 真言宗豊山派 観世音菩薩 822 空海 

43 明石寺 愛媛県西予市 311 天台寺門宗 観世音菩薩 734 正澄上人 

44 大宝寺 愛媛県久万高原町 610 真言宗豊山派 阿弥陀如来 701 小千伊予守玉興 

45 岩屋寺 愛媛県上浮穴郡 597 真言宗豊山派 不動明王 815 空海 

51 石手寺 愛媛県松山市 67 真言宗豊山派 薬師如来 729 行基、聖武天皇 

60 横峰寺 愛媛県西条市 762 真言宗御室派 大日如来 651 役小角 

65 三角寺 愛媛県四国中央市 346 高野山真言宗 十一面観世音 730 行基 

66 雲辺寺 徳島県三好市 901 真言宗御室派 観世音菩薩 789 空海（弘法大師） 

71 弥谷寺 香川県三豊市 99 真言宗善通寺派 千手観音 870 行基、聖武天皇 

75 善通寺 香川県善通寺市 31 真言宗善通寺派 薬師如来 807 佐伯善通 

88 大窪寺 香川県さぬき市 467 真言宗大覚寺派 薬師如来 717 行基 

 

 
標高（ｍ）は 22（薬王寺）から 901（雲辺寺）まで。        創建年度（年）は 651（横峰寺）から 870（弥谷寺）まで 
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視野を広げて―金融のグリーン化についての研究― 

八頭司 彰久 

（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・大阪経済大学経営学部非常勤講師） 

 

A Study on Green Financing from a Broader Perspective 
Akihisa YATOUJI 

 

ABSTRACT 

Environmental problems are multifaceted and all-encompassing in their nature, with various factors 
closely linked with one another. To facilitate environmental risk management utilizing environmental 
insurance, there are challenges that should be addressed from a broader perspective, beyond the scope of 
environmental insurance. This paper is intended to conduct another review on green financing as part of 
supplementary discussion, in particular, to confirm inter-linkage of various factors, and broaden the 
perspective regarding inter-linked issues. 

The influence of financing should never be underestimated in building a sustainable society and 
promoting environmental risk management. I have discussed financing functions of the non-life 
insurance industry because my research focuses mainly on environmental insurance. It should be noted, 
however, that banks are major financial institutions in Japan. This paper presents an overview of banks’ 
trends in connection with environmental risk management. 
 

キーワード：環境保険、環境リスクマネジメント、より広い視野、金融のグリーン化、銀行 

Keywords: Environmental Insurance, Environmental Risk Management, Broader Perspective,  Green 
Financing, Banks 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 3 号］［Cave Environmental NET Society(CENS),Vol.3(2012), 223-230 pp］ 
 

1. はじめに 

 

環境問題はさまざまな要素が相互に絡み合う、多面的で総体的な性格を帯びている。したがって、環境保険を活用した環

境リスクマネジメントを円滑に機能させていくには、環境保険を超えてさらに広い視野で取り組んでいくべき課題もある。そこ

で、特に密接に絡み合っていることを確認するための補完的考察として、「金融のグリーン化」について改めて検討しておく。

この選択は、絡み合っている論点についての視野を広げる意味もある。 
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 持続可能な社会を構築し、環境リスクマネジメントを進めるうえでは、金融の影響力を軽んじるべきでない。筆者の研究は

環境保険を中心としたものであるので、損害保険業界の金融機能についても触れてきた。だが、我が国における金融機関の

代表は銀行である。そこで、本稿では、環境リスクマネジメントとの関わりという視点から銀行の動向を概観する。 

  

2．金融のグリーン化について 

 

損害保険業界自身、環境リスクマネジメントに寄与する機能の一環として、投資に代表される金融活動を有していた。この

点からも、持続可能な社会の構築に向けての社会全体としての環境リスクマネジメント戦略においては、金融業界全体が重

要な役割を担いうるし、また担わなければならないことがわかる。 

製造業や建設業と異なり、金融機関が直接に生みだす環境負荷は小さく、従来、金融業界と環境問題との関わりは希薄

と考えられがちであった。だが、近年では、ISO14001 の認証取得をはじめとして、環境問題に積極的に取り組む金融機関が

増加している。のみならず、金融機関の産業界に与える影響を高く評価し、金融機関と環境問題との関わりをより積極的な

観点から論じる論者も増加している１）。金融業は企業の事業活動や個人の生活に必要な資金を融資や投資活動を通じて

供給する。したがって、金融業はあらゆる産業の経済活動に影響しうるし、その影響力を通じて産業界や個人の暮らしにお

ける環境負荷を低減させるよう、誘導することができるのである。 

そのことを象徴するように、1999 年の環境白書は「『マネー』の流れを調整する産業における取り組み」という項目を設け、

金融機関が環境にやさしい社会を創造していくうえでより積極的な役割を果たすことを求めていた２）。さらに、環境省は「金

融業における環境配慮行動に関する調査研究報告」において、我が国で金融業界が行ってきた環境配慮行動の事例を次

表のように挙示するとともに、今後の金融業界の働きに期待を寄せている(表１)。 

 

表 1. 金融業における環境配慮行動の事例 

A) 環境保全対策への事業性資金融資 

1）環境保全対策の促進          2）ISO 認証取得の促進 

B) 環境保全対策への非事業性資金融資 

  1）低公害車の普及            2）省エネ・省資源等設備の普及  

3）低公害車、エコマーク認定商品の普及  4）省エネルギー型住宅設備の普及 

C) 環境分野のプロジェクト融資    F) コンサルティングサービスの提供 

D) 環境ベンチャーへの融資      G）寄付／預金 

E) 排出権取引等の仲介        H）寄付／金銭信託 

（出所）環境省による「金融業における環境配慮行動に関する調査研究報告」（2002）を参考にして筆者作成。 

 

このような金融機関の環境問題に対する積極的な取り組みの代表例として、企業の社会的責任投資（以下、SRI）がある。

すなわち、企業を財務的側面のみからではなく、むしろコンプライアンスや労働者の人権への配慮、女性への配慮、地域貢

献等、企業の社会性や倫理性という観点をも加味して評価し、積極的に投資の対象とするファンドである。経済性、環境性

及び社会性の 3 つの側面（いわゆるトリプル・ボトムライン）から評価の高い企業の株式を組み入れた投資信託が SRI ファンド
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と言ってよいであろう。SRI 先進国の米国では 401K プランや公的年金、英国では年金基金に組み入れている（表２）。 

 

表 2. 我が国及び米国と英国の社会的責任投資の現状  

項目 日本（2006 年 3 月末） 米国（2005 年） 英国 

SRI 投資信託 約 2,600 億円   約 21 兆円 約 1.1 兆円（2005 年） 

その他の SRI データなし   約 253 兆円 約 21.4 兆円(2003 年) 

合計   約 2,600 億円     約 274 兆円   約 22.5 兆円 

（出所）環境省「環境と金融に関する懇談会」（2006 年 7 月） 

 

だが、上表から明白なように、我が国の SRI 投資残高は米国のわずか 0.1％にも満たない。GDP の経済規模の差を顧慮し

ても著しく小さく、英国と比較しても見劣りする。それはなぜであろうか。 

 まず、投資家のニーズの側から考察してみると、SRI は個人投資家、機関投資家などの潜在的なニーズを十分に発掘する

ことができそうである。じっさい、我が国においても近年、SRI の大きな柱として環境に配慮した企業を支援するエコファンドが

現れたが、それに対する反響は大きかった。たとえば、1999 年 8 月に発売されたエコファンド第 1 号の「日興エコファンド」は、

当初 50 億円程度応募が集まればよいと考えられていた。だが、募集してみると、締切日までに約 230 億円の応募が集まり、

環境配慮型企業を支援しようというグリーン・インベスターズの潜在的ニーズを一気に顕在化させた３）。 

したがって、問題は供給側、すなわち金融機関の側にあると解される。換言すれば、金融機関において、企業の環境配慮

度や CSR に対する努力等を商品のパフォーマンスに反映させる優秀なファンドを開発、創造し、顧客の潜在的なニーズを顕

在化させる市場を創造する努力が求められていると解されるのである。 

国際的に見ても、金融機関のさまざまな業務において環境および持続可能性に配慮した最も望ましい事業のあり方を追

求し、これを普及、促進させるための国際的枠組みが構築されてきた。国連環境計画（UNEP）のファイナンス・イニシアティブ

（通称 UNEP FI）である４）。UNEP と金融機関との自主的な協定に基づき 1992 年に設立されたこのプログラムに、我が国でも

既に 13 社が署名している。なかでも、政府系金融機関である日本政策投資銀行、都市銀行の三井住友フィナンシャルグル

ープ、信託銀行の住友信託銀行等の大手金融機関に加えて、地方銀行から滋賀銀行が参加していることが目を引く５）。 

また、金融機関の果たすべき社会的責任について、2003 年 10 月にアジアで始めて開催された UNEP FI 東京会議にお

いてさまざまな議論が展開された。「会議概要報告書」によると、それらは 5 つのテーマに集約されるが、そこでも透明性や説

明責任等のガバナンス体制、あるいは地球温暖化への取り組みと並んで、土壌汚染、SRI 等に対する関心が高く、全体とし

て広い範囲で取り上げられている６）。 

この東京会議の最後に、コンファレンス・ステートメントとして「東京原則」が採択された。そこには、金融機関の次のような

責任がうたわれている。 

① 社会及び環境に望ましい影響を与える投融資及び保険を選定すること 

② 社会及び環境に資する商品普及に努力すること 

③ 経営方針、組織体制、情報開示の指針等ガバナンス全般において最適な体制を採ること 

④ ステークホルダーとの対話を通じて持続可能な社会の実現に努力すること 

要するに、金融活動を通じて積極的に社会にインパクトを与えることの重要性を、東京宣言は指摘しているのである７）。 

ついで、前述のように UNEP FI に署名している 4 つの形態の銀行から、2 行を取り上げて、具体的な取り組みを見てみよ

－ 225 －



4 
 

う。くわえて、その他の銀行の取り組みについても 1 行の例を簡単に見てみたい。 

 

2‐1．日本政策投資銀行 

まず、政府系金融機関代表として、日本政策投資銀行を考察する。ここでは、足達英一郎・金井司（2004）に基づき、日本

政策投資銀行について見てみよう。同行は、トリプル・ボトムラインを意識した環境格付等を積極的に公表し、銀行業務の展

開を行っている。元来、環境への取り組みには積極的であったが、2003 年に銀行で初めて社会環境報告書（現在は、CSR

コミュニケーションレポート等に進化）を発行した。環境問題への取り組みが遅れていた銀行業界のなかで、同行は先駆的役

割を果たしたと言えよう。その後も、CSR／SRI に関する質の高いレポートを数多く公表し、銀行における先進的位置を確立し

ている。また、同行は CSR 企業を支援する形でビジネスを展開している。 

そのなかで、最近特に積極的に推進しているのが、環境格付を反映した融資制度である。この融資制度は、企業の環境

経営を促進、支援するための方策であり、企業に対して経済的なインセンティブを与えて環境リスクマネジメントを促進する

優れた制度である。具体的には、企業をガバナンスや情報開示など社会面を含めた定性的項目と、地球温暖化対策や水資

源対策等の定量的項目、合計約 100 項目で評価し、その評価をもとに貸出金利を差別化する。また、評価に従って、社債の

保証も受けられる８）。           

この取り組みの画期的な点は、トリプル・ボトムラインの指標による企業評価を、株式投資ではなく、融資基準に取り入れた

ことである。株式投資における SRI による評価手法を銀行の本業に組み入れた広義の SRI と考えてよく、銀行の本業である

間接金融で利用することができる。この手法はやがて広く他の銀行でも利用されることとなるであろう。さらに、融資基準のな

かに経営リスクとして環境リスクを取り入れることが、ネガティブ・スクリーニング的な手法であるのに対して、環境格付による金

利優遇はポジティブ・スクリーニングに近い考え方である。この点も環境経営への力強い誘導基準として評価されるであろう。

以上のように、同行が我が国において UNEP FI の活動を積極的に推進し、さまざまな手法を構築することにより、企業の環

境配慮行動、環境経営そのものを支援する枠組み手法を明確にしたということは特筆される９）。 

 

2‐2．滋賀銀行 

 次に、地方銀行の代表として、環境問題に対して常にユニークな先進的取り組みをしている滋賀銀行を考察する。ここでは、

日本政策投資銀行と同様に、足達英一郎・金井司（2004）に基づき、滋賀銀行について見てみよう。同行は、銀行のなかで

も地域社会との距離が近く、地域密着を重視する地方銀行に属し、元来、地域への責任ないし公共性を常に念頭に置いて

事業展開している。また、同行が拠点を置く滋賀県は、琵琶湖を抱え、流域を含めて豊かな自然環境を保ち、従来から環境

保全に対する意識の高い県である。そうした地域に立地する同行も、当然、環境に対する意識が高く、取り組みも早かった。

UNEP FI への署名行となったのも、日本政策投資銀行に次いで早い。 

同行が、これまで「環境経営」として行ってきたテーマは、以下の４点である１０）。 

① 省資源・省エネルギーの「エコオフィスづくり」 

② 環境対応型金融商品・サービスの開発、提供による地域の環境保全活動への働きかけ 

③ 倫理観の強い行員づくり 

④ 透明度の高い情報開示 

環境対応型金融商品やサービスの開発としては、企業の環境保全活動に対する低利融資制度「しがぎんエコ・クリーン資

金」がある。同制度は、1998 年 4 月より実施され、琵琶湖を中心とする地球環境保全に向けての企業や事業主の取り組みを
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支援しようとするものである。具体的には、水質環境保全支援資金（みずすましプラン）[水質汚濁防止や省エネ対策、土壌

汚染対策、リサイクル等の設備資金の低利融資]やISO取得支援資金（ISOプラン）等を提供している１１）。水質環境保全支援

資金が中小企業を対象としているのに対し、ISO 取得支援資金はそれより少し上位の中堅企業を対象としている点に少しち

がいがある。 

また、ベンチャー企業への融資（この融資の対象となる分野は原則自由であり、環境配慮型企業に限定しているわけでは

ない。だが、環境配慮型企業を有望分野として注目している）を推進し、2003 年 7 月末現在累計 327 件で 39 億円の実績を

上げてきている１２）。滋賀県という土地柄からか、環境分野での創業や新事業を行うベンチャー企業は多い。 

さらに、同行の取り組みで我が国において大きな注目を浴びたのが、2003 年の土壌汚染対策法への取り組みとして、汚

染土壌を担保の対象としないという脱担保方式を採用したことであった１３）。くわえて、注目される事項は、土壌汚染された土

地について、既存担保は評価を見直してゼロ円にすること、大規模な環境被害を起こした企業等へは信用格付をランクダウ

ンすると公表したことである１４）。 

地方銀行は、地方自治体と同様に、地域社会における環境問題に対して多大な影響力を保持し、果たす役割は極めて

大きい。同行は、地元企業をより環境配慮型へ向かわせるため、経済的インセンティブを積極的に活用し、今後の地域金融

機関のあり方を象徴する先進的な取り組みを行っていると言えよう。 

 

2‐3．新銀行東京 

最後に、その他にも、いろいろな金融機関で環境に配慮した商品がさまざまに開発されている。たとえば、近年拡大してい

る環境配慮融資に、東京商工会議所の eco 検定を利用しようという金融機関が現れている。中小企業が顧客である新銀行

東京である。同行は、環境配慮型の企業に対して金利を優遇する融資制度である「環境・CSR 応援団」の取り扱いを始めて

いる。それに伴って、同行は、企業が環境配慮型であるか否かを見極める条件を設け、eco 検定合格者が社員の半数以上

であることを「環境・CSR 応援団」融資の条件とした。 

 

3． おわりに 

 

以上、代表的な３行を例として見てきたが、これらの取り組みは、金融機関が、金利の優遇という経済的インセンティブを用

いて、人材不足に悩み環境への取り組みが手薄になりがちな中小企業に対して環境問題に関心を抱く人材の補強を誘うと

共に、そうした人材を活用して中小企業が環境問題に効果的に取り組むことを促し、また優遇融資を通じてそうした取り組み

を支援する際の大きな手立てとなろう。これらの融資制度の普及には大きな期待が寄せられる１５）。 

このように、金融機関の役割は極めて重要であり、金融機関は、それぞれの特色を生かして、本業の投融資活動を通して、

持続可能な社会の実現に向けて、市民や企業を環境配慮行動に導くべく努力している。 
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戦前期日本の都市発展と都市政策・計画 

上 野  裕 

(大阪大学兼大阪経済法科大学非常勤講師、洞窟環境ＮＥＴ学会理事) 

Japanese City Development and Planning before World WarⅡ 
Hiroshi UENO 

 
ABSTRACT 

Cities in Japan since the Meiji period consist of historical and boom cities. The former is the castle 
town, port town etc. and the latter is the development of cities such as Sapporo, trade centers such 
as Yokohama, naval port such as Kure etc. These developments have been a clear hierarchical 
system that reflects the growth of economic activities from political and administrative framework. 
District modified under the Meiji modernization policy are urban center of urban areas and many of 
them. 
 

キーワード：近代化、都市発展と政策、歴史都市、新興都市 

Key words: Modernization, City development and policy, Historical city, Boom city   
[ 洞窟環境NET学会紀要３号 Cave Environmental NET Society (CENS) Vol.3(2012), 231-238 pp            
 

１. 都市人口の急増と都市発展 

 

明治以降、都市は経済発展の地域的拠点として成長し、人口を集積させていった。本論では、近代の都市発展、変

容を解明する基礎的な作業として、明治中頃から昭和初めまでの都市人口の推移を概観し、そして都市政策・計画と

の関わりについて若干の検討を加えたい。その際、今日の都市の規模と階層性を踏まえ、６大都市、広域中心都市、

その他の主な都市の３つに分け考えていきたい(第１表)。なお６大都市という用語は 1922(大正11)年に「六大都市行政

監督ニ関スル法律」1)によって明文化されている。 

都市への人口集中は明治中頃の 1890(明治 23)年代から顕著となり 2)、それまで残存した江戸時代の三都体制(東京、

大阪、京都)から六大都市を中心とする都市発展パターンへ移行していった 3)。表からも都市人口の著しい増加と、そ

れを上回る六大都市の人口規模、増加率の上昇が認められる。その変換点の一つとして 1888(明治 21)年公布の市制

町村制があり、この近代的行政制度の下部組織の形成によって新たな都市の階層性あるいは都市秩序の新段階に入

っていった 4)。さらに、1900(明治 33)年代に入ると県庁所在都市を結ぶ鉄道網の骨格の形成 5)、八幡製鉄所の建設

(1901(明治 34)年)に象徴される重工業の発展により、それまでの政治・行政システムとほぼイコールであった都市シス

テムが経済活動の発展、とくに工業化を反映にする都市階層性に変わっていった。加えてこの時期は大都市を中心に

後述するように都市計画事業の実施、社会資本の整備などが進み、そのことも企業、経済の大都市集積に大きく影響

したとみてよかろう。 

こうした中で、広域中心都市といわれる、ここで取り上げた４都市は 1920(大正 9)年代までは他の主要な地方都市と

の差はほとんどないが、それ以降に高い増加率となる。こうした動向はこの時代の経済集積の進展に対応したものとい

えよう。阿部が戦前期の 1907(明治40)年、1921(大正10)年、1935(昭和10)年の会社数が東京を中心に６大都市に集中

し、さらに戦間期に広域中心都市で増大したこと6)、そして森川が1908(明治41)年と1935(昭和10)年について東京およ

び大阪に本社を置く企業の支社、支所が６大都市および広域中心都市で 50%以上占めること 7)をそれぞれ指摘してい

る。４都市が地方の拠点形成の先駆けとなり、人口急増にも表れるようにこの時期に広域中心都市としての基盤が形成

されたとみてとれる。 

他方、地方都市においては上位15都市を取り上げたが、その中には先に指摘した明治以降に新たに建設された都

市が明治後半に現れる。北海道都市の函館と小樽は明治後半から上位に位置し、北海道開拓において札幌も含めこ

の３都市を中心に進められたこと、そして 1935(昭和 10)年まではまだ函館が札幌を上回っていることがわかる。札幌の
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台頭はすでにその緒についていたが、北海道開拓第一の拠点都市となるのはなお 10 年以上のちのことである。開拓

の進展による中心地間の関係、地域秩序の形成における都市の役割をよく示す地域でもある。さらに注目されるのが

佐世保・呉・横須賀という軍港都市である。1903(明治 36)年には上位に名を連ね、1935(昭和 10)年の呉に至っては広

域中心都市と同程度の人口規模をもつ。海軍鎮守府の置かれた都市はこれに後発の舞鶴を加えても４都市であるが、

この時代を構成する都市と位置づけられる。またこれらはいずれも巨大な工廠を併設する工業都市であることが多くの

労働者を吸引したのである。新たな工業都市群として上述の八幡や川崎で、この表の 15 位にはまだ届かないが大牟

田、室蘭、足尾などもこのグループに入る。ただし初期の産業革命を推進した繊維工業は、養蚕業地であった北関東、

信州、北陸の都市の輸出用生糸生産を除けば、手工業発展の基盤のあった大阪、名古屋、東京が盛んで人口を吸引

することとなった。なお、幕末の条約で建設された開港場都市は日本の最初の近代都市と位置づけられ、横浜、神戸、

函館、長崎の発展の要因になっていることはまちがいない。 

 

第１表　主な都市と人口の推移

６大都市
1890(明治23)年 1903(明治36)年 1920(大正9)年 1935(昭和10)年 1890-1903 1903-1920 1920-1935

東京 1,159,290人 1,818,655人 2,173,201人 5,875,667人 56.8 19.5 170.4
大阪 473,541 995,945 1,252,983 2,989,874 110.3 25.8 138.6
京都 289,588 380,568 591,323 1,080,593 31.4 55.4 82.7
名古屋 170,433 288,639 429,997 1,082,816 69.4 49.0 151.8
神戸 136,968 285,002 608,644 912,179 108.1 113.6 49.9
横浜 127,987 326,035 422,938 704,290 154.7 29.7 66.5

広域中心都市
広島 91,000 121,196 160,510 310,118 33.2 32.4 93.2
仙台 66,310 100,231 118,984 219,547 51.2 18.7 84.5
福岡 53,792 71,047 95,381 291,158 32.1 34.3 205.3
札幌 55,304 102,580 196,541 85.5 91.6

主な地方都市
1 金沢    94,666 長崎    153,293 長崎   176,534 呉     231,333
2 徳島 　 61,167 金沢　　 99,657 函館   144,749 長崎   211,702
3 富山    58,585 函館     85,313 呉     130,362 八幡   208,629
4 長崎　　58,142 岡山     81,025 金沢   129,265 函館   207,480
5 鹿児島  56,643 小樽     79,361 小樽   108,113 静岡   200,737
6 和歌山  56,049 和歌山   68,527 鹿児島 103,180 熊本   187,382
7 函館    55,677 佐世保   68,344 八幡   100,235 横須賀 182,871
8 熊本    54,357 呉       66,006 岡山    94,585 鹿児島 181,736
9 新潟    47,019 徳島     63,710 新潟    92,130 和歌山 179,732
10 岡山    45,871 熊本     59,717 横須賀  89,879 佐世保 173,283
11 堺      45,563 新潟     59,576 渋谷    88,799 岡山   166,144
12 那覇    42,250 富山     56,275 佐世保  87,077 金沢   163,733
13 福井    40,159 堺       54,040 堺      84,999 川崎   154,748
14 静岡    38,246 福井     50,155 和歌山  83,500 小樽   153,587
15 松江    35,565 静岡     48,744 静岡    74,093 堺     141,286

増加率

 

              (『日本帝国人口統計』『日本帝国人口静態統計』『国勢調査』より作成 ) 

 

これに対し、前近代からの歴史都市はその多くが城下町起源で明治以降も地域中心としての機能を維持するが、都

市人口の増加幅は大都市、明治の新興都市に劣るといえよう。しかしながら、長崎がこのグループでは上位に位置す

ることから、新興都市も含め港湾機能の有無とその拡大が人口吸引に影響を及ぼしている。加えて長崎は 1920(大正

9)年までは九州最大の都市人口を有していたが、1920 年代を通して福岡に抜かれることとなり、熊本も含め九州にお

ける都市間競争の進展が、この時代の大きな特色である。北海道における函館、小樽、札幌の場合も含め、地方都市

が都市の階層構造の中に組み込まれていく過程ともいえよう。 

都市への人口集中は経済の発展と対応する形で、明治後半 1890 年代以降増加し続けるが、とりわけ大正、昭和初

期の 1920 年代に顕著となる。この間、鉄道による県庁所在地都市のネットワーク化、行政、司法、教育機関などの設置

による地方統治制度の形成がほぼ1910年代に完成する。それらも含めると、明治前半期までは東京、大阪、京都の大

都市とその他の地方都市という二元的な都市分類から、1920 年代に入ると横浜、神戸、名古屋からなる六大都市、県

庁所在地都市そして地方中核としとしての広域中心都市を含めた階層構造あるいは都市システムの基礎が形成され

たとみてとれる。もちろん、これらの中には上述した明治以降に新たに建設された都市、城下町としての地域中心であ

第１表　主な都市と人口の推移
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った地方都市、さらに経済発展システムとは対応するとは言い難い軍港都市などもあり、それらの都市がどのように都

市システムの中に組み込まれていくのかを検討が必要であろう。またこの時代の都市人口の急増は、大都市を中心に

多くの都市で進めた周辺町村の編入という行政域の拡大とも深く関わり、人口の郊外化も含めた編入プロセスも検討課

題となろう。 

 

２. 都市政策・計画の展開と都市発展 

 

次に近代都市の形成に深く関わる都市計画の変遷について第２表を参照にみよう。都市計画法は1919(大正8)年に

公布されまず６大都市に、1923(大正 12)年以降にはそれ以外の都市にも適用され、全国基準による一元的な都市づく

りが展開することとなる。しかし、この法律公布以前にも大都市を中心に近代化のための都市改造がおこなわれ、また

法律公布以後においてもその受容プロセスや実現が都市のもつ歴史的条件や自然環境の相違から一様ではないこと

にも着目しなければならない。さらに歴史的都市の社会変革(近代化)への対応、都市づくりの継承性や断絶性につい

てもみる必要があろう。 

近代的な都市づくりのタイプはその歴史的背景や起源から、大きくは前近代に起源をもつ都市と明治以降に新たに

建設された新興都市に分けられよう。前者は東京を中心とする六大都市グループとそれ以外の地方都市グループで、

後者はそれぞれ当初の建設目的の異なる開港都市、北海道の開拓都市、軍港都市、工業都市、そして海外の植民地

都市の各グループからなる。 

 

第２表 明治～昭和初期の都市計画と都市建設 

全国 ６大都市 新興都市 海外都市
1868(明治1)年以前 1859：横浜居留地

1868(明治1)年以降 1968：神戸居留地

1870(明治 3)年代 1872：銀座煉瓦街建設 1871：札幌建設
1878：函館大火復興

1880(明治13)年代 1886：日比谷官庁街計画 1889：旭川建設
1888：東京市区改正条例 1889：呉・佐世保鎮守府

1890(明治23)年代 1894：日清戦争 1892：帯広建設
1899：耕地整理法

1900(明治33)年代 1904：日露戦争 1901：舞鶴鎮守府 1905：台北
1909：耕地整理法 1905：羅南

1908：長春　　
1910(明治43)年代 1914：第一次大戦 1918：市区改正条例準用(5都市) 1910：鎮海

1919：都市計画法

1920(大正 9)年代 1923：関東大震災 1923：帝都復興事業
1923：中小都市・都市計画法

1926：中小都市・市街地建築法

1927：不良住宅改良法

1930(昭和 5)年代 1937：日中戦争 1939：扶余
1937：防空法

 

( 石田(2004)『日本近現代都市計画の展開』自治体研究社、『横浜市史』『神戸市史』等より作成) 

 

３. 前近代に起源をもつ都市 

 

前近代に起源をもつ都市の本格的な近代化事業は、1888(明治 21)年の東京市区改正条例の制定に始まる。この条

例は、近代国家づくりの柱となる殖産興業、富国強兵策と連動し欧米に匹敵する近代都市、帝都東京づくりをめざすも

のであった 8)。その背景にはコレラなどの伝染病の流行、頻発する火災、乗合馬車、鉄道馬車の出現で混雑する狭隘

な道路などの課題に対応すべく都市基盤整備（インフラストラクチュア、以後インフラと表記）が強く求められていた。一

丁ロンドンといわれる銀座煉瓦街建設や未完に終わった官庁街計画 9)など欧化政策のもとで近代化地区の創出はそ

の先駆けと位置づけられる。 
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この条例はその後内務省主導で数回の修正が加えられたが、東京全体の都市の大改造という点で日本における最

初の都市計画制度といえよう 10)。市区改正は Civic Improvement の訳語で市街地改良といも言い換えられる。その内容

は「中央市区」(市街地)を対象に街路、架橋、上下水道など多岐にわたったが、財政難のため上水道と市街鉄道敷設

に伴う最大20間(36m)幅の街路拡幅の実現にとどまった。しかしこの大規模事業は都市人口の増大にともなう現実的な

都市問題に対応し、その後の発展の基盤となった。ただし、内務省衛生局が推進した公衆衛生的・居住環境といった

視点はこの政策にはほとんど含まれず 11)、大正期以降の都市社会政策に待たねばならなかった。そして、この市区改

正条例は同じ課題をもつ大阪、京都、名古屋、横浜、神戸の五大都市に 30 年後の 1918(大正7)年に導入される。 

こうした動きは明治の終わり 1910 年代の主な地方都市においても認められる。上水道・電灯・ガスの導入や市内鉄

道などの都市インフラが主に市営事業として進められ、また博覧会、共進会のイベント開催や築港、埋立事業などの大

プロジェクトが都市の近代化、発展の起爆剤として実施された。そしてそれらを実現させるために多額な市債を発行し

都市財政に占める歳出規模が拡大していったことも 12) この時代の新たな都市政策として注目される。 

そして 1920 年代、大正の後半に入ると、とくに都市では工業化のさらなる拡大とそれに伴う商業・サービス業など都

市産業の集積によって人口が急増し、都市内部での多くの住宅と工場立地による過密化や無秩序な市街地の拡大が

急速に進む問題に直面した。交通問題、衛生問題、住宅問題な様々な都市問題が発生し、新たな都市整備策が求め

られた。 

こうした現象に対応すべく先の市区改正事業をさらに拡大した都市計画法と市街地建築物法が 1919(大正 8)年に公

布されることとなる。 

これらの目的は大きくは２つあった。その一つは用途地域(zoning)の設定で、これは現在の都市計画の中心ともなる

近代的用途地域制度の本格的な採用であった。住宅地、商業地、工業地そして未指定地域の４地域からなり、区分ご

とに建物の用途、建蔽率、高さなどに制限が設けられた 13)。他方は市街地周辺の都市的インフラを図るものである。そ

のために制度化された土地区画整理事業14)の導入によって都市インフラの整った広大な用地が造成された。この時住

宅地として建設された地域は、その多くが今日なお旧市街地における良好な住宅地として存在する。 

この二つを含めた都市計画事業は隣接町村に及ぶ広域的な計画区域に従い設定、実施されていく。都市の土地利

用の錯綜とスプロール的な郊外化という都市問題の解決だけではなく将来の都市発展を見据えた法律という点でも、

近代都市づくりに果たした役割は大きい。換言すれば、この広域的な事業計画はその後の郊外さらに都市圏を形成す

る基盤をつくったといえよう。またこの都市計画法とともに、急増する都市住民を対象とした市営住宅建設・職業紹介所

設置など都市社会政策も積極的におこなわれる。 

 

 
第１図 市街地建築物法適用都市一覧図 

(『高等建築学第 25 巻 建築行政』常磐書房(1933)による ) 
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市区改正条例と都市計画法は、空間的には線的な都市の改造から面的な都市の拡大への発展といえるが、街路拡

幅や軌道敷設によって百貨店や金融機関などが集積し都心部を成立させ、また土地区画整理事業や用途地域は民

間開発をコントロールする役割を果たし、旧市街地とその周囲における住宅地や工業用地など機能地域を形成させ、

近代都市の発展方向を提示したといえよう。こうした動きとともに、ほぼ同時代に鉄道会社や土地会社が職住分離によ

るホワイトカラーや都市名望家の住宅、さらに遊園地や公園などレジャー施設からなる郊外に新たな都市空間を形成

していったことにも留意しなければならない。 

なお、地方都市の場合、大都市のような機能地域分化は進まなかったが、都市計画による近代化を図る動きが大正

末期から始まっていた。第１図は「市街地建築物法」の 1933(昭和 8)年までの適用都市を示したので、その数は全市

121 中107 市にのぼる 15)。そのうち同法の全規定をすべて適用するのが 10 都市、一部規定を緩和し適用するのが 97

都市 21 町を数え、都市近代化に果たした都市計画の役割の大きさが認めることができる。しかしその運用は必ずしも

一律ではなく、かつ適用都市が大都市周辺、臨海都市に多く分布することから、大都市に対する地方都市という枠組

みで一律にとらえることはできない。 

 

４. 明治以降に建設された都市 

 

明治以降に建設された新興都市グループは、時代的には幕末から明治初期の開港と植民のために建設された開

港都市と北海道の開拓都市、そして富国強兵を具現化する明治後半の軍港都市、工業都市さらに植民地経営の拠

点となる海外の都市とに分かれる。ここで建設された市街地の多くは、その後の都市発展の基盤をなし今日の都心

部など都市の中核を形成している。以下、いくつかの都市について簡潔に都市づくりの特徴をみていこう。 

 

４-１. 開港都市 

開港都市はこのグループの中ではもっとも早くに建設された。序章にあげた文献16)から次のような特徴が指摘され

る。1858(安政 5)年締結の安政五ヵ国条約(米蘭露英仏)により横浜、兵庫(神戸)、長崎、箱館(函館)、新潟に開港場が、

大阪川口、東京築地に開市場が設置され 17)、治外法権と永代借地権をもつ外国人居留地(以下、居留地)が存在し

1899(明治 32)年の条約改正まで続いた。この中で横浜と神戸は都市的要素のない沿岸部に新たに開港場、居留地

が建設され、そこを基盤に貿易港として都市的発展をとげていく。それに対し長崎、函館、新潟そして築地、川口は

既存の港湾都市に付設し、しかも母都市に隣接する形で居留地が造成された点で、居留地のみがその後の都市発

展の基盤をなしたとはいい難い。 

横浜の場合、1859(安政 6)年に幕府によって幕府運上所を中心に日本人商家と外国商館の立地を分ける関内居

留地が建設され、７年後の大火の後には幕府と締結国とによって日本人街と居留地の境に防火目的も含め大通

(36m)を通し、かつ公園、下水道など整備を進めることとなったが、実際は 1872(明治 5)年にお雇い外国人プラトンに

より設計された復興計画をもと明治政府の手によって都市改造に着手された。その後大通りは本格的な並木道となり、

まさに西洋の近代的な都市計画と都市インフラを導入した全く新しい都市の誕生で、以後修正を加えつつもこの都

市空間を基盤に都市の発展をとげていくことなる。神戸居留地建設は横浜に遅れること９年であったが、公園、遊歩

道、下水道整備など都市建設の骨子はほぼ同じものであった。初めからイギリス人技師による都市計画で、地形条

件の相違もあるが横浜よりはより明確な東西南北に沿う格子状の街路パターンからなり整然とした街並みを創りだし、

今日の都心部を形成するに至っている。 

 

４-２. 北海道開拓都市 

北海道開拓都市の代表例として札幌、旭川、帯広があげられる。山田の研究成果を中心にまとめれば 18)、次のよう

な点が指摘される。本府の置かれた札幌は最も早い 1871(明治 4)年に区画設定され格子状街路からなる市街地とし

て建設された。当初この計画、建設は開拓使の岩村通俊、西村貞陽によってなされ、日本人の手による最初の近代

都市といえよう。その基本は市街の東西に幅 58 間(104m)の防火を目的とした街路を境に南北二分し、北側に本庁を

中心に官舎・学校など公的機関を集め、南側を民有地とし商業地や住宅地が形成されていった。全体に60間(108m)

四方の方形からなる街区割と 11 間(20m)の街路からなるグリッドパターンはアメリカ開拓地と対比されるが、都市の管

理機関である官庁街と民有地を広幅員街路によって分け、かつ本庁・官舎が土塁で囲郭されたことを考慮すれば、

むしろ本庁を城郭、官用地を武家地、民有地を町地とする城下町の原理を持ち込んだ都市といえよう 19)。計画的な
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近代的都市であるとともに、前近代の都市建設原理が継承された都市ともいえよう。また，100m を超える広幅員街路

は当初の目的のほか、公園やイベント会場として人々の集まる場所として近代都市を構成する重要な空間と位置づ

けられよう。なお、その後建設された開拓都市の市街地形態は、基本的には格子状街路をもつが、帯広のように斜

行する街路、海岸地形で不規則にならざるを得ないなど一様とはなっていない。 

 

４-３. 軍港都市 

軍港都市は、海軍の拠点となる鎮守府をもつ都市で横須賀(1884(明治17)年)、呉、佐世保(1889(明治22)年)そして

舞鶴(1901(明治 34)年)からなる。第１表に示すようにその数は少ないが戦前を通じて地方の中では大きな都市となっ

ている。しかもここには今日の海上自衛隊の地方総督部がおかれ機能の継続性が認められる。海軍の拠点となる鎮

守府の特徴は、海軍工廠という造船に関わる工業都市という性格を持つことである 20)。鎮守府の置かれた地域には、

この工廠も含めた軍事施設に隣接し新たな市街地が造成され、今日の中心市街地となっている。幕末期に幕府によ

って建設された製鉄所に 1884(明治 17)年鎮守府の置かれた横須賀は、狭いか沿岸にほか背後の台地形そして埋

立地を造成し市街地を広げていった。他の三都市の場合、最初から海岸部の寒村に海軍主導のもとで鎮守府と新

市街地が計画的に建設された。地形の制約を受け、かつ海軍規模の相違もあるが、基本的には格子状街路からな

る整然とした市街地が建設された。この新しい都市空間がどのようなプロセスで形成されたのか、先の居留地や北海

道の開拓都市、あるいはほぼ同時代に施行された東京市区改正条例との関わりがあるのかなど課題が多い。 

 

４-４. 工業都市 

この時代に生まれた工業都市は日本の近代化政策＝工業化政策のもとで急成長とげる。第１表にも出現する八幡、

川崎のほかにも宇部、大牟田、日立などからなる。工場建設が重視され労働者などの住む市街地はその周辺に張り

付くかたちで形成されていく。工場の増設とともに新たな市街地が付加し都市域全体的としては規則性に欠く街区パ

ターンとなり、また鉄道など交通整備の進展によって商業中心も移動するなど都心部の形成には限界がみられたこ

となどが八幡の事例で指摘された 21)。1923(大正 12)年に都市計画法を適用するが、街路・路面改良と公園の事業決

定で都市構造を大きく変えるまでには至らなかった。部分的には製鉄所の職工有志による計画的な住宅地が工場

群から離れ郊外的な地域に建設された例もある22)。また日立などにみられるように企業が労働者のための住宅地とし

て優れた居住空間、社宅街を建設している場合もある 23)。   

   

４-５. 海外の植民地都市 

海外の植民地都市は、植民地経営の拠点として朝鮮半島、旧満州、台湾に建設された。この他にも、外国に解放

された都市の上海や天津の一部を治外法権下にある租界として設定された地区が存在する。ここでは、この分野の

研究をリードしてきた越沢の論考を中心にまとめてみよう24)。旧満州の都市建設は、日露戦争後の1906(明治39)年に

ロシアの極東に敷設した東清鉄道を引き継いだ満州鉄道(以下、満鉄とする)によって進められることとなる。鉄道に

沿いに立地するハルピン、長春、瀋陽、大連は、今日東北地方の中心都市として成長しているが、その基盤はこの

時代に形成された。東清鉄道の拠点となるハルピンと大連はロシアの都市計画のもとで 1898(明治 31)年に建設され

広場を中心に放射状街路からなるヨーロッパ的都市で、日本支配後もそれは踏襲された。 

これに対し、日本の旧満州開発の拠点都市・奉天として 1908(明治 41)年に建設されたのが瀋陽である。ここには

中国にとっても故宮という歴史的核をもつ東北最大の都市が存在し、両都市が共存する形で都市が形成された。日

本の都市地区は鉄道付属地に奉天駅を中心に格子状街路と駅に向かう斜線の幹線街路からなるパターンで、これ

は駅が物資の集散地という経済的な要素が強く影響したものとみられる。その東に都市形態の全く異なる故宮を中

心とした中国の都市が存在し両地区の間には両者の境界の役割を果たす商埠地が設定された。また日本の都市計

画法に先んじて住宅地区、商業地区、工業地区、糧桟地区からなる４種類と状況に応じて住宅と商業の併存する混

合地区という地域制も取り入れられた。 

そして旧満州国(1932 年建国宣言)のほぼ中央に位置する長春に首都・新京となる新たな都市が、満鉄と関東都督

府によって大規模な都市計画のもとで建設される 25)。その基軸となる街路は，20 間(36m)の幅員をもち，奉天同様、

格子状と斜線を組み合わせたパターンからなる。広大な平原に建設された人工的な都市で、公園緑地や上下水道

の整備された近代都市で、単に植民地経営の合理性、生産性のみを求めた都市ではなかった。 

これらの都市は、いずれも東京市区改正計画をベースにそれをさらに拡大するかたちで建設されたのである。例え

ば、街路計画は東京市区改正での最大20 間(36m)幅を基本に最初は 15 間(27m)幅の計画を立てたが、その後に 20
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間(36m)幅に変更するなど多くの点で市区改正を基準とした。また旧満州都市の建設は初代満鉄総裁、後藤新平を

中心にその部下といわれる人々(官僚)によって計画、建設されたが、彼らはその後、設定される都市計画法にも関わ

り、その実践の契機となる関東大震災の復興にも後藤新平とともに中心的な動きを示すことになる 26)。日本の近代都

市計画と植民地のそれは相方向的な関係にあり、植民地の都市づくりに言及することは近代都市形成の理解を深め

ることにもなろう。 

しかし一方、植民地都市の建設が支配者の論理で語られることが多い点にも留意したい。例えば、日本本土では

実現できないような大規模な都市計画が満州では可能となるというプランナー(支配者側)の視点で語られ、現地の

人々がどのように受け入れたのかについてはほとんど触れられない。支配者側の論理に被支配者側の視点も含め

建設された都市空間の意味や役割についても検討が必要であろう。そうした点で、台北の場合、日本の都市計画は

都市空間を公共空間化したが，日本人と台湾人との居住空間に明瞭な差異を生むなど新たな都市空間を通して植

民地支配を実現していったという指摘 27)や都市施設としての宗教施設建設を通して、被支配国の都市の連続性と断

続性さらに新たな都市がその出自となるプロセスを明らかにした研究もみられる 28)。 

 

５. おわりに 

 

こうした明治以降に建設された都市を概観すると、いずれも都市計画法公布以前に、政府・行政機関主導のもとお

雇い外国人の技術も導入し、それぞれ独自の創設目的をもち計画的に建設され、その多くが現在の都心部など中

心的な市街地を形成している。新たに創出された都市空間は、前近代都市の影響をどのように受け継承してきたの

か、あるいは全く異なる計画思想のもとで建設されたのか、計画を受け入れる地域のあり方はどうであったのか、都

市によって異なる。また次の時代に継承されていく空間的な要素はどのようなものか、これらを含め近代都市研究は

独自性をもち現代都市の理解、さらには将来の都市のあり方を考える基礎となる。 

  (2012 年1 月30 日受稿、2012 年2 月2 日掲載決定) 
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10)石田頼房(1987b)：『日本近代都市計画史研究』、柏書房。 

11)高橋英博(1993)：「森鴎外と都市衛生思想」吉原直樹編著『都市の思想』、青木書店：83-99。 

12)水内俊雄(1989)：「戦前期北九州五都市における都市形成と都市政策」、福岡県史近代研究編 各論一:219-272。 

13)用途の制限は大工場、風俗施設、火葬場、ごみ処理場など特別なものに限られた。 

14)換地(土地の交換分合)によって区画を整え、減歩(土地所有者から土地の一部を提供させること)によって道路や公園を生み、整然とした地区をつく
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No. 日本語 50音順 神社関連の用語解説 神
霊

本
殿

末
社

鳥
居

燈
籠

施
設

1 荒魂 あらみたま 荒々しく活動的な作用をすると考えられた神霊
神
霊

2 稲荷神社
いなりじん

じゃ

色々な伝説があるが、空海が東寺を作るとき、稲荷の山の木を勝手に切り出した。
そのため稲荷の神が怒って害をなしたため、空海が謝って、その後、神社をよく崇
敬し、空海の人気が全国に広がった由来

末
社

3 稲荷鳥居 いなりとりい

神社の前に形成された町のことを「鳥居前町」と呼ぶ。 稲荷神社などの鳥居が朱
色であるのは、古来その色が生命の躍動を表し災いを防ぐとして神殿などに多く
使われたため、これが鳥居にも影響している。明神鳥居に台輪を増したもので、
円盤が島木の下にあって、台輪鳥居ともいう

鳥
居

4 請台 うけだい 石燈籠の明かりを灯す台の下にある台座部分（燈籠）
燈
籠

施
設

5 請花 うけばな 石燈籠の最上部にある宝珠の下にある蓮華状の部分（燈籠）
燈
籠

施
設

6 氏神 うじがみ
本来は氏族の祖先神として祀る神のことで、他氏の参加を排除した。しかし、同族
的結合がゆるみ、地縁的な神とされるようになり、産土神的な性格を持つように
なった

神
霊

7 氏子 うじこ
古代では氏神を祭祀した集団は血縁で結ばれた氏族であったが、中世以降、郷
村の神と考えられるようになり、それを祀る地域の郷民、村民を氏子と呼ぶように
なった現在では神社が鎮座する地域に住む人々や家庭をさしていう

神
霊

8 枝社 えだやしろ 社格の一種で、本社に対して存在する支社のこと
末
社

施
設

9 戎神社
えびすじん

じゃ
商売繁盛の神様「えべっさん」として知られ、毎年1月9日から11日にかけて十日戎
（とおかえびす）が開催される。

神
霊

末
社

10 絵馬 えま
社寺に祈願するために奉納する絵入りの額。古代には、神馬を納めていたもの
が、奈良時代になって絵に描いた馬を納めるようになった。その後、絵柄も多種多
様になっていった

11 縁日 えんにち
社寺の創建、または神仏が降臨するといわれるような特定の日。神仏がこの世に
縁がある日に参詣すると、ふだんに増してご利益があるといわれている

神
霊

12 大鳥造
おおとりづく

り
大阪府堺市の大島神社本殿に代表されるもの。大社造より発展したもので、切妻
造・妻入り、入口は正面中央で、内部は心の柱がない

本
殿

施
設

13 お札 おふだ
神社で出す御守り札。災難を祓い御利益を願って神棚に置いたり門口に貼ったり
する。一般に神棚には左から信仰する神、大神宮（天照御大神）、産土神の順で
置かれる

神
霊

14 身舎 おもや
母屋：建物の本体で、前後（または左右）に柱を立てて梁を渡し、その上方には屋
根の頂部である大棟が位置する円柱を使用

本
殿

施
設

15 楽師 がくし 音楽を演奏する人。宮内庁の音楽担当者
神
霊

16 額束 がくづか 貫の上にある短柱（鳥居）
鳥
居

17 神楽 かぐら
日本の民族芸能の一種。本来は神主や巫女などが神憑り状態で鎮魂や託宣を
行うものであったが、「おかぐら」と呼ばれて各地に分布し、田楽や猿楽などの要
素を取入れ出雲神楽、獅子神楽、湯立神楽などの形態になった

18 神楽殿 かぐらでん 神前で奉納される神楽や舞が行われる建物
施
設

19 笠 かさ
火袋の屋根にあたる笠の形は、四角・六角・八角やドーム状などさまざまである
（灯籠）

燈
籠

施
設

20 笠木 かさぎ 鳥居の最上部にあたる部分
鳥
居

21 鹿島鳥居 かしまとりい
神明鳥居の一種、貫が両柱をつらぬいて、鼻が突き出している直線式堀立柱の
素木

鳥
居

22 春日造 かすがづくり

春日大社に代表される奈良時代中期に成立した神社本殿形式の一つ。大社造り
の流れを組み、切妻造り、妻入り、正面にだけ庇が付き、屋根を反らした特徴があ
る。奈良市の春日大社本殿の様式は、切妻造・妻入りは、入口に向拝（廂）をつ
け、彩色がほどこされている

本
殿

施
設

実践報告31.　神社関連の用語解説　（Glossary related to Shrine）実践報告31.  神社関連の用語解説（Glossary related to Shrine）
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23 春日鳥居
かすがとっり

い

鹿島鳥居が、複雑化した様式である。島木（笠木の下にある同じ横木）・額束（島
木と貫との間にある中央の束）の前に額を置く場合が多くある。　楔（貫の両端の
内外より施した）を増加し総体朱色塗りとするものもある。京都平安神宮のコンク
リート製の大鳥居は、その様式の一例

鳥
居

24 鰹魚木 かつおぎ
神社や宮殿の屋根上、棟木の上に横に配置された円筒状の木。本来は棟の補
強材、名は鰹（かつお）節に似ている。鰹木・堅男木・葛楮木・勝男木も同じ

施
設

25 門松 かどまつ
正月に家の門の前などに立てられる一対になった松や竹の正月飾り。古くは、木
のこずえに神が宿ると考えられ、年神を家に迎え入れる依り代という意味

施
設

26 神使い かみつかい
神々に使役される鳥獣（神獣）。神々と特別関係の深い鳥獣が神の使いとされ、
他の動物と区別し、神聖視されている。鹿島社（鹿）、稲荷社（狐）、八幡社（鳩）な
ど

神
霊

27 亀腹 かめばら
社寺建築などの基礎部分や鳥居の柱の下、多宝塔の上下層の間に、白漆喰など
を固めてつくった饅頭形の部分。柱の根元を丸く支える部分

鳥
居

28 神主 かんぬし 神主は本来､神社における神職の長を指していた。現在では神職と同じ意味
神
霊

29 祇園造 ぎおんとりい
京都市の八坂神社本殿の様式。母屋の正面には向拝があり、左右と後方に孫廂
をつけた形になっている

本
殿

施
設

30 祈年祭 きねんさい
「としごいのまつり」。２月満月に山から田の神を迎え、１１月に再び山に送る神事。
宮廷儀礼では旧暦２月４日に神祇官が行っていたが中世期に廃絶し、明治期に
復興、現在は２月１７日に行われる

神
霊

31 記念碑 きねんひ ある事を記念し、後世に伝えるために建てた碑
施
設

32 切妻造 きりづまつくり 屋根の形状の一つで、頂点から2枚の板をかぶせたような山形のものをいう
施
設

33 宮司 ぐうじ
神社における職務の責任者で、祭祀の責任者。神主（かんぬし）は、神意を人に
伝える際の媒介者であり、宮司が神主（かんぬし）を兼ねている場合が多く、しだ
いに混同されるようになった

神
霊

34 楔 くさび 貫を補強する部材（鳥居）
鳥
居

35 黒木鳥居 くろきとりい
原始的な鳥居で、二本の柱と一本の笠木（かさぎ）と貫（ぬき）で組み立て、用材
は皮付き丸太ままの堀立柱である。黒木の皮を剥いだものは皮剥鳥居ともいう。
直線式堀立柱の素木

鳥
居

36 境内 けいだい 神社の敷地
施
設

37 境内社 けいだいしゃ 神社内に鎮座し、統括や管理に属する摂社
末
社

38 講 こう
もとは農村で、伝統的民族信仰を基盤として集団で御参りしたものを呼ぶ。後に、
神社仏閣の参詣に際して旅費を出したり、また寄進を目的とするなど宗教的、経
済的に発展した組織・団体も指すようになった

39 荒神 こうじん
かまどを守護する神。火難を避ける神として祀られ、のちに農業全般の神として祀
られている。一般には、かまど（炊事場）などに神棚を設けて祀られている

神
霊

40 降臨 こうりん 神仏が天から人間の世界へ降りてくること
神
霊

41 穀霊 こくれい 穀物の中に宿る霊
神
霊

42 御神体 ごしんたい
霊代（みたましろ）・霊御形（みたまのみかた）ともいい、神霊にのり移っているとい
われる神聖な物体をいう。古くは山、特殊な岩石、樹木などを神と崇めた勾玉(曲
玉)。鏡、剣

神
霊

43 別天神
ことあまつか

み

造化三神（ぞうかのさんしん）に宇麻志阿斯詞備比古遅神（うましあしかびひこぢ
のかみ）と天之常立神（あめのとこたちのかみ）を併せた五神をいう。別天神は
神々の中でもとくに貴いとされる

神
霊

44 向拝 ごはい
階段の上部に屋根をのばして雨よけとした庇は、向拝と呼ばれる。主に入母屋造
りの本殿に用いられる向拝には角柱を使用

施
設

45 狛犬 こまいぬ
起源はインドや中国の宮門などに置かれた、平安期に日本に伝わり清涼殿に置
かれた。当初は、左に獅子、右に狛犬（高麗犬）とされていた。後世には、神社仏
閣の聖域守護をもって置かれ、犬の姿に近づき狛犬として定着した

神
霊

46 権現 ごんげん
仏・菩薩（ぼさつ）が衆生を救うために、日本の神に姿を変えて、この世に現れるこ
と

神
霊
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47 斎王 さいおう
伊勢神宮に奉仕する皇女。天皇の御代が変わるたびに占いによって選ばれた。
不浄を避け、伊勢国多気郡の斎宮（いつきのみや）に住んで神宮の神事に奉仕し
ていた。現在は祭主（まつりぬし）がその役割を負っている

神
霊

48 斎館 さいかん 祭儀に参加する神職が参籠（さんろう）し、心身を清めるための建物
施
設

49 祭具 さいぐ 祭事に用いる道具
施
設

50 祭神 さいじん その神社に祭ってある神
神
霊

51 竿 さお
火袋を乗せる台竿の形状は、円柱や角柱、さらに２本・３本の足状で、多彩な装飾
文様がある。円柱の場合、上中下に帯状の飾りである節（ふし）を持つのが普通
（灯籠）

燈
籠

施
設

52 榊 さかき

神の聖域と人間界の「境に植える木」が語源。また、一年中緑を保つ常緑樹のた
め「栄える木」が訛化して「さかき」となったともいう。現在では榊（さかき）に定着し
ているが、もとは特定の植物を呼んだものではなく、同じ常緑樹のモミ、スギなども
使われた

施
設

53 里宮 さとみや
奥社（奥宮）が山上にある神社が、参詣者の便宜をはかって山の麓に建てられた
宮のことをいう

施
設

54 三種の神器
さんしゅのじ

んぎ
神代から天皇家に相伝されている八咫鏡（やたのかがみ）、草薙剣（くさなぎのつ
るぎ）、八尺瓊勾玉（やさかにのまがたま）の三種類の神宝をいう

神
霊

55 参拝 さんぱい 神社・寺などにおまいりして神仏をおがむこと
神
霊

56 敷石 しきいし 鳥居（玄関）から敷き並べている石
施
設

57 史蹟 しせき 暦史上に残る重要な事件・施設の蹟
施
設

58 紙垂 しで
注連縄や玉串などにつけ、和紙でできている雷を象り、神威を表現しているとい
われる。四垂ともいう

施
設

59 島木 しまぎ
笠木、2層の水平材とする場合に上層の笠木に接して島木を渡す。笠木の下に入
れる部材（鳥居）

鳥
居

60 注連縄 しめなわ
神の聖域と一般の場所を区別するために、神前や神事の場にめぐらした縄のこ
と。天岩戸神話で天照大御神が再び入れないように岩戸を注連縄で締めたのが
始まりである

施
設

61 標縄 しめなわ 神前や神事の場に不浄を防ぐ印として張る縄
施
設

62 標柱 しめはしら しめ縄を張る二本の柱（鳥居）
鳥
居

63 社殿 しゃでん 神社の殿舎。特に、神体を祭ってある殿舎
施
設

64 社務所 しゃむしょ
神社の事務を行ったり、神事を行う為に会議を開く所。神社の規模によっては、神
職の住居を兼ねていることもある

施
設

65 修祓 しゅばつ
祝詞を奏上し、祓戸大神（はらえどのおおかみ）に供え物や身体を祓い清めてい
ただく儀式

神
霊

66 正殿 しょうでん

祭神が鎮まる社で、御神体が安置されている神社で、最も重要で中心となる建物
である。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、八幡造りなど。本殿
（ほんでん）・神殿（しんでん）・瑞殿（みずのみあらか）も同じ

施
設

67 神位 しんい 位階、勲位、品位の三種類
神
霊

68 神宮 じんぐう
神を祭った宮殿、格式の高い神社の称号また、その称号をもった神社。熱田神
宮・明治神宮・平安神宮など。伊勢神宮のこと

神
霊

本
殿

69 神宮寺 じんぐうじ
神と仏は一心同体という思想から神社に付属して建てられた寺。神仏習合説が盛
んになった近世ではほとんどの神社がそうであった。しかし、明治時代の神仏分
離令ですべて分離、または、廃絶となった

神
霊

本
殿

70 神使 しんし
神々に使役される鳥獣（神獣）。神々と特別関係の深い鳥獣が神の使いとされ、
他の動物と区別し、神聖視されている。鹿島社（鹿）、稲荷社（狐）、八幡社（鳩）な
ど

神
霊

71 神社 しんじゃ 神道で神々をまつり礼拝するところ。やしろ
本
殿

施
設

72 神酒 しんしゅ 神前に供えるお酒のこと
神
霊

73 神職 しんしょく 職階、階位、身分
神
霊
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74 神饌 しんせん
神に供える酒食の事。一般には稲や酒、魚介、果実、蔬菜、のほか、塩、水などを
供える。生のまま神前に供える生饌（せいせん）と調理してから供える塾饌（じゅく
せん）とがある

75 神体 しんたい
神の霊が宿るものとして、神社などに祭る神聖な物体。鏡・剣・玉ぎょく・像など。
みたましろ

神
霊

施
設

76 神木 しんぼく 神社内に縁故のあるものとして祭られる樹木。神社内の樹木の総称
神
霊

施
設

77 神明系鳥居
しんめいけい

とりい
シンプルな形状の鳥居で、 島木がない鳥居を総称して神明鳥居と呼ぶ

鳥
居

78 神明造
しんめいづく

り

伊勢神宮に代表される神社本殿形式は、他に大社造、住吉造がある。切妻造り、
平入り、掘立柱、棟持柱などの特徴がある。棟に破風を延長して作った千木（ち
ぎ）と堅魚木（かつおぎ）が置かれる。平入りとは、建物の平側に出入り口を設ける
こと。平側とは、建物の大棟に平行な側面をいう。長手方向が平側になるのが、一
般的である。神明造は、神社建築の一流派を形成している。

本
殿

施
設

79 神明鳥居
しんめいとり

い

黒木鳥居の進化した様式で、用材は加工して削り、笠木が円形なものを総丸太鳥
居という。または五角形は伊勢鳥居ともいう。柱は元木のごとく上方ほど自然に細
くなっている。直線式堀立柱の素木

鳥
居

80 神門 しんもん
楼門（ろうもん）や随神門（ずいしんもん）など。参道にある。門随神門は、神の社
に邪悪なものをよせつけないために守護している

鳥
居

施
設

81 住吉神社
すみよしじん

じゃ
主に住吉三神（.表筒男命・中筒男命・底筒男命と）と神功皇后を祀る神社。日本
全国に約600社ある。 三大住吉. 住吉大社 - 大阪市住吉区住吉; 住吉神社

神
霊

82 住吉造
すみよしづく

り

住吉神社に代表される最も古い神社本殿形式の一つ。切妻造り、妻入り、入口は
大社造りと違い、正面に付くなどの特徴がある。大阪市の住吉大社本殿に代表さ
れる様式。切妻造・妻入り大島造が方二間で正方形なのに対して、住吉造は長方
形で奥行が倍になり、内陣・外陣の二間に区画されている

神
霊

本
殿

施
設

83 住吉鳥居
すみよしとり

い
原型は明神鳥居であるが、両端が四角形である。大阪住吉神社の外に用例はな
い

鳥
居

84 聖域 せいいき 神聖でおかしてはならないとされる区域
施
設

85 正殿 せいでん 神社の本殿。宮殿の中心となる建物表御殿
本
殿

施
設

86 石柱 せきちゅう 石材で造った柱
施
設

87 石燈籠 せきどうろう 石造の燈籠神社に据えられている灯
燈
籠

施
設

88 摂社 せっしゃ
神社の格式の一つ。本社に付属し、本社の祭神と縁の深い神を祭った神社本社
と末社との間に位する

末
社

施
設

89 総社 そうじゃ
各所の神社の祭神を一ヶ所に勧請して祀った神社のことで平安期に一般化した。
国の総社は地方の神社の中心として信仰を集めた

神
霊

本
殿

施
設

90 反り増し そりまし 笠木の上に置く部材。門の遺風が進化した風格の象徴（鳥居）
鳥
居

91 台座 だいざ 称竿（さお）を立てる受座（うけざ:台座）（灯籠）
燈
籠

施
設

92 大社 たいしゃ
大きい神社。旧神社制度の社格で、官幣（かんぺい）大社・国幣（こくへい）大社。
「出雲大社」の略

神
霊

施
設

93 大社造
たいしゃづく

り

出雲大社に代表される最も古い神社本殿形式の一つ。切妻造り、妻入り、掘建
柱、棟持柱、入口は正面に向かって右寄りなどの特徴がある。妻入りとは、建物の
妻側に出入り口を設けること。妻側とは、建物の短辺側で屋根の大棟と直交する
側のこと。単に妻ともいう。切妻造り（きりづまづくり）とは、切妻屋根を用いた建築
様式

神
霊

本
殿

施
設

94 台輪 だいわ 柱の上部の丸い材（鳥居）
鳥
居

95 高天原 たかまがはら
天照大御神が主宰する天上界に対して地上界を葦原中津国（あしはらのなかつく
に）、地下界を根堅州国（ねのかたすくに）という。幽冥界は、黄泉国（よみのくに）
といい。根堅州国とは異なる

神
霊

96 玉垣 たまがき
神域と俗界とを隔てた垣。伊勢神宮など社格の高い神社では、神職と一緒でなけ
れば入ることができない。皇室や神社の周辺に設けている垣

施
設

97 玉串 たまぐし
榊の枝に紙垂（かみしで）をつけたもの。玉（魂）をつなげるという意味があり、紙垂
は神の衣を、榊は神の繁栄を表している。玉串奉奠（たまぐしほうてん）は神に恭
順を示し神霊との魂のつながりを確認する儀式

神
霊
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98 玉砂利 たまじゃり 粒のそろった大きめの砂利
施
設

99 壇尻 だんじり
関西・西日本の祭礼時の曳物車輪の上に太鼓のせ、車輪をひく.あるいは担（か
つ）ぐ

施
設

100 　千木 ちぎ

　千木（ちぎ）は、交差する二本の木を屋根上に置いたもので、神社本殿の象徴
である。その上端は、ほぼ垂直に殺ぐ（切る）のが通例で、極まれに水平に殺ぐ例
もある。伊勢神宮では、内宮が水平、外宮が垂直である。女神を水平、男神を垂
直とする説、また、地祖の神は垂直、他から入ってきた神は水平といった説もあ
る。神社建築の装飾品の一種。屋根の棟の両端に、交差して突き出している２本
の木で、本来は屋根を支える構造材である

本
殿

施
設

101 妻入り つまいり
建物様式は、神社本殿の古い系統で、屋根の破風の見える面、すなわち屋根の
側面（妻）を正面としたのが妻入り（出入口）である。大社造：出雲大社、春日造：
春日大社、住吉造：住吉大社、大鳥造：大鳥神社など

神
霊

本
殿

施
設

102 手水舎 てみずや
境内にある手水を取る（心身を清める）ための場所。上古には清流などで心身を
清め、禊をしてから参拝

施
設

103 灯籠 とうろう
参道や社殿の前に置かれた明かりとり石灯籠や社殿を照らす釣り灯籠などの種類
がある。左右一対で神前にあるものを御神灯

燈
籠

施
設

104 鳥居 とりい

鳥居は、古代貴族・豪族が設けた門の遺風が進化した。精神は現在と変わりはな
い。鳥居は奈良朝時代からである。本殿様式と一致した調和である神の神域と俗
界をへだてる神域の入口「聖域の門」である。天岩戸神話で天照大御神に岩戸を
開かせるため、ニワトリを鳴かせた止まり木が鳥居の始まりとされている。2本柱の
底辺は亀腹、島木の最上には笠木を連結している

鳥
居

105 直会 なおらい
祭礼の後に、神前に供えた神饌や神酒を参会者が宴を催していただくこと。神へ
の供物をいただいて神と融合したいと願う厳粛な行事

神
霊

106 流れ造 ながれづくり

賀茂神社に代表される平安初期に成立したと考えられる神社本殿形式の一つ。
神明造りの流れを汲むもので、正面入口にあたる屋根の一方が、長く延びている
などの特徴がある。切妻造・平入り神明造から発展したもので、本殿の様式として
は全国に一番広く分布している。照屋根が特色で、前流れの屋根が曲線形にの
びて向拝となっている

本
殿

末
社

施
設

107 夏祭り なつまつり
夏祭りには、壇尻（だんじりを曳行し、朝から町による追い合いや踊りがあり、夜に
は宮入りをする。

施
設

108 貫 ぬき 建物などの柱と柱を横に貫いてつなぐ材。ぬきぎ（鳥居）
鳥
居

109 根巻 ねまき 柱の根を包んだ部材（鳥居）
鳥
居

110 祝詞 のりと
祭典のときに神に奏上する言葉。大和言葉という古体の独特の文章で、お祓いに
読む祓詞（はらえことば）や寿詞（よごと）なども含む

神
霊

111 配祀神 はいししん
神社では主祭神の他、縁故の深い神が祀られる場合に摂社といい、それにそえ
て祀られている神のこと。また遠方の神を一緒に祀る場合は末社という

神
霊

末
社

112 拝殿 はいでん
本殿の前にあり、参拝者が拝礼する建物形式て、横拝殿、縦拝殿、割拝殿に分け
られる。一般に、昇殿参拝（しょうでんさんぱい）とは拝殿に昇って参拝する事

施
設

113 八幡造
はちまんづく

り

奈良時代に成立した神社本殿形式の一つ。切り妻造り、平入りの建物を前後二
棟並べた。前の建物を外殿、後ろの建物を内殿という。切妻造と平入りの建物が
二棟前後に接続した様式。前殿と後殿の中間に一間の相の間がつく

本
殿

施
設

114 八幡鳥居
はちまんとり

い
春日鳥居と笠木及び島木の鼻が斜め内方に切られている点が異なっている

鳥
居

115 祓 はらえ 神に祈って罪や穢れを祓うこと、またはその儀式
神
霊

116 日吉造 ひえづくり
聖帝造とも称し、日吉神社本殿に見られる様式で、母屋は切妻造と平入りが原型
で、正面から見ると入母屋造りに見えるが、背面には廂がないので、入母屋造の
軒を途中から切りおとした形

本
殿

末
社
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117 庇 ひさし 身舎の外側に付け足され、屋根は身舎から葺き下ろす、庇には角柱を使用
本
殿

施
設

118 碑石 ひせき 碑材の石碑ともいう
施
設

119 火袋 ひぶくろ
灯明を燈す部分。ランプと同様火袋はさまざまな形がある。一箇所以上の火口を
持って、さまざまな形がある。火口には丸い窓や日月の形にくり抜いたものもある
（灯籠）

燈
籠

施
設

120 神籬 ひもろぎ
上古に神が降りてくる神座（かみのくら）とするため、周囲に常盤木（ときわぎ）を植
えた場所。現在では庭上にむしろを敷き、その上に八脚（やつはし）・案（あん）を
置き、榊を置いて神籬とする

神
霊

121 平入り ひらいり

神社本殿の古い系統として、建物様式を妻と直角の面、すなわち切妻造りの大棟
に平行な側を平といい、平に入口があるのが平入りの建物である。神明造（伊勢
神宮）、流造（賀茂神社）、流造（賀茂神社）、日吉造（日吉大社）および八幡造
（宇佐神宮）など

本
殿

施
設

122 舞殿 ぶでん 神前で奉納される神楽や舞が行われる建物
神
霊

施
設

123 別社 べっしゃ
別社は、本社に対する称である。今は、祭神と特別縁故地などの関係で、本社と
同一祭神を奉祀する場合がある。奈良・鎌倉時代を通じ、氏族分布信仰および仏
教感化、神領地関係で分祀せられた。別宮・新宮は、こうした関係から創立した

神
霊

施
設

124 奉祀 ほうし 神仏や祖霊をつつしんでまつること
神
霊

125 宝珠 ほうじゅ 燈籠の名称。笠の上にある燈籠の最上部
燈
籠

施
設

126 宝殿 ほうでん 宝物・奉納品などを保管しておく建物宝物殿。神を祀る建物神殿
施
設

127 祠 ほこら 神仏を祭るまた、祭り「─官」。神仏を祀る場所やしろ「─堂」「社─」
神
霊

施
設

128 本尊 ほんぞん 信仰・礼拝の中心として寺院の本堂などに安置される仏・菩薩像
神
霊

施
設

129 本殿 ほんでん

祭神が鎮まる社で御神体が安置されている神社で、中心となる建物である。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、本殿 ・神殿・正殿・
瑞殿（みずのみあらか）がある

本
殿

施
設

130 本殿の規模
ほんでんのき

ぼ

本殿の大きさは、正面から見たときの柱間の数で表示する。例えば、正面に柱が
四本立っていて柱と柱の間が三つであれば、三間社と呼ぶ。「間」は、柱間が一尺
でも十尺でも一間と数える。実例では、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

本
殿

施
設

131
本殿の建築

構造

ほんでんの
けんちくこう

ぞう

神社本殿は、建築構造から身舎（おもや　母屋）と庇（ひさし）に区分する。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

本
殿

施
設

132 本殿の構造
ほんでんのこ

うぞう

神社の殿舎の重要な点は、本殿である。本殿は、祭神を奉斎する建物で、御神体
奉安の場である。本殿の様式がある。様式が厳重に守られてきた日本の建物は、
出入口の位置（妻入りと平入り）に分類できる。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。

本
殿

施
設

133 勾玉 まがたま
玉を巴（ともえ）形に加工した首飾りである。首飾りは、弥生・古墳時代の装身具
で、一端に孔をあけて、ひもを通しでいる。首飾りの材料は、瑪瑙（めのう）・翡翠
（ひすい）・水晶など。曲玉（まがたま）も同じである

134 末社 まっしゃ
末社は、本社の管下に属する神社である。今は本社境内の摂社以外の神社を指
す。末社は本社祭神と関係と氏子崇敬者の信仰上創立した。摂末社などは、これ
を境内神社・境外神社と称し、独立的活動はできず本社の管下にある

末
社

施
設

135 饅頭 まんじゅう 柱の根元を丸く支える部材（鳥居）
鳥
居

136 神酒 みき 神前に供えるお酒のこと
神
霊

137 御饌 みけ
神に供える酒食の事。一般には、稲や酒、魚介、果実、蔬菜ほか、塩、水などを
供える生のまま神前に供える。生饌（せいせん）と調理してから供える塾饌（じゅく
せん）とある

神
霊
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138 巫女 みこ
神意を人に伝える媒介者で、正式な神職ではない。神社の各種業務を行い重要
な役割を担っている

神
霊

139 御輿 みこし 神幸の時に、神体または御霊代が乗るとされる輿
神
霊

140 瑞垣 みずがき
本殿の周囲に設けられた垣である。瑞垣より中に入ることができるのは、神職だけ
であり、一般参拝者は入ることができない

神
霊

施
設

141 明神 みょうじん 神徳をたたえていう語で、神社（祭神）に対する敬称のひとつ
鳥
居

142 明神鳥居
みょうじんとり

い

八幡鳥居を変化したもので、笠木・島木が反転し、鼻は垂直又は斜めに内方に
切ったものである。亀腹と称して礎石の上に建てるに至った。これは流造等の曲
線様式の本殿に適している。

鳥
居

143 三輪鳥居 みわとりい
三光鳥居あるいは子持鳥居ともいう。これは明神鳥居の左右に脇鳥居が付き、柱
が四本並んで、入口が所謂三箇所で戸扉が付いている。（奈良県檜原神社）

鳥
居

144 依代 よりしろ 神霊が降臨する際に媒体となるもの。人、岩石、樹木等の種類がある
施
設

145 両流造
りょうながれ

づくり
流造は、平入りの正面にだけ、庇を延ばしたものだが、両流造は、後方にも庇を
延ばした様式で、 厳島神社や松尾大社に代表される

本
殿

146 両部鳥居 りょうぶとりい

神仏習合の思想から生まれた様式で、権現造りの本殿に相応しい。原形は、稲荷
鳥居と明神鳥居である。構造は、両柱の前後に貌柱（袖柱）を設け本柱と貌柱との
間に上下二段の貫を置き、雨覆鳥居のような屋根を付けた。両部鳥居は、四脚鳥
居・袖鳥居・権現鳥居・枠刺鳥居と称す

鳥
居

147 藁座 わらざ 柱の根を包んだ部材（鳥居）
神
霊

鳥
居

148 蕨手 わらびて 燈籠の名称笠と火袋の中間にあり、装飾文様が刻まれる（灯籠）
燈
籠

施
設
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名　　称 ５０音順 英語（ABC順） 韓国語 中国語

1 天照大御神 あまてらすおおみかみ Amaterasu omikami 천조오미카미 天照大御神

2 荒魂 あらみたま Aramitama 황혼 荒魂

3 別社 べっしゃ Betusya 별사 别社

4 舞殿 ぶでん Budenn 무전 舞蹈

5 分霊 ぶんれい Bunrei 분령 分灵

6 千木 ちぎ Chigi 천목 千树

7 鎮守社/鎮主社 ちんしゅうしゃ Chinjusha 진주사 镇守社/镇主社

8 醍醐 だいご Daigo 다이고 醍醐

9 大神宮 だいじんぐ Daijingu 대신궁 大神宫

10 台輪 だいわ Daiwa 대륜 台轮

11 台座 だいざ Daiza 대좌 台座

12 壇尻 だんじり Danjiri, Estrade buttocks 단고 台臀

13 戎神社 えびすじんじゃ Ebisu jinja (shrine) 융신사、에비스신사 戎神社

14 枝社 えだやしろ Edayashiro 에다야시로 枝社

15 絵馬 えま Ema 에마(그림 액자) 绘马

16 絵巻物 えまきもの Emakimono 에마키모노(두루마리
그림)

绘卷物

17 縁日 えんにち Ennniti 젯날 缘日

18 雅楽 だかく Gagaku 아악 雅乐

19 楽師 がくし Gakushi, Musician 악사 乐师

20 外宮 げく Geku 외궁 外宫

21 向拝 ごはい Gohai 향배 向拝

22 御幣 ごへい Go-hei, Onbe 어폐 御幣

23 権現 ごんげん Gongen 권현 权现

24 権現造 げんげん　ずくり Gongen-zukuri 권현조 现权造

25 御神体 ごしんたい Go-shintai 어신체 御神体

26 玉砂利 たまじゃり Gravel 옥사리 玉砂利

27 宮司 ぐうじ Guji, Chief priest 궁사 宫司

28 八幡 はちまん Hachiman 야와타 八幡

29 八幡鳥居 はちまんとりい Hachiman-torii 야와타 기둥문 八幡鸟居

30 八幡造 はちまんづくり Hachiman-zukuri 야와타조 八幡造

31 拝殿 はいでん Haiden, Front shrine 배전 拜殿

実践報告32. 神社の4ヶ国語（ABC順）用語　実践報告32.  神社の 4ヶ国語（ABC順）用語
Shinto shrine four languages （ABC order） term
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32 拝礼 はいれい Hairei, Worship 배례 礼拜

33 配祀神 はいししん Haishisin 배사신 配祀神

34 祓 はらえ harae 불제 祓

35 祓串 はらえぐし haraegushi 불곶 祓串

36 初穂 はつほ Hatsuho 초수 初穗

37 初詣 はつもうで
Hatsumōde,
New Year's visit 첫참배. 초예 新年参拜

38 幣殿 へいでん Heiden 폐전 幣殿

39 幣帛 へいはく Heihaku 폐백 幣帛

40 火袋 ひぶくろ
Hibukuro,　Burning
fireplace 화대 火袋

41 日吉造 ひえづくり Hie-zukuri 히요시조 日吉造

42 神籬 ひもろぎ Himorogi 신리 神篱

43 平入り ひらいり Hirairi 평들이 平进入

44 碑石 ひせき Hiseki, Monument 비석 石碑

46 史蹟 しせき Historic relics 사적 古迹

47 庇 ひさし Hizashi, Eaves 차양 房檐

48 祠, 神庫 ほこら Hokora 사, 신고 祠,神库

49 本殿 ほんでん Honden 본전 本殿

50 本宮 ほんぐ Hongu 모토미야(본궁) 本宫

51 本家 ほんけ Honke 본가 本家

52 本社 ほんしゃ Honsha 본사 本社

53 本尊 ほんぞん Honzon 본존 本尊

54 宝殿 ほうでん Houdenn 보전 宝殿

55 奉祀 ほうし Houshi 봉사 奉祀

56 百度石 ひゃくどいし Hyakudoishi 백번석 百度石

57 百度参り ひゃくどまいり Hyakudomairi 백번참배 百度参拜

58 一の宮 いちのみや Ichi no miya 이찌노미야(첫번째 궁) 一的宫

59 稲荷 いなり Inari 1.오곡신을 모신 신사
2.여우

稻荷

60 稲荷神社 いなりじんじゃ Inari shrine 이나리신사 稻荷神社

61 稲荷鳥居 いなりとりい Inari-torii 이나리조거  (기둥문) 稻荷鸟居

62 神宮 じんぐう Jinggu,Major shrine 신궁 神宫

63 神祇 じんぎ Jingi  신기 神祇

64 神功 (皇后) じんぐう Jingu (empress) 징구(황후) 神功(皇后)

65 神社 しんじゃ Jinja, Shrine 신사 神社

66 門松 かどまつ Kadomatu 문송(신년에 출입문 장
식)

门松

67 神楽 かぐら Kaguraden 신락 神乐
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68 神楽殿 かぐらでん Kaguraden 신락전 神乐殿

69 海神祭 かいじんまつり Kaijin matsuri 해신제 海神祭

70 額束 かくづか Kakuduka 액속(카쿠즈카) 额束

71 亀腹 かめはら Kamehara 귀복(카메하라) 龟肚子

72 神主 かんぬし Kanushi 신주 神主

73 笠木 かさぎ Kasagi 카사기 笠木

74 鹿島鳥居 かしまとりい Kashima-torii 카시마조거 鹿岛鸟居

75 拍手 かしわて Kashiwade 박수 拍手

76 春日鳥居 かすがとりい Kasuga-torii 춘일조거 春日鸟居

77 春日造 かすがつくり Kasuga-zukuri 춘일조 春日造

78 鰹魚木/堅魚木 かつおぎ katuogi 견어목 鲣鱼树

79 土器 かわらけ kawarake 토기 土器

80 境内 けいだい Keidai 경내 院内

81 祈願 きがん Kigan 기원 祈祷

82 記念碑 きねんひ Kinennhi, Monument 기념비 纪念碑

83 祈年祭 きねんさい Kinennsai 기년제 祈年祭

84 切妻造 きりづまつくり Kiriduma-zukuri 절처조 切妻造

85 穀霊 こくれい Kokurei 고령 谷灵

86 狛犬 こまいぬ
Komainu, Stone guardian
dogs 박견 石狮子

87 言霊 ことだま Kotodama 언령 言灵

88 荒神 こうじん Koujin 황신 荒神

89 降臨 こうりん Kourin 강림 降临

90 黒木鳥居 くろきとりい Kuroki-torii 쿠로키 기둥문  (조거) 黑木鸟居

91 勾玉 まがたま Magatama 곡옥 勾球

92 饅頭 まんじゅう Manjyu 만두 馒头

93 末社 まっしゃ Massha 말사 末社

94 神使 しんし Messenger of God 신의사자 神使

95 三方 さんぼう Mikata 산보우 (식기의 일종) 三一方

96 御饌 みけ Mike 어찬 御饌

97 神酒 みき・しんしゅ Miki 제주 神酒

98 巫女 みこ Miko 무녀 女巫

99 御輿 みこし Mikoshi 신위를 안치한 가마 神骄

100 みくじ みくじ Mikuji 제비(미쿠지) 签

101 禊ぎ みそぎ Misogi 목욕재계(불제) 禊

102 禊祓 みそぎはらい Misogi-harae 계불 禊祓
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103 御霊 みたま Mitama 영혼 御霊

104 御霊代 みたましろ Mitamashiro 어령대 御霊费

105 手水舎 みたらい Mitarashi 손을 씻는 곳 手水舍

106 三輪鳥居 みわとりい Miwa-torii 삼륜조거 三轮鸟居

107 瑞垣 みずがき Mizugaki 서원 瑞垣

108 明神鳥居 みょうじんとりい myoujin-torii 명신조거 明神鸟居

109 流造 ながれ-つくり Nagare-zukuri 류조 流造

110 直会 なおらい Naorai, feast 직회 直会

111 夏祭り なつまつり
Natumaturi,　Summer
festival 여름 축제 夏祭

112 禰宜 ねぎ Negi 신관 禰宜

113 二の宮 にのみや Ni no miya 니노미야  (두번째 궁) 二的宮

114 祝詞 のりと
Norito, Congratulatory
address 축사 祝词

115 貫 ぬき Nuki 관(질량단위) 穿过

116 お祓い おうはらい O-harai 불제 驱除

117 お札 おふだ Ohuda 부적(신사기둥문에 부
착)

纸币

118 応神 (天皇) おうじん（てんのう） O-jin （Tennou） 응신（천황） 应神(天皇)

119 お参、参拝 おうまいり O-mairi 참배 参,参拜

120 お守り おまもり O-mamori 부적 护符

121 おみくじ おみくじ O-mikuji 제비 签

122 身舎 おもや Omoya 신사 身舍

123 大鳥造 おおとりづくり Otorii-zukuri 대조조 大鸟造

124 一夜官女 いちやかんじょう Overnight court lady 일야궁녀 一夜官女

125 雷神 らいじん Raijin 뇌신 雷神

126 両部鳥居 りょうぶとりい Ryobu-torii 양부 기둥문 两部鸟居

127 両流造 りょうながれづくり Ryounagare-zukuri 양류조 两流造

128 龍神 りゅうじん Ryujin 용신 龙神

129 祭具 さいぐ
Saigu,  Ritualistic
implements 제구 祭具

130 祭神 さいじん Saijin, Enshrined deity 제신 供的神

131 賽銭 さいせん Saisen 새전 香资

132 榊 さかき Sakaki 사사키 榊

133 三の宮 さんのみや San no miya 산노미야  (세번째 궁) 三乃宫

134 聖域 せいいき Sanctuary. 성역 圣域

135 参詣 さんけい Sankei 참예 参拜

136 山王鳥居 さんのう Sanno-torii  산왕조거 山王鸟居
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137 参拝 さんぱい Sanpai, Worship 참배 参拜

138 三種の神器 さんしゅうのじんぎ Sanshu no Shinki 삼종의 신기  (보물) 三种的神器

139 竿 さお Sao,  Pole 간 竿

140 石燈籠 せきどうろう Sekitourou, Stone lantern 석등룡 石灯笼

141 石柱 せきちゅう Sekityu, Stone pillar 석주 石柱

142 摂社 せっしゃ Sessha, Middle shrine 섭사 摄取社

143 四垂 しで Shide,　Four appendixes 사수 四垂

144 紙垂 しで Shide, Paper appendix 지수 垂纸

145 敷石 しきいし Shikiishi,Pavement 포석 铺石

146 標柱 しめはしら
Shimehashira, Leveling
pole 표주 标柱

147 注連縄 しめなわ
Shimenawa, Straw
festoon 주련줄 注连绳

148 標縄 しめなわ Shimenawa,Lanyard 안표줄 标绳

149 神木 しんぼく Shinboku, Sacred tree 신목 神木

150 神殿 しんでん Shindeｎ, Shrine 신전 神殿

151 神明系鳥居 しんめいけいとりい Shinmei-Torii 신명계 기둥문 神明系鸟居

152 神明造 しんめいづくり Shinmei-zukuri 신명조 神明造

153 神門 しんもん Shinmon, Shrine gate 칸도 神门

154 神饌 しんせん Shinsen 신찬 神馔

155 神職 しんしょく Shinsyoku、Shinto priest 신관 神职

156 神酒 しんしゅ Shinsyu, Sacred sake 제주 神酒

157 神体 しんたい
Shintai,  Object of
worship 신체 神体

158 獅子 しし Shishi 사자 狮子

159 社殿 しゃでん Shrine Main shrine 사전 神殿

160 社務所 しゃむしょ Shrine office 사무소 社务所

161 神位 しんい Shrine rank 신위 神位

162 反り増し そりまし
Sorimashi, Pedestal a
curve increase

신사 윗기둥의
휘어진 부분

弯曲增加

163 総社 そうじゃ Sosha 총사 总社

164 水神 すいじん Suijin 수신 水神

165 住吉神社 すみよしじんじゃ Sumiyoshi shrine 스미요시신사 住吉神社

166 住吉鳥居 すみよしとりい Sumiyoshi-Torii 스미요시기둥문 住吉鸟居

167 住吉造 すみよしづくり Sumiyoshi-zukuri 스미요시조 住吉造

168 須佐之男命 すさののみこと Susanoo no mikoto 스사지남명 须佐之男命

169 修祓 しゅばつ Syubatu 수불 修祓

170 正殿 せいでん Tadashi 정전 正殿

171 正殿 しょうでん Tadashi 정전 正殿
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172 大社造 たいしゃづくり Taisya-zukuri 타이샤조 大社造

173 玉垣 たまがき Tamagaki 옥원 玉垣

174 玉串 たまぐし
Tamagushi, Sprig of
sacred tree 옥곶 玉串

175 手水舎 てすいしゃ Temizusya 손을 씻는 곳 手水舍

176 鳥居 とりい Torii 조거 鸟居

177 灯籠 とうろう Tourou, Garden lantern 등룡 筐子

178 豊受大神宮 とようけだいじんぐう Toyouke Daijingu 풍수대신궁 豊受大神宮

179 豊受大神 とようけおおみかみ Toyouke Omikami 풍수대신 豊受大神

180 氏神 うじがみ Ujigami 씨족신 氏神

181 氏子 うじこ Ujiko 씨족자손 氏人

182 島木 しまぎ Under beam 도목 岛木

183 海神 わたずみ Wadazumi 해신 海神

184 蕨手 わらびて Warabite,Bracken sprout 고사리 손 蕨手

185 遙拝所 よはいしょ Yohaijo 요배소 遙拝所

186 黄泉 よみ Yomi 황천 黄泉

187 依代 よりしろ Yorishiro 의대 依代

188 妻入り つまいり Zumairi 벽쪽의 출입구 妻进入
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項目 渋川神社
樟本神社
木の本社

樟本神社
北木の本社

樟本神社
南木の本社

1

延喜式神名
帳（えんぎし
き じんみょう

ちょう）

延長5年（927年）、
「延喜式に記載された神社」。
延喜式内社、社内社、式社

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

2 現社名 渋川（しぶかわ）神社
樟本（くすもと）神社

木の本社
樟本（くすもと）神社

北木の本社
樟本（くすもと）神社

南木の本社

3 主祭神
天忍穂耳尊（アメノオシホミミ
ノミコト）、饒速日命（ンイギハ
ヤヒノミコト）で物部氏の祖神

布都大神（ふつのおおか
み）、             饒速日（ニギ

ハヤヒ）命

布都大神（ふつのおおか
み）、          饒速日（ニギハ

ヤヒ）命

布都大神（ふつのおおか
み）、       饒速日（ニギハヤ

ヒ）命

4 勧請神
國狹槌尊(クニサッチノミコト)、
日高大神（ヒダカオオカミ）、

菅原大神（すがわらだいじん）

物部氏守屋の神とし、
大連守や城墟である

稲村城の守護人として
守屋大連の勧請した

6 神社創建
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃

7 社格等 若江郡の式内社 式内小社 式内小社 式内小社

8 旧社格 郷社 村社 村社 村社

9 例祭 7月25,26日「逆祭」 7月15日、１０月９日 不詳 １０月９日、１０日

10 関係氏族
物部守屋（もりや）の

渋河の家の跡
物部（日本古来の神勢力）氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)

11 郵便番号 581-0084 581-0084 581-0041 581-0042

12 鎮座地   八尾市植松町３－１２ 八尾市木の本 1-59 八尾市北木の本 5-73 八尾市南木の本 7-33

13
鎮座地　移

転

２回:元は安中小学校東方の
龍華寺。  天文３（1533）年洪
水で流出、元亀２(１５７２)年に

現地に再建

記録はない
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷

14 標高 11m 10m 10m 10m

15 北緯 34度36分24秒最北 34度36分04秒最南 34度36分18秒 34度36分04秒最南

16 東経 135度36分27秒最西 135度35分16秒 135度35分12秒最東 135度35分23秒

17 面積 2214坪or約1950坪 約1923坪 約733坪 約262坪

18 電話番号 072-922-0152
090-2352-5214水野清慈の

父(奉賛会長野善明)
072-991-7953・
072-941-1457

20 路線
JR大和路線 八尾駅235m、

地下鉄谷町線八尾南駅2.5ｋ
ｍ

JR大和路線 八尾駅2.0km、
地下鉄谷町線八尾南駅0.6ｋ

ｍ

JR大和路線 八尾駅1.1km、
地下鉄谷町線八尾南駅1.4ｋ

ｍ

JR大和路線 八尾駅1.9km、
地下鉄谷町線八尾南駅767

ｍ

21 境内末社
稻荷神社・大神社・春日神

社・嚴島（イツクシマ）神社・浮
島神社・琴平神社、龍王社

事代主（ことしろぬし）神社 日羅寺〔にちらじ〕

22 祭祀対象 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂）

23 社殿
本殿流れ造と拝殿入母屋造

接合・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所

24
正面鳥居の

高さ
5.51ｍ 3.34ｍ 4.85ｍ 3.93ｍ

25 燈籠の高さ 4.15ｍ 2.21ｍ 2.43ｍ 2.01

26 備考

大阪府指定記念物
「古神木は樹齢１１００年大樟

樹」と
その後の神木周囲7.18ｍ

赤色両部(りょうぶ）鳥居：
神道の理念を表した柱に袖

軸が付属した特徴。

児童公園、守屋首洗池　（池
円周19.15ｍ、径5.91、

池深さ1.18ｍ）、
三社では小規模

日羅（百済系）寺（幅6.03ｍ、
奥行き6.38ｍ）:

敏達天皇、本尊は薬師如来
像を安置した。

27 備考

　当地と物部氏との係わり、日
本書紀、「蘇我馬子（百済系）
が物部守屋を滅ぼそうと謀っ
た。

実践報告33. 八尾市、渋川神社と樟本神社の概要

最初は木本村に三座あったが、北木本が分村し、さらに南木本が分村してそれぞれに一
座ずつ分けられた。延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡鎮座」と記される
式内社であり、現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の3箇
所に鎮座している。

Summary of Shibukawa and Kusumoto-Jinjya Shrine, Yao-shi
実践報告33.  八尾市、渋川神社と樟本神社の概要

Summary of Shibukawa and Kusumoto-Jinjya Shrine, Yao-shi
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実践報告 34. 神社の建築様式の区分 
 

    要  約  正面 平面 側面 

①

大

社

造 

出雲大社に代表。切妻造り、妻入り、掘建柱、棟持

柱、入口は正面に向かって右寄りなどの特徴があ

る。妻入りとは、建物の妻側に出入り口を設けるこ

と。妻側とは、建物の短辺側で屋根の大棟と直交す

る側のこと。単に妻ともいう。  
②

住

吉

造 

切妻造り、妻入り、入口は大社造りと違い、正面に

付くなどの特徴がある。大阪市の住吉大社本殿に代

表される様式。切妻造・妻入り大島造が方二間で正

方形なのに対して、住吉造は長方形で奥行が倍にな

り、内陣・外陣の二間に区画されている   
③

神

明

造 

切妻造り、平入り、掘立柱、棟持柱などの特徴があ

る。棟に破風を延長して作った千木と堅魚木が置か

れる。平入りとは、建物の平側に出入り口を設ける

こと。平側とは、建物の大棟に平行な側面をいう。

長手方向が平側になるのが、一般的である。  

④

春

日

造 

大社造りの流れを組み、切妻造り、妻入り、正面に

だけ庇が付き、屋根を反らした特徴がある。奈良市

の春日大社本殿の様式は、切妻造・妻入りは、入口

に向拝（廂）をつけ、彩色がほどこされている    

⑤

流

造 

賀茂神社に代表される平安初期に成立時の神社本

殿形式の一つ。神明造りの流れを汲むもので、正面

入口にあたる屋根の一方が、長く延びているなどの

特徴がある。切妻造・平入り神明造から発展した。

屋根が曲線形   
⑥

八

幡

造 

奈良時代の神社本殿形式の一つ。切り妻造り、平入

りの建物を前後二棟並べた。前の建物を外殿、後の

建物を内殿。切妻造と平入り建物が二棟前後に接続

した様式。前殿と後殿の中間に一間の相の間がつく   
⑦

日

吉

造 

聖帝造と称し、日吉神社本殿に見られる様式、母屋

は切妻造と平入りが原型で、正面から見ると入母屋

造りに見える、背面には廂がないので、入母屋造の

軒を途中から切りおとした形   

項目 渋川神社
樟本神社
木の本社

樟本神社
北木の本社

樟本神社
南木の本社

1

延喜式神名
帳（えんぎし
き じんみょう

ちょう）

延長5年（927年）、
「延喜式に記載された神社」。
延喜式内社、社内社、式社

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

樟本神社、三座（さんざ）、
鍬（クワ）靱（ユキ）、
河内国、志紀郡鎮座

2 現社名 渋川（しぶかわ）神社
樟本（くすもと）神社

木の本社
樟本（くすもと）神社

北木の本社
樟本（くすもと）神社

南木の本社

3 主祭神
天忍穂耳尊（アメノオシホミミ
ノミコト）、饒速日命（ンイギハ
ヤヒノミコト）で物部氏の祖神

布都大神（ふつのおおか
み）、             饒速日（ニギ

ハヤヒ）命

布都大神（ふつのおおか
み）、          饒速日（ニギハ

ヤヒ）命

布都大神（ふつのおおか
み）、       饒速日（ニギハヤ

ヒ）命

4 勧請神
國狹槌尊(クニサッチノミコト)、
日高大神（ヒダカオオカミ）、

菅原大神（すがわらだいじん）

物部氏守屋の神とし、
大連守や城墟である

稲村城の守護人として
守屋大連の勧請した

6 神社創建
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃
崇峻天皇２年（587）に

物部守屋滅亡頃

7 社格等 若江郡の式内社 式内小社 式内小社 式内小社

8 旧社格 郷社 村社 村社 村社

9 例祭 7月25,26日「逆祭」 7月15日、１０月９日 不詳 １０月９日、１０日

10 関係氏族
物部守屋（もりや）の

渋河の家の跡
物部（日本古来の神勢力）氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)
物部氏

(もののべうじの旧領地)

11 郵便番号 581-0084 581-0084 581-0041 581-0042

12 鎮座地   八尾市植松町３－１２ 八尾市木の本 1-59 八尾市北木の本 5-73 八尾市南木の本 7-33

13
鎮座地　移

転

２回:元は安中小学校東方の
龍華寺。  天文３（1533）年洪
水で流出、元亀２(１５７２)年に

現地に再建

記録はない
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷
最初木本に三座あつたが、

分村した時に遷

14 標高 11m 10m 10m 10m

15 北緯 34度36分24秒最北 34度36分04秒最南 34度36分18秒 34度36分04秒最南

16 東経 135度36分27秒最西 135度35分16秒 135度35分12秒最東 135度35分23秒

17 面積 2214坪or約1950坪 約1923坪 約733坪 約262坪

18 電話番号 072-922-0152
090-2352-5214水野清慈の

父(奉賛会長野善明)
072-991-7953・
072-941-1457

20 路線
JR大和路線 八尾駅235m、

地下鉄谷町線八尾南駅2.5ｋ
ｍ

JR大和路線 八尾駅2.0km、
地下鉄谷町線八尾南駅0.6ｋ

ｍ

JR大和路線 八尾駅1.1km、
地下鉄谷町線八尾南駅1.4ｋ

ｍ

JR大和路線 八尾駅1.9km、
地下鉄谷町線八尾南駅767

ｍ

21 境内末社
稻荷神社・大神社・春日神

社・嚴島（イツクシマ）神社・浮
島神社・琴平神社、龍王社

事代主（ことしろぬし）神社 日羅寺〔にちらじ〕

22 祭祀対象 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂） 本来は木霊（木魂）

23 社殿
本殿流れ造と拝殿入母屋造

接合・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所
本殿権現造と拝殿分離

・社務所

24
正面鳥居の

高さ
5.51ｍ 3.34ｍ 4.85ｍ 3.93ｍ

25 燈籠の高さ 4.15ｍ 2.21ｍ 2.43ｍ 2.01

26 備考

大阪府指定記念物
「古神木は樹齢１１００年大樟

樹」と
その後の神木周囲7.18ｍ

赤色両部(りょうぶ）鳥居：
神道の理念を表した柱に袖

軸が付属した特徴。

児童公園、守屋首洗池　（池
円周19.15ｍ、径5.91、

池深さ1.18ｍ）、
三社では小規模

日羅（百済系）寺（幅6.03ｍ、
奥行き6.38ｍ）:

敏達天皇、本尊は薬師如来
像を安置した。

27 備考

　当地と物部氏との係わり、日
本書紀、「蘇我馬子（百済系）
が物部守屋を滅ぼそうと謀っ
た。

実践報告33. 八尾市、渋川神社と樟本神社の概要

最初は木本村に三座あったが、北木本が分村し、さらに南木本が分村してそれぞれに一
座ずつ分けられた。延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡鎮座」と記される
式内社であり、現在の八尾市木の本（旧丹北郡）、北木の本、南木の本（旧志紀郡）の3箇
所に鎮座している。

Summary of Shibukawa and Kusumoto-Jinjya Shrine, Yao-shi
実践報告34.  神社の建築様式の区分

Classification of the architectural style of the shrine
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西暦

時代 年 年

2 継体 1 507 26 継体
けいた
い

507 530 23 3
彦主人王：
ひこうしおう

振媛 ：
ふりひめ

１５応神仁天皇の玄孫．
異称は 袁本杼命、男大迹王、彦太尊、雄大迹天皇、乎富等大公王の ５
種。
皇后は 手白香皇女（子は29欽明天皇）
夫人は 尾張目子媛（子は27安閑天皇と28宣化天皇）
子女は 27安閑天皇、28宣化天皇、29欽明天皇の3名。他多数

3 安閑 2 535 27 安閑
あんか
ん

531 536 5 0
26継体天
皇
第1皇子

目子郎女
橘皇女♀；
めのこひ
め。

皇后は春日山田皇女（仁賢天皇の皇女） 。
妃は紗手媛、香香有媛、宅媛（物部木蓮子大連の女）。
子は無。

4 宣化 3 538 28 宣化 せんか 536 539 3 7
26継体天
皇
第2皇子

目子郎女
橘皇女♀；
めのこひめ

安閑天皇の弟。
皇后は 橘皇女。
子女は石姫皇女、小石姫皇女、倉稚綾姫皇女、上殖葉皇子、火焔皇
子、日影皇女、宅部皇子の７名他。

5 宣化 4 539 29 欽明
きんめ
い

539 571 32 5
26継体天
皇
第3皇子

手白香皇
女♀：たし
らかのひめ
みこ

皇后 石姫命。
子女 箭田珠勝大兄皇子～30敏達天皇→31用明天皇→32崇峻天皇→
33推古天皇4代天皇。

7 敏達 6 577 30 敏達
びた
つ

572 585 13 3
29欽明天
皇
第1皇子

石姫命♀：
いしひめの
みこと

皇后は 比呂姫、額田部皇女。
夫人は 老女子、菟名子。
子女は押坂彦人大兄皇子、竹田皇子、糠手姫皇女の3名ほか 。

9 用明 1 585 31 用明
ようめ
い

585 587 2 7
29欽明天
皇
第2皇子

蘇我小姉
君♀：おあ
ねのきみ。
第1子

御名は 池辺皇子。
異称は 大兄皇子、橘豊日命、橘豊日天皇。
皇后は 穴穂部間人皇女。
子女は 聖徳太子、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子
皇子、酢香手姫皇女の７名。

10 用明 2 587 32 崇峻
すしゅ
ん

587 592 5 2
30欽明天
皇
第3皇子

蘇我堅塩
媛♀：
きたしひめ

御名は 泊瀬部皇子。
異称は 長谷部若雀天皇。
夫人は 小手子、河上娘(馬子の孫）、布都姫。
子女は 蜂子皇子、錦代皇女。

11 崇峻 5 592 33
推古
第1女
帝

すいこ 593 628 35 5
29欽明天
皇
第4皇子

蘇我小姉
君♀：おあ
ねのきみ。
第2子

御名は 額田部皇女。
異称は 豊御食炊屋比売命、豊御食炊屋姫尊。
皇配は　30敏達天皇。
子女は 菟道貝蛸皇女、竹田皇子、小墾田皇女、尾張皇子、田眼皇女。

12 舒明 2 630 34 舒明
じょめ
い

629 641 12 5

押坂彦人
大兄皇子：
おしさかの
ひこひとの
おおえの
みこ。

糠手姫皇
女♀：ぬか
でひめのひ
めみこ。

皇后は 宝姫王（皇極天皇）。
夫人は 法提郎女。
子女は 古人大兄皇子、38天智天皇、間人皇女、40天武天皇、蚊屋皇
子。

13 皇極 2 643 35
皇極
第2女
帝

こう
ぎょく

642 645 3 4
茅淳王：
ちぬのみ
こ。第1子

吉備姫王
♀：きびひ
めのみこ。
第1子

御名は寶女王。
異称は 天豊財重日足姫尊。
皇配は 高向王、29舒明天皇。
子女は 漢皇子、38天智天皇、間人皇女、40天武天皇の4名。

14 大化 1 645 36 孝徳 こうとく 645 654 9 1
茅淳王：
ちぬのみ
こ。第2子

吉備姫王
♀：きびひ
めのみこ。
第1子

御名は 軽。
異称 は天万豊日天皇。
皇后は 間人皇女。
子女は 有間皇子。

15 斎明 6 660 37
斎明
第2女
帝

さいめ
い

655 661 6 4
茅淳王：
ちぬのみ
こ。第3子

吉備姫王
♀：きびひ
めのみこ第
3子

孝徳天皇(こうとくてんのう)が亡くなり、重祚(ちょうそ)して斎明天皇(さい
めいてんのう)となる。 斎明4年(658)、孫の建王(たけるおう)が亡くなる。

16 斎明 7 661 38 天智 てんじ 668 671 3 16
34舒明天
皇。第3皇
子

37斉明天
皇♀：さい
めい

皇后は倭姫王（異母兄・古人大兄皇子の娘）。
夫人は越道伊羅都女。
子女は大田皇女、鸕野讃良皇女、建皇子、御名部皇女、阿閇皇女、山
辺皇女、明日香皇女、新田部皇女、志貴皇子、大友皇子、阿閇皇子、
阿雅皇女、川島皇子、大江皇女、泉皇女、水主皇女の１６名。
皇后との間に皇子女は無。

17 天智 10 671 39 弘文
こうぶ
ん

671 672 1 1
38天智天
皇。第3子

伊賀采女
♀：
いがのうね
め

39弘文天皇は38天智天皇と伊賀采女（いがのうねめ）の子。
夫人は 十市皇女。
子女は 葛野王。

天皇の父 天皇の母 主　要　事　項

実践報告41. 507-724年間、天皇の在位期間と子供数

Ｎｏ.

和暦
天
皇
代

天皇名
他

天皇
名
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皇
在
位
年
初

天
皇
在
位
年
終

天
皇
在
位
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間

子
女
数

実践報告41.  507-724 年間、天皇の在位期間と子供数
507-724 year period and the number of children reign, the Emperor
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18 天武 1 672 40 天武 てんむ 673 686 13 3
34舒明天
皇。第2皇
子

37斉明天
皇♀：さい
めい

御名は 大海人（おおあま）
異称は 天渟中原瀛真人天皇、浄御原天皇
皇后は 鸕野讃良皇女（持統天皇）
夫人は 藤原氷上娘、藤原五百重娘、蘇我大蕤娘
子女は 草壁皇子、高市皇子、舎人親王。

19 朱鳥 1 686 41
持統
第3女
帝

じとう 686 697 11 1
38天智天
皇。第2子

蘇我遠智
娘♀：
おちのいら
つめ

38天智天皇と蘇我遠智娘の子。
子女は 草壁皇子
異称は大倭根子天之廣野日女尊、高天原廣野姫天皇。

20 文武 2 698 42 文武 もんむ 697 707 10 1

草壁皇子：
くさかべの
おうじ。第1
子

43元明天
皇♀
：げんしょう
第4女帝

御名は 珂瑠（軽） 。
異称は 倭根子豊祖父天皇、天之眞宗豊祖父天皇。
夫人は 藤原宮子。
子女は 首皇子（45聖武天皇）。

21 慶雲 4 707 43
元明
第4女
帝

げんめ
い

707 715 8 3
38天智天
皇。第3子

蘇我姪娘
♀：いらつ
め

異称は日本根子天津御代豊國成姫天皇。
子女は 44元正天皇、42文武天皇、吉備内親の3名。

22 霊亀 2 716 44
元正
第5女

帝

げん
しょう

715 724 9 0

草壁皇子：
くさかべの
おうじ。第2
子

43元明天
皇♀
：げんしょう
第5女帝

異称 日本根子高瑞浄足姫天皇

1
蘇我稲
目

そがの
いなめ

506 570 64 7
蘇我高麗
（馬背）

高麗（高句
麗）

　
飛鳥時代の大臣。
子は4男3女（堅塩媛、刀自古郎女、穴穂部皇子、馬子、境部摩理勢）。
娘3人を天皇に嫁がせた。
天皇との姻戚関係と仏教を利用して天皇家に近づく。

6
蘇我馬
子

そがの
うまこ

551 626 75 8 蘇我稲目

政治家、貴族。妻は物部弓削大連（物部守屋）の妹「太媛」。
太媛の父は、物部守屋の異母弟石上贄古大連、母は物部守屋同母妹
の布都姫）。
539年大臣就き、30敏達天皇→31用明天皇→32崇峻天皇→33推古天
皇4代天皇に仕えた。
55年間に渡り権勢を振るい、蘇我氏の全盛時代を築く。
子は刀自古郎女、蘇我蝦夷、蘇我善徳、法提郎女、川堀、蘇我倉麻
呂、杲安、河上娘の8名。 　　　　　　　　　　　　　　　　　�

8

聖徳太
子（厩
戸皇
子）

びた
つ

574 622 48 14 用明天皇
穴穂部間
人皇女(馬
子の妹）

改名は上宮厩戸、厩戸皇子、厩戸皇太子、摂政太子の４回。
別名は厩戸皇子、厩戸王、上宮王、豊聡耳、上宮之厩戸豊聡耳命、法
主王、豊耳聡聖、徳豊聡耳法大王、上宮太子聖徳皇、厩戸豊聰耳聖徳
法王の10種。諡号は聖徳太子、官位は 摂政、皇太子。
主君は用明天皇、崇峻天皇、推古天皇。氏族は皇族、上宮王家。
兄弟は 聖徳太子(厩戸皇子)、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇
子、麻呂子皇子、酸香手姫皇女に７名。
妻は菟道貝蛸皇女、刀自古郎女、橘大郎女、膳大郎女の４名。
子は 山背大兄王、財王、日置王、白髪部王、長谷王、三枝王、伊止志
古王、麻呂古王、片岡女王、手島女王、春米女王、久波太女王、波止
利女王、馬屋古女王 野１４名。
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西暦

時代 年 年

1 武烈 8 506

蘇我稲目（そがのいなめ、506年？ - 欽明天皇32年（570年）。
蘇我高麗の子。飛鳥時代の大臣。
子は4男3女（堅塩媛、刀自古郎女、穴穂部皇子、馬子、境部摩理勢）。娘3人を天皇に
嫁。
天皇との姻戚関係と仏教を利用して天皇家に近づく。

2 継体 1 507
大阪府史ｐ
199古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

１５応神仁天皇の玄孫．
異称は 袁本杼命、男大迹王、彦太尊、雄大迹天皇、乎富等大公王の ５種。
皇后は 手白香皇女（子は29欽明天皇）
夫人は 尾張目子媛（子は27安閑天皇と28宣化天皇）
子女は 27安閑天皇、28宣化天皇、29欽明天皇の3名。他多数
越前の三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村らに推戴され即位する。

3 継体 1 507
大阪市史ｐ47
古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

第15代応神天皇の玄孫の子（家でいえば６代目子孫）。継体天皇、樟葉宮で即位。

4 継体 5 512
八尾市史ｐ
648古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

大伴金村、任那の四県を百済に割譲。

5 継体 21 527
大阪府史ｐ
199古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

近江臣毛野、６万人の兵を卒いて任那に向かおうとするが、築柴国造の磐井、新羅と通
じ、肥・豊の兵を動員して妨げる。
朝鮮半島南部へ出兵しようとした近江毛野を率いる王権軍の進軍を筑紫君磐井（つくしの
きみいわい）がはばみ。
翌528年。新羅と密約を結んだ筑紫国造、磐井が反乱を起こし、派遣軍の渡海を妨害し
た。

6 継体 21 527
八尾市史ｐ
648古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

筑紫国造磐の乱。

7 継体 22 528
大阪府史ｐ
199古墳時代

26 継体
けいた
い

507
～
530

物部麁鹿火（あらかひ）、磐井を斬殺する。

8 安閑 2 535

西淀川区史
ｐ.498、
大阪府史
ｐ.398　飛鳥
時代

27 安閑
あんか
ん

531
～
536

26継体天皇と目子郎女橘皇女（めのこひめ）の子。
皇后は春日山田皇女（仁賢天皇の皇女） 、
妃：紗手媛、香香有媛、宅媛（物部木蓮子大連の女）。
子は無
『日本書紀』「宜しく牛を難波之”大隅島と姫嶋”の松原とに放つべし」の地は、三角地であ
るため、牛馬の放牧地で利用された。姫嶋は、媛嶋、日女島、姫島、彌売島、比売島、稗
島等の地名が見られる。

9 宣化 3 538
大阪府史ｐ
199
飛鳥時代

28 宣化 せんか
536
～
539

26継体天皇と目子郎女橘皇女の子。
安閑天皇の弟。
皇后は 橘仲皇女。
子女は石姫皇女、小石姫皇女、倉稚綾姫皇女、上殖葉皇子、火焔皇子、日影皇女、宅部
皇子の７名他。
百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝される。

10 宣化 3 538
　
八尾市史ｐ
648飛鳥時代

28 宣化 せんか
536
～
539

蘇我稲目は父蘇我高麗（馬背）と高麗（高句麗）の子。
一説に仏教公伝（５５２年)とは、
国家間の公的な交渉として、29欽明天皇時代、百済から倭への仏教公伝。
その背景には、百済による「新羅征討の援軍要求」という強い思惑。
仏教の後押しをする「蘇我稲目」が登場し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。

11 宣化 4 539 飛鳥時代 29 欽明
きんめ
い

539
～
571

29欽明天皇は26継体天皇と毛白髪之郎女（たしらかのひめ）の子。
蘇我馬子は父蘇我稲目の子。飛鳥時代の政治家、貴族。
妻は物部弓削大連（物部守屋）の妹「太媛」。
太媛の父は物部守屋の異母弟石上贄古大連、母は物部守屋同母妹の布都姫。
54年間に渡り権勢を振るい、蘇我氏の全盛時代を築く。
兄弟は蘇我堅塩媛、蘇我小姉君、石寸名郎、弟境部摩理勢。皇后 石姫命。
子女は 箭田珠勝大兄皇子～30敏達天皇→31用明天皇→32崇峻天皇→33推古天皇4代
天皇。

12 欽明 1 540
大阪府史ｐ
199飛鳥時代

29 欽明
きんめ
い

539
～
571

皇后は石姫皇女。
子女は箭田珠勝大兄皇子、敏達天皇、用明天皇、推古天皇、崇峻天皇。
大伴金村・物部尾興・許勢臣持らを従えて難波の祝津宮に行幸する。
その時、大伴金村は任那の問題で住吉の宅を引退。

13 欽明 12 550 飛鳥時代 29 欽明
きんめ
い

539
～
571

蘇我馬子は、姉に蘇我堅塩媛（欽明天皇妃）、『日本書紀』では妹に蘇我小姉君（欽明天
皇妃）
蘇我馬子の子は、刀自古郎女、蘇我善徳、蘇我倉麻呂、蘇我蝦夷。蘇我入鹿、蘇我倉山
田石川麻呂は孫。また、娘に河上娘（崇峻天皇妃）、法提郎女（田村皇子妃）、刀自古郎
女（聖徳太子妃）など、外戚となって権力をふるった。蘇我馬子の生涯は、551～626年

14 欽明 12 550 飛鳥時代 29 欽明
きんめ
い

539
～
571

蘇我馬子の妻は、物部弓削大連（物部守屋）の妹（日本書紀）、『先代旧事本紀』天孫本
紀では物部鎌足姫大刀自（父物部守屋の異母弟石上贄古大連、母物部守屋同母妹の布
都姫）。

15 欽明 13 551 飛鳥時代 29 欽明
きんめ
い

539
～
571

蘇我稲目は、欽明13年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏
教を擁護。飛鳥時代の大臣。

実践報告42. 物部対蘇我氏の歴史年表

Ｎｏ.
和暦 天

皇
代

天皇名
天皇
名

天皇
在位
年

主　要　事　項

実践報告42.  物部対蘇我氏の歴史年表
Chronological Table to the history of Mr. Soga Monobe
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16 欽明 13 552 飛鳥時代 29 欽明
きんめ
い

539
～
571

『日本書紀』、百済（くだら）の聖明王（せいめいおう）から、釈迦仏の金剛像1体と仏具・経
典をセットにして贈られてきた。高句麗（こうくり）や新羅（しらぎ）に圧迫された百済として
は、日本との交易を密に、味方にする思惑が感じられる。

17 欽明 22 561
大阪府史ｐ
200
飛鳥時代

29 欽明
きんめ
い

539
～
571

難波大郡にて百済と新羅の使者の次席を定める時、新羅を百済の下に置き、新羅使者は
怒り、船に乗って帰国。

18 欽明 23 562
八尾市史ｐ
648
飛鳥時代

29 欽明
きんめ
い

539
～
571

蘇我堅塩媛は父蘇我稲目の子。欽明天皇の妃。蘇我稲目の娘。欽明2年(541)天皇の妃と
なり、橘豊日尊(用明天皇)、御食炊屋姫(推古天皇)など7男6女を生んだ。
蘇我小姉君は父蘇我稲目の子。欽明天皇の妃。蘇我稲目の娘、兄弟に蘇我馬子（男
性）、茨城皇子、葛城皇子、穴穂部間人。
任那（伽耶（かや、562年）は、古代に存在した朝鮮半島の南部地域で、日本政府、新羅に
ほろぼされる。

19 敏達 1 572 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

29欽明天皇と石媛命（いしひめ）の子。
皇后は 比呂姫、額田部皇女。
夫人は 老女子、菟名子。
子女は押坂彦人大兄皇子、竹田皇子、糠手姫皇女の3名ほか 。
現八尾市、敏達天皇即位に伴い、物部氏守屋は大連に任じられた。
物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。
用明・崇峻・推古の四代天皇にわたり大臣職で蘇我氏全盛時代を築いた。
仏教の信仰に篤く、富浦に日本最初の仏塔を造営した。

20 敏達 3 574 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

聖徳太子（敏達574 - 推古622年）、飛鳥時代の皇族。政治家。
橘豊日皇子と穴穂部間人皇女との間の子。
橘豊日皇子は蘇我稲目の娘堅塩媛を母、穴穂部間人皇女の母は同じく稲目の娘小姉
君。
厩戸皇子（聖徳太子）は蘇我氏と強い血縁関係。
馬子は593年大臣就き、30敏達天皇→31用明天皇→32崇峻天皇→33推古天皇4代天皇
に仕えた。

21 敏達 6 577 大阪市史ｐ47 30 敏達
びた
つ

572
～
585

百済王、経論・造仏工ら６人を献上、難波の大別王の寺に安置。

22 敏達 6 577
大阪府史ｐ
200

30 敏達
びた
つ

572
～
585

百済に派遣された使者大別王らが帰国のさい、百済王が経論と僧侶・造仏工ら６人を献上
したので、難波の大別王の寺に安置する。

23 敏達 12 583
大阪府史ｐ
200

30 敏達
びた
つ

572
～
585

百済から来日した日羅を難波宮に泊らせる、日羅は大和朝廷に行き、帰途再び泊って百
済の官人に暗殺される。

24 敏達 12 583 大阪市史ｐ47 30 敏達
びた
つ

572
～
585

百済から来日した日羅を難波宮に宿泊。

25 敏達 12 583
八尾市史ｐ
648
飛鳥時代

30 敏達
びた
つ

572
～
585

敏達天皇（583)勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿斗の桑市(大阪府八尾市)に
すまわす。
我が国最古寺院である日羅寺を建立した。

26 敏達 13 584 30 敏達
びた
つ

572
～
585

蘇我馬子、敏達天皇13年（584年）百済から来た鹿深臣が石像一体、佐伯連が仏像一体
を持っていた。それを馬子が請うてもらい受け、仏法に帰依し、石川宅に仏殿を造り、仏法
を広めた。

27 敏達 14 585 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

蘇我馬子、２月、馬子は病になり、卜者に占わせたところ「父の稲目のときに仏像が破棄さ
れた祟りである」と言われた。
天皇に仏法を祀る許可を得た。疫病が多くの死者を出した。
守屋は寺に向かい、仏殿を破壊し、仏像を海に投げ込ませた。
人々は「仏像を焼いた罪である」と言った。
８月、敏達天皇が崩御時、葬儀を行う殯宮で馬子と守屋は互いに罵倒した。

28 敏達 14 585 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

安倍臣目、物部贄子連とともに、阿斗の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在中の日羅のもと
に出向き、国政を問う。
その後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。

29 敏達 14 585 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

聖徳太子（厩戸皇子）は31用明天皇と穴穂部間人皇女(馬子の妹）の子。
改名は上宮厩戸、厩戸皇子、厩戸皇太子、摂政太子の4回。別名は 厩戸皇子、厩戸王、
上宮王、豊聡耳、上宮之厩戸豊聡耳命、法主王、豊耳聡聖、徳豊聡耳法大王、上宮太子
聖徳皇、厩戸豊聰耳聖徳法王の１０回。
諡号は 聖徳太子。官位は 摂政、皇太子。
主君は 用明天皇、崇峻天皇、推古天皇。
氏族は皇族、上宮王家。
兄弟は 聖徳太子(厩戸皇子)、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子と
酸香手姫皇女の７名。
妻は菟道貝蛸皇女、刀自古郎女、橘大郎女、膳大郎女の４名。
子は 山背大兄王、財王、日置王、白髪部王、長谷王、三枝王、伊止志古王、麻呂古王、
片岡女王、手島女王、春米女王、久波太女王、波止利女王、馬屋古女王野１４名

30 敏達 14 585 飛鳥時代 30 敏達
びた
つ

572
～
585

聖徳太子（厩戸皇子）、大和朝廷が日本の大部分に安定した支配権を確立したのは、第２
６代継体天皇とその子の第29代欽明天皇の時代。
その後は、欽明天皇の子の30代敏達天皇が立って、神道勢力と新興の仏教勢力の争い。
聖徳太子の生涯は574～622年。
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31 用明 1 585 飛鳥時代 31 用明
ようめ
い

585
～
587

29欽明天皇と蘇我小姉君（そがのおあねのきみ）の子。
御名は 池辺皇子。
異称は 大兄皇子、橘豊日命、橘豊日天皇。
皇后は 穴穂部間人皇女。
子女は 聖徳太子、来目皇子、殖栗皇子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酢香手姫
皇女の７名。
聖徳太子、敏達天皇崩御を受け、父・橘豊日皇子が即位した（用明天皇）。
この時期、仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部守屋とが激しく対立。

32 用明 1 586 飛鳥時代 31 用明
ようめ
い

585
～
587

第30代敏達天皇の次には、馬子の推す用明天皇（欽明天皇の子、母は馬子の妹が即位
した。
守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。
穴穂部皇子（欽明天皇の皇子）は炊屋姫（敏達天皇の后）を犯そうと欲して殯宮に押し入
ろうとしたが、三輪逆に阻まれた。怨んだ穴穂部皇子は守屋に命じて三輪逆を殺させた。

33 用明 2 587 飛鳥時代 31 用明
ようめ
い

585
～
587

聖徳太子（厩戸皇子）、父用明天皇は逝去。
皇位の争いに、馬子は、豊御食炊屋姫（敏達天皇の皇后）の詔を得て、
守屋が推す蘇我穴穂部皇子を誅殺し、
諸豪族、諸皇子（厩戸皇子含む）を集めて守屋討伐の大軍を起こした。
討伐軍は河内国渋川郡の守屋の館を攻めた。
軍事氏族である物部氏の兵は精強で、「稲城」を築き、頑強に抵抗した。
討伐軍は三度撃退した。
厩戸皇子は、白膠の木を切って四天王の像をつくり、戦勝を祈願して、
「勝利すれば仏塔をつくり仏法の弘通に努める」と誓った。
討伐軍は物部軍を攻め立て、守屋は迹見赤檮（とみのいちい）に射殺された。
軍衆は逃げ散り、大豪族であった物部氏は没落した。

34 用明 2 587 飛鳥時代 31 用明
ようめ
い

585
～
587

蘇我馬子、4月、用明天皇は病で、三宝（仏法）を信仰する群臣を諮った。
守屋と中臣勝海は反対。馬子は詔を奉ずべき、穴穂部皇子に豊国法師を来させた。
守屋は怒った、群臣の多くが馬子の味方であることを知り、河内国へ退いた。
守屋は穴穂部皇子を皇位につけようとしたが、同年6月、馬子が先手を打ち穴穂部皇子を
殺害。馬子は泊瀬部皇子（崇峻天皇）を皇位につけた。
しかし政治の実権は馬子が持ち、これに不満な崇峻天皇は馬子と対立した。

35 用明 2 587 飛鳥時代 32 崇峻
すしゅ
ん

587
～
592

32崇峻天皇は29欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ）の子。
御名は 泊瀬部皇子。
異称は 長谷部若雀天皇。
夫人は 小手子、河上娘(馬子の孫）、布都姫。
子女は 蜂子皇子、錦代皇女。

36 用明 2 587
八尾市史ｐ
648飛鳥時代

32
崇峻
馬子大臣

すしゅ
ん

587
～
592

蘇我馬子、守屋は蘇我穴穂部皇子を皇位にしたい。
馬子が先手を打ち穴穂部皇子を殺害。
同年7月、馬子は群臣に守屋を滅ぼすことを決め、大軍を挙兵した。
馬子軍は河内国渋川郡の守屋の居所を攻めるが軍事氏族の物部氏の兵は精強で稲城
を築いて頑強に抵抗し、馬子軍を三度撃退した。
廐戸皇子が四天王像を彫り戦勝祈願、馬子も寺塔を建立し、仏法を広めることを誓った。
馬子軍は奮起して攻勢をかけ、迹見赤檮が守屋を射殺し、勝利。
物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬子・聖徳太子の連合軍と戦う。
物部氏滅亡。蘇我河上娘の父は蘇我馬子. 夫は崇峻天皇。

37 用明 2 587
大阪府史ｐ
200飛鳥時代

32
崇峻
馬子大臣

すしゅ
ん

587
～
592

王位継承に絡んで物部守屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内渋川郡阿都から北方の衣摺
に退いて防戦したが射殺される。
捕鳥部万は、守屋の難波宅を守っていたが、これを放棄して逃亡する。
四天王寺を玉造の岸に建て始める。

38 用明 2 587
大阪市史ｐ47
飛鳥時代

32 崇峻
すしゅ
ん

587
～
592

守屋合戦。瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、
廃仏派の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待っ
て、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の主
戦場である。四天王寺を玉造の岸に建て始める。

39 崇峻 1 588
大阪府史ｐ
200
飛鳥時代

32 崇峻
すしゅ
ん

587
～
592

崇峻天皇、馬子は善信尼らを百済へ留学させた。
瓦窯がは始まる。百済、仏舎利を献じ、僧侶・寺工・瓦博士などを贈る。

40 崇峻 5 592 飛鳥時代 33
推古
女帝

すいこ
593
～
628

推古天皇は29欽明天皇と蘇我堅塩媛（そがのきたしひめ）の子。（用明天皇の妹）。
御名は 額田部皇女。
異称は 豊御食炊屋比売命、豊御食炊屋姫尊。
皇配は　30敏達天皇。
子女は 菟道貝蛸皇女、竹田皇子、小墾田皇女、尾張皇子、田眼皇女。

41 崇峻 5 592
大阪府史ｐ
200
飛鳥時代

33
推古
女帝

すいこ
593
～
628

蘇我馬子は東漢直駒に天皇を殺される。
政治家の馬子が実権、崇峻天皇は不満の発言を知り、天皇の殺害を決意した。
同年11月、馬子は東国から調があると偽って、東漢駒に崇峻天皇を殺害させた。
その後、東漢駒は馬子の娘（河上娘）を奪って妻とした。
怒った馬子は東漢駒も殺害。
馬子は皇太后であった天皇家史上初女帝を即位させ、推古天皇とした。

42 崇峻 5 592
大阪府史ｐ
200
飛鳥時代

33
推古
女帝

すいこ
593
～
628

聖徳太子（厩戸皇子）、馬子は東漢駒（やまとのあやのこま）に崇峻天皇を暗殺させた。
その後、馬子は豊御食炊屋姫（推古天皇）を皇位につけた。
ゆかりの寺院は、四天王寺・法隆寺（斑鳩寺）・斑鳩寺（播磨）・太子建立七大寺。
他に河内三太子（叡福寺、野中寺、大聖勝軍寺は、上之太子（かみのたいし）、中之太子
（なかのたいし）、下之太子（しものたいし）と呼ばれ、「河内三太子」と総称。
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43 推古 1 593
大阪府史ｐ
200　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

四天王寺を難波荒陵の地に創建を開始。
廐戸皇子を皇太子とし、摂政とする。
厩戸皇子（聖徳太子）が皇太子になり摂政となった。
馬子は聖徳太子と合議して政治運営し、まず仏教を奨励した。
次に、冠位12階や17条憲法を定めて中央集権化を進めた。
さらに、遣隋使を派遣して隋の社会制度や学問を輸入した。
593年大臣就き、33推古天皇を仕えた。

44 推古 1 593
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

聖徳太子、摂政となる。四天王寺創建、守屋の所領施入（寺や神社に財物を献上）。
厩戸皇子は皇太子となり、4月摂政となり、馬子と共に天皇を補佐した。
厩戸皇子は物部氏との戦いの際の誓願を守り、摂津国難波に四天王寺を建立した。

45 推古 2 594
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

大聖勝軍寺創建は、この地は渋川の阿刀（あと）と呼ばれた。
我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対した物部守屋の別宅があった。
仏教興隆の詔を発した。

46 推古 3 595 飛鳥時代 33 推古女帝 すいこ
593
～
628

聖徳太子、高句麗の僧慧慈が渡来した。
太子の師となり「隋は官制が整った強大な国で仏法を篤く保護している」と太子に伝えた。

47 推古 4 596
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

蘇我馬子、蘇我氏の氏寺である飛鳥寺を建立した。

48 推古 8 600
大阪府史ｐ
201　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

倭国の使者、隋の都興城〔長安）に到る。
聖徳太子（厩戸皇子）、新羅征討の軍を出し、調を貢ぐことを約束させる。

49 推古 11 603 飛鳥時代 33 推古女帝 すいこ
593
～
628

聖徳太子（厩戸皇子）、いわゆる冠位十二階を定めた。氏姓制ではなく才能を基準に人材
を登用し、天皇の中央集権を強める目的。

50 推古 12 604
大阪府史ｐ
201　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

廐戸皇子（聖徳太子）、憲法17条を作る。
聖徳太子（厩戸皇子）、（『日本書紀』）いわゆる十七条憲法を制定した。豪族たちに臣下と
しての心構えを示し、天皇に従い、仏法を敬うことを強調。

51 推古 15 607
大阪市史ｐ47
飛鳥時代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

河内国に戸刈池・依網池を造営。小野姉子を隋に派遣。

52 推古 15 607
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

小野姉子、隋に派遣。小野妹子、鞍作福利を使者とし随に国書を送った。翌年、返礼の
使者である裴世清が訪れた。

53 推古 16 608
大阪府史ｐ
201　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

隋使の来日をひかえて、新館を難波の高麗館のほとりに造る。
隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてなす。

54 推古 16 608
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

隋使裴世清、小野姉子とともに来朝。

55 推古 23 615 飛鳥時代 33 推古女帝 すいこ
593
～
628

聖徳太子（厩戸皇子）、厩戸皇子は仏教を厚く信仰し、615年までに三経義疏を著した。

56 推古 28 620 飛鳥時代 33 推古女帝 すいこ
593
～
628

蘇我馬子、聖徳太子と共に「天皇記」「国記」「臣連伴造国造百八十部併公民等本記」を
記す。

57 推古 30 622 飛鳥時代 33 推古女帝 すいこ
593
～
628

聖徳太子（厩戸皇子）が死去した。
馬子は聖徳太子と協調した一方、聖徳太子の進めた天皇権力の強化を警戒していた。
推古天皇は、斑鳩宮で倒れた厩戸皇子の回復を祈りながらの厩戸皇子妃・膳大郎女が2
月21日に没し、その後。追うようにして翌22日、厩戸皇子は亡くなった。
聖徳太子の名称は没後100年以上を経て天平勝宝3年（751年）である。

58 推古 31 623
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

蘇我馬子、新羅の調を催促するため境部雄摩侶を大将軍（数万の軍）を派遣。
新羅は戦わずに朝貢した。

59 推古 34 626
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

33 推古女帝 すいこ
593
～
628

蘇我馬子、死去。
葬られた桃原墓は、奈良県明日香村島之庄の石舞台古墳だとする説が有力。
また、同古墳の西数百mの位置にある島庄遺跡が、邸宅の一部とする説。

60 舒明 2 630
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

34 舒明
じょめ
い

629
～
641

30敏達天皇の子である押坂彦人大兄皇子と糠手姫皇女（ぬかでひめのみこ）の子。
皇后は 宝姫王（35皇極天皇）。
夫人は 法提郎女。
子女は 古人大兄皇子、38天智天皇、間人皇女、40天武天皇、蚊屋皇子。
隋使の来日をひかえて、新館を難波の高麗館のほとりに造る。
隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてなす。

61 皇極 2 643
大阪府史ｐ
201　飛鳥時
代

35 皇極女帝
こう
ぎょく

642
～
645

34舒明天皇の皇后。茅淳王と吉備姫王の子。
御名は寶女王。
異称は 天豊財重日足姫尊。
皇配は 高向王、29舒明天皇。
子女は 漢皇子、38天智天皇、間人皇女、40天武天皇の4名。
厩戸皇子（聖徳太子）の子である山背大兄王は蘇我馬子に滅亡。
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62 大化 1 645
大阪府史ｐ
202　飛鳥時
代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

茅淳王（ちぬのみこ）と吉備姫王（きびひめのおおきみ）の子。
35皇極天皇女帝の弟。
御名は 軽。
異称 は天万豊日天皇。
皇后は 間人皇女。
子女は 有間皇子。
持統天皇父：天智天皇母：蘇我 遠智娘。誕生の年､大化の改新を起す。
40天武天皇崩後、称制は天皇の職務を代行、草壁皇子の地位の確保に努めた。
中大兄、中臣鎌子、蘇我倉山田石川麻呂らが、飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿を斬殺する。

63 大化 1 645
八尾市史ｐ
648　飛鳥時
代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

大化改新、大化の改新は孝徳天皇に発布され、政治的改革。
中大兄皇子（後の天智天皇）らが蘇我入鹿を暗殺し、蘇我氏本宗家を滅亡後に行った（暗
殺事件を大化改新と呼ぶ）。
天皇の首都を飛鳥から難波宮に移し、
蘇我氏を中心とした政治から天皇中心の政治への転換点。
大化は日本最初の元号で、国の起源の時代。
難波宮に遷都。

64 大化 5 649
大阪府史ｐ
202　飛鳥時
代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

聖徳太子（厩戸皇子）、冠位１９階を制定する。
蘇我倉山田石川麻呂は謀反の疑いをかけられ、山田寺で自殺する。
蘇我倉山田石川麻呂は飛鳥時代の豪族。蘇我馬子の子である蘇我倉麻呂の子で、蘇我
蝦夷は伯父、蘇我入鹿は従兄弟に当たる。兄弟に日向・赤兄・連子・果安。

65 白雉 2 651
大阪府史ｐ
202　飛鳥時
代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

新羅の貢調史を、唐服着装を理由に追放する。

66 白雉 3 652
八尾市史ｐ
648飛鳥時代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

難波宮完成。

67 白雉 4 653
大阪府史ｐ
202飛鳥時代

36 孝徳 こうとく
645
～
654

中大兄、天皇の反対を無視して、皇祖母尊・間人皇后らを卒して飛鳥河辺行宮に遷する。

68 斎明 6 660
大阪府史ｐ
203飛鳥時代

37 斎明女帝
さいめ
い

655
～
661

孝徳天皇が亡くなり、重祚(ちょうそ)して斎明天皇となる。
斎明4年(658)、孫の建王(たけるおう)が亡くなる。
37斎明天皇女帝は皇極天皇は孝徳天皇の死後。
皇極天皇の場合は子の中大兄皇子の政治的思惑による時間稼ぎ。
皇極は孝徳天皇の死後、再び皇位に就く、
女帝皇配は 高向王、舒明天皇。子女は 漢皇子、天智天皇、間人皇女、天武天皇。
宮廷を難波宮に移し、百済救援軍の準備を進める。
百済救援軍の準備を進める。百済からの軍事援助を求める

69 斎明 6 660
八尾市史ｐ
648

37 斎明女帝
さいめ
い

655
～
661

百済国滅亡。

70 斎明 7 661
大阪市史ｐ47
飛鳥時代

37 斎明女帝
さいめ
い

655
～
661

斎明天皇、百済救援のため難波を出発。

71 斎明 7 661
白鳳・奈良時
代、

38 天智 てんじ
668
～
671

皇后は倭姫王（異母兄・古人大兄皇子の娘）。
夫人は越道伊羅都女。
子女は大田皇女、鸕野讃良皇女、建皇子、御名部皇女、阿閇皇女、山辺皇女、明日香皇
女、新田部皇女、志貴皇子、大友皇子、阿閇皇子、阿雅皇女、川島皇子、大江皇女、泉
皇女、水主皇女の１６名。
皇后との間に皇子女は無。

72 斎明 7 661
大阪府史ｐ
203白鳳・奈
良時代、

38 天智 てんじ
668
～
671

舒明天皇と皇極天皇の子。
皇后は異母兄・古人大兄皇子の娘・倭姫王
夫人は伊賀采女（いがのうねめ）
子女は大田皇女、鸕野讃良皇女、建皇子、御名部皇女、阿閇皇女、山辺皇女、明日香皇
女、新田部皇女、志貴皇子、大友皇子、阿閇皇子、阿雅皇女、川島皇子、大江皇女、泉
皇女、水主皇女乃16名。
皇后との間に皇子女は無。
百済救援のため難波を出発。朝倉宮で崩御、中大兄、称制し百済救援の指揮をとる。

73 天智 1 662
大阪府史ｐ
203白鳳・奈
良時代、

38 天智 てんじ
668
～
671

蘇我遠智娘（おちのいらつめ）は飛鳥時代の豪族蘇我氏の蘇我倉山田石川麻呂（蘇我入
鹿のいとこ）の娘。またの名を造媛、美濃津子娘とも伝えられている。
遅くとも、大化の改新以前（644年説）に中大兄皇子（後の３８代天智天皇）に嫁した。
阿雲連比羅夫、豊樟を百済に送り即位させる。

74 天智 2 663
大阪市史ｐ47
大阪府史ｐ
203

38 天智 てんじ
668
～
671

日本・百済軍、唐・新羅軍と白村江でに戦に大敗する。
蘇我姪娘（めいのいらつめ）は、蘇我倉山田石川麻呂の娘。
天智天皇の妃、御名部皇女と阿閇皇女（後の元明天皇）を生む。
姉には天智天皇の妃（遠智娘）がいる。天智天皇の妃となる。
蘇我赤兄の娘常陸娘・天武天皇に嫁い 。

75 天智 2 663
八尾市史ｐ
648

38 天智 てんじ
668
～
671

朝鮮半島の白村江の戦で日本軍、倭国・百済遺民の連合軍と唐の水軍・新羅連合軍に破
れる。

76 天智 3 664
大阪府史ｐ
203
大阪市史ｐ47

38 天智 てんじ
668
～
671

朝鮮半島の白村江の戦で日本軍、倭国・百済遺民の連合軍と唐の水軍・新羅連合軍に破
れる。

77 天智 6 667
大阪府史ｐ
203飛鳥時代

38 天智 てんじ
668
～
671

高安城を築く。都を近江大津に遷す。
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78 天智 6 667
八尾市史ｐ
648　白鳳・奈
良時代

38 天智 てんじ
668
～
671

近江大津宮に遷都。倭国高安城を築く。

79 天智 8 669
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

38 天智 てんじ
668
～
671

天皇、高安山に登る。この冬高安城を修築し、畿内の田税を収む。

80 天智 9 670
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

38 天智 てんじ
668
～
671

高安城を築し穀と塩を積む 。

81 天智 10 671
大阪府史ｐ
204白鳳・奈
良時代

39 弘文
こうぶ
ん

671
～
672

38天智天皇と伊賀采女（いがのうねめ）の子。
蘇我遠智娘（持統天皇母）。夫人は 十市皇女。
子女は 葛野王。
大友皇子を太政大臣に任ずる。
大海人皇子を、出家して吉野へ出発する。
天皇、近江宮で崩御。

82 天武 1 672
大阪府史ｐ
204白鳳・奈
良時代

40 天武 てんむ
673
～
686

34舒明天皇と37斉明天皇の子。
39天智天皇の息子である39弘文天皇を滅ぼして即位。
皇后は鸕野讃良皇女（持統天皇）。
夫人は 藤原氷上娘、藤原五百重娘、蘇我大蕤娘。
子女は草壁皇子、高市皇子、舎人親王。
坂本財ら、高安城を占拠する。大海人皇子、吉野を脱出して東国に向かい、「壬申の乱」
起こる。
近江軍大敗し、大友皇子、山前で自殺する。

83 天武 1 672
大阪市史ｐ47
白鳳・奈良時
代

40 天武 てんむ
673
～
686

皇后は鸕野讃良皇女（持統天皇）、夫人は 藤原氷上娘、藤原五百重娘と蘇我大蕤娘。子
女は草壁皇子、高市皇子と舎人親王の３名。
壬申の乱（じんしんのらん・672年）始まる。
壬申の乱とは天武天皇に起きた日本古代最大の内乱。

84 天武 1 672
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

40 天武 てんむ
673
～
686

「壬申の乱」起る。高安城の税倉を焼く。

85 天武 2 673

大阪府史ｐ
204
大阪市史ｐ47
白鳳・奈良時
代

40 天武 てんむ
673
～
686

新羅からの賀謄極使金承元を難波で饗応する。

86 天武 4 675

大阪府史ｐ
204
大阪市史ｐ48
白鳳・奈良時
代

40 天武 てんむ
673
～
686

新羅の王子忠元を難波に迎える。天皇は高安城に行幸。

87 天武 8 679
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

40 天武 てんむ
673
～
686

竜田山、大坂山に関を置く。難波に羅城を築く。

88 朱鳥 1 686
大阪府史ｐ
204白鳳・奈
良時代

41 持統女帝 じとう
686
～
697

38天智天皇と蘇我遠智娘（おちのいらつめ）の子
子女は草壁皇子。
持統天皇は天武天皇の皇后。
天武天皇崩御、大津皇子、謀反の理由に捕まえられ自害。

89 朱鳥 1 686
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

41 持統女帝 じとう
686
～
697

難波宮焼ける。

90 持統 3 689
八尾市史ｐ
648

41 持統女帝 じとう
686
～
697

天皇、高安城に行幸。

91 持統 6 692
大阪市史ｐ48
白鳳・奈良時
代、

41 持統女帝 じとう
686
～
697

難波館で新羅使級飡朴億徳を饗応する。

92 持統 8 694
八尾市史ｐ
648

41 持統女帝 じとう
686
～
697

藤原宮に遷都。
都は飛鳥の地から、藤原の地へと遷る。
中国の都に学んだ日本最初の都城・藤原京の誕生。

93 文武 2 698
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

42 文武 もんむ
697
～
707

38天智天皇と41持統天皇女帝の子。
御名は 珂瑠（軽） 。
異称は 倭根子豊祖父天皇、天之眞宗豊祖父天皇。
夫人は 藤原宮子。
子女は 首皇子（45聖武天皇）。草壁皇子（くさかべのみこ）との子。
高安城修築。大宝律令制定。高安城廃止。7世紀に河内国が成立。

94 文武 3 699
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時

42 文武 もんむ
697
～
707

高安城修築。

95 大宝 1 701
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

42 文武 もんむ
697
～
707

大宝律令制定。高安城を廃止。

96 大宝 2 702
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

42 文武 もんむ
697
～
707

遺唐使復活。栗田眞人唐へ行く。

－ 261 －



97 大宝 3 703
大阪市史ｐ48
白鳳・奈良時
代

42 文武 もんむ
697
～
707

難波館で新羅使節を饗応。

98 慶雲 4 707
白鳳・奈良時
代

43 元明女帝
げんめ
い

707
～
715

38天智天皇と蘇我姪娘（蘇我馬子の孫）の子。
42文武天皇の母。
草壁皇子の皇后、異名： 阿閉（あへ）皇女。
子女は42文武天皇、44元正天皇、吉備内親王。

99 和銅 3 709
大阪府史ｐ
206白鳳・奈
良時代

43 元明女帝
げんめ
い

707
～
715

畿内、近江の百姓が浮浪人らを容隠することを禁止する。

100 和銅 3 710
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

43 元明女帝
げんめ
い

707
～
715

畿内、近江の百姓が浮浪人らを容隠することを禁止する。

101 和銅 5 712
八尾市史ｐ
648白鳳・奈
良時代

43 元明女帝
げんめ
い

707
～
715

河内国高安烽を廃止して高見烽を置く。
元明天皇、高安城に行幸。古事記できる。

102 霊亀 1 715
八尾市史ｐ
649白鳳・奈

良時代
44 元正女帝

げん
しょう

715
～
724

草壁皇子と43元明天皇の子（文武天皇の妹）。
異称 日本根子高瑞浄足姫天皇。
国郡里から国郡郷にかわる。

103 霊亀 2 716

西淀川区史
ｐ498、

白鳳・奈良時
代

44 元正女帝
げん
しょう

715
～
724

『続日本紀』「摂津国をして”大隅島と姫嶋”ノ罷めしめ、佰姓（ひやく）これを佃食（たつく
り）ふ事を聴（ゆずる）す」の姫嶋の記録がある。
奈良時代に、百姓の開墾が許可され、放牧地ではなくなったようである意味。
日本書紀にも掲載。

104 霊亀 2 716
八尾市史ｐ
649白鳳・奈

良時代
44 元正女帝

げん
しょう

715
～
724

河内の国を分割。大鳥郡、和泉郡、日根郡を割いて和泉監を分立させた。
７４０年まで和泉監を置く。

105 養老 4 720
大阪府史ｐ
207白鳳・奈

良時代
44 元正女帝

げん
しょう

715
～
724

河内国の堅下と堅上郡を合併して大県郡とした。

106 養老 7 723
八尾市史ｐ
649白鳳・奈

良時代
44 元正女帝

げん
しょう

715
～
724

三世一身法を定む。
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天
皇
代

天皇名
他

年 八尾市、渋川・樟本神社の関連事項

古
墳

時
代

26 継体 507 大伴金村、任那の四県を百済に割譲。筑柴国造磐の乱。

27 安閑 532
伽耶国532年滅亡。
国の表記：新羅は伽耶・加耶、中国・日本は加羅又は任那。

28 宣化 538
百済の聖明王から倭への仏教公伝。
仏教の後押しをする「蘇我稲目」が登場し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。

29 欽明 539

蘇我氏の全盛時代を築く。
大伴金村は任那（伽耶）の問題で住吉宅を引退。
562年は、古代朝鮮南部地域で、日本政府、新羅に滅される。
高句麗や新羅に圧迫された百済は、日本との交易を密。
蘇我馬子の生涯は、551～626年。

30 敏達 572
572年、蘇我 馬子は、敏達天皇即位の年(572)、大臣となる。以後、用明・崇峻・推古の四代
にわたり大臣職にあり、蘇我氏全盛時代を築いた

30 敏達 577

物部氏は日本に伝来した仏教に強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立。
富浦に日本最初の仏塔を造営。
厩戸皇子（聖徳太子）は蘇我氏と強い血縁関係。
百済から来日した日羅を難波宮に宿泊。
我が国最古寺院の日羅寺を建立。
蘇我馬子は仏法に帰依し、石川宅に仏殿を造り、仏法を広めた。
守屋は寺に向かい、仏殿を破壊し、仏像を海に投げ込ませた。
聖徳太子の生涯は574～622年。

30 敏達 581 隋581年建国。

31 用明 585

仏教の受容を巡って崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部守屋とが激しく対立。
聖徳太子（厩戸皇子）、討伐軍は河内国渋川郡の守屋の館を攻めた。
軍事氏族である物部氏の兵は精強で、「稲城」を築き、頑強に抵抗した。
討伐軍は三度撃退した。
厩戸皇子は、白膠の木を切って四天王の像をつくり、戦勝を祈願して、勝利すれば仏塔を
つくり仏法の弘通に努める」と誓った。
討伐軍は物部軍を攻め立て、物部守屋は迹見赤檮（とみのいちい）に射殺された。
軍衆は逃げ散り、大豪族であった物部氏は没落した。
物部守屋の生涯は生年不詳 - 587年。

32 崇峻 587

蘇我馬子はよく聖徳太子と対比されることが多い。
 権力を独占したい蘇我馬子と聖徳太子（敏達天皇3（574）年～- 推古天皇30（622）年）
王位継承に絡んで物部守屋と蘇我馬子が戦い。
守屋は河内渋川郡阿都から北方の衣摺に退いて防戦したが射殺される。
捕鳥部万は、守屋の難波宅を守っていたが、これを放棄して逃亡する。
崇峻天皇、馬子は善信尼らを百済へ留学させた。
瓦窯がは始まる。
百済、仏舎利を献じ、僧侶・寺工・瓦博士などを贈る。

32 崇峻 589 五湖十六國時代589年滅亡

33
推古
第1女

帝
592

四天王寺を難波荒陵の地に創建を開始。
廐戸皇子（聖徳太子）を皇太子とし、摂政とする。
厩戸皇子（聖徳太子）が皇太子になり摂政となった。
馬子は聖徳太子と合議して政治運営し、まず仏教を奨励した。
次に、冠位12階や17条憲法を定めて中央集権化を進めた。
さらに、遣隋使を派遣して隋の社会制度や学問を輸入した。
大聖勝軍寺創建は、この地は渋川の阿刀（あと）と呼ばれた。
我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対した物部守屋の別宅があった。
新館を難波の高麗館。
隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてなす。
蘇我馬子は崇峻天皇を暗殺させ，蘇我稲目の孫にあたり，敏達天皇の妃であった炊屋姫
（かしきやひめ）を推古天皇とした。

実践報告43.　蘇我氏時代の国際関係と歴史変遷
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～
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高
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麗
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～
6
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五
湖
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5
8
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飛
鳥
時
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隋
　
　
5
8
1
～
6
1
8
年

実践報告43.  蘇我氏時代の国際関係と歴史変遷
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33 推古 618 唐618年建国。

隋使の来日をひかえて、新館を難波の高麗館のほとりに造る。
隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてなす。

35
皇極
第2女

帝
643

子女は 漢皇子、38天智天皇、間人皇女、40天武天皇の4名。
厩戸皇子（聖徳太子）の子である山背大兄王は蘇我馬子に滅亡。

36 孝徳 645

草壁皇子の地位の確保に努めた。
中大兄、中臣鎌子、蘇我倉山田石川麻呂らが、飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿を斬殺する。
大化の改新は孝徳天皇に発布され、政治的改革。
大化は日本最初の元号で、国の起源の時代。
難波宮に遷都。聖徳太子（厩戸皇子）、冠位１９階を制定。

37
斎明
第2女

帝
660

宮廷を難波宮に移し、百済救援軍の準備を進める。
百済救援軍の準備を進める。
百済からの軍事援助を求める。
斎明天皇、百済救援のため難波を出発。
百済660年滅亡。

38 天智 661

百済救援のため難波を出発。朝倉宮で崩御、中大兄、称制し百済救援の指揮をとる。
阿雲連比羅夫、豊樟を百済に送り即位させる。
朝鮮半島の白村江の戦で日本軍、倭国・百済遺民の連合軍と唐の水軍・新羅連合軍に破
れる。
天皇、高安山に登る。
この冬高安城を修築し、畿内の田税を収む。

38 天智 668 高句麗668年滅亡

39 弘文 671
大友皇子を太政大臣に任ずる。
大海人皇子を、出家して吉野へ出発する。
天皇、近江宮で崩御。

40 天武 672

坂本財ら、高安城を占拠する。
大海人皇子、吉野を脱出して東国に向かい、「壬申の乱」起こる。
壬申の乱とは天武天皇に起きた日本古代最大の内乱。
新羅の王子忠元を難波に迎える。
天皇は高安城に行幸。

41
持統
第3女

帝
686

持統天皇は天武天皇の皇后。
天武天皇崩御、大津皇子、謀反の理由に捕まえられ、自害させられる。
難波宮焼ける。
天皇、高安城に行幸。
難波館で新羅使級飡朴億徳を饗応する。
藤原宮に遷都。都は飛鳥の地から、藤原の地へと遷る。
中国の都に学んだ日本最初の都城・藤原京の誕生。

42 文武 698

天武天皇と持統天皇の子。
草壁皇子（くさかべのみこ、皇位につくことなく死去）の子。
高安城修築。宝律令制定。
高安城廃止。
7世紀に河内国が成立。
大宝律令制定。
高安城を廃止。
遺唐使復活、栗田眞人唐へ行く。
難波館で新羅使節を饗応。

43
元明
第4女

帝
707

畿内、近江の百姓が浮浪人らを容隠することを禁止する。
河内国高安烽を廃止して高見烽を置く。
元明天皇、高安城に行幸。古事記できる。

44
元正
第5女

帝
716

河内の国を分割。大鳥郡、和泉郡、日根郡を割いて和泉監を分立させた。
７４０年まで和泉監を置く。
河内国の堅下と堅上郡を合併して大県郡とした。
三世一身法を定む。

白
鳳
・
奈
良
時
代

渤
海
6
6
9
～
9
2
6
年

唐
6
1
8
～
9
0
7
年

34 舒明 630
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45 聖武 724

蝦夷反乱する。初めて難波宮に行幸。
河内交野郡に久修園院の工事開始。
河内茨田郡高瀬里に高瀬橋院と同尼院が起工。天皇、河内知識寺から遷る。
河内国分寺建立とは、聖武天皇の発願によって建立された国分寺のうち、河内国に建立。
難波宮の東西桜殿に僧３００人を請じて大般若経を読ませる。
天皇、渋河を通り河内国知識寺行宮に立ち寄る。
遺新羅使、難波を出発。
渤海使、初めて来日。
百済王一族、河内交野郡移住する。
新羅の金泰廉を難波館で饗応。
日本の兵船３００艘、新羅の東辺を襲う。
遺唐の四船、難波津から進発。
インド僧菩提僊那・林邑僧仏徹ら摂津に到る。

47 淳仁 758 僧鑑真、唐招提寺を建立。恵美押勝の乱。

48
称徳女

帝
764

淳仁天皇追放後、孝謙天皇が重祚し、藤原安宿媛（光明皇后）と聖武天皇の子。
第46代孝謙 （こうけん） 第48代 称徳天皇が重祚, 女帝。
聖武天皇の第2皇女。
藤原仲麻呂の逆謀が発覚し、近江で誅殺される。
弓削行宮・弓削寺行幸、道鏡、大政大臣師となる。河内職を河内国に復帰。
河内国大風雨、茨田提・渋川提・志紀郡などでも決壊す。

49 光仁 770
天智天皇の子である施基王の子。施基皇子と紀椽姫の子。
河内国大風雨、茨田提・渋川提・志紀郡などでも決壊す。
道鏡、下野国で死すと奏上。

50 桓武 781

光仁天皇と高野新笠（たかののにいがさ）の子。
高野新笠＝49光仁天皇の子。
高野新笠父の和乙継は百済系の渡来人。
高安を舞台とした能曲［井筒］。
和気清磨、河内川を海に流さんと計画。

51 平城 806
高安を舞台とした能曲［井筒］。
第５1代と５2代の両親は同じ。

52 嵯峨 809
平城天皇の同母弟になります。
この時代は親王に「仁」という字を付ける風習。
高安を舞台とした能曲［井筒］。

53 淳和 823
桓武天皇と藤原旅子の子。
僧壱演、薗光寺・水呑地蔵建立すと伝える。
大風雨のため摂津・河内国で堤防を決壊。

54 仁明 833
嵯峨天皇と皇后橘嘉智子の子。
四天王寺五重塔、落雷のため倒壊し、聖徳太子霊髪が盗まれる。翌年、返却。

55 文徳 850
八十島祭を行う。畿内の各地で水害。
住吉神社に僧侶を派遣して金剛般若経などを転読させ、兵乱追捕を祈らせる。

56 清和 856
文徳天皇と藤原明子の子。
河内国飢餓。

57 陽成 876 清和天皇と藤原高子の子

58 光孝 884
５４代仁明天皇と藤原澤子の子。
八十島祭

59 宇多 887
光孝天皇と班子女王（はんしじょうおう。武天皇の孫）の子。
大地震のため摂津国に津波の被害。

統
一
新
羅

平
安
時
代
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60 醍醐 897

菅原道真を大宰府に左遷。
延喜（えんぎ:901～923年）。日本の元号の一つ。
昌泰の後、延長の前。延喜式（えんぎ-しき）は、平安中期の律令の施行細則（５０巻）。
藤原時平らが醍醐天皇の命により編纂を始め、時平の死後藤原忠平らにより927年完成。
河内大江御厨設立。
延喜式〔967年から施行〕。
延喜式神名帳は、延喜式（巻9・10）のことで、当時『官社』で全国の神社一覧の意味。
延喜式内社、または単に式内社（しきないしゃ）、式社（しきしゃ）といい、一種の社格であ
る。
延喜式完成。
渋川神社はこの時期以前に創建乃可能性。
河内国若江郡に渋川神社二座とあって古代より渋川神社として祭祀されていた。
高麗(918～1392年、約４7４年）。

60 醍醐 907 唐907年滅亡

60 醍醐 926 渤海926年滅亡

61  朱雀 930
八十島祭。摂津国司の過怠のため住吉神社社司が設営。
第６1代と第６2代の両親は同じ。
平将門の乱。四天王寺焼亡。

61  朱雀 935 統一新羅滅亡

62 村上 946
延喜式施行年。
弘仁式・貞観式を踏まえて編まれたもので、のちの律令政治の基本法となった。

代

五
代
十
国

9
0
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～

9
6
0

高麗918～1392
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西暦

時代 年 月 年

1 42
黎明期、第11代垂仁（すいにん）天皇在位は前29～70年。弁韓滅亡（42年）した。駕洛
（～532年、約5００年間）。日本は、古墳と大和の２時代。

2 42

黎明期、第11代垂仁（すいにん）天皇在位は前29～70年。駕洛（からく）国（42～532年
の500年間）は、金官伽耶（かや）・金官加羅・任那加羅、前身は『三国志』の狗邪韓国
ともいう。駕洛国始祖・金首露(スロ）王は、『三国遺事』によれば、亀旨峰の6個の金の
卵から、西暦42年に生まれたとされる。王妃はインドの阿踰陀国（古代インドのアユダ
国）の王女と伝わる許黄玉とされる。

3 57
黎明期、第11代垂仁（すいにん）天皇在位は前29～70年。倭（日本）の奴国王が後漢
に使者

4 景行 71
黎明期、第12代景行（けいこう）天皇在位は71～130年、垂仁天皇と氷羽洲比売命（ひ
ばすひめ）の子。

5 140 八尾市史ｐ648
黎明期、第13代成務（せいむ）天皇在位は 131～190年、景行天皇と八坂之入日売命
（やさかいりひめ）の子。140～188年。後漢の垣・霊両帝の間、倭国に大乱。

6 158

天之日矛（天日槍）は、『古事記』、『日本書紀』に見える新羅の王子である。妻が逃げ
た事を聞き、追い渡って難波（あるいは姫島）に入ろうとしたが、難波の渡しの神にさえ
ぎられ、上陸できなかった。この神は、「住吉の神」だと思われる。『住吉大社神代記』に
は、子神として赤留比賣命神（(あかるひめのみことのかみ)の名がある

7 174
新羅第8大王のアダルラ 阿逹羅王、154～184]は、新羅第7大王、声王(逸聖王)の長
男、性（朴）.原名アダルライサグム(阿逹羅尼師今)。新羅と百済の両国の間が悪くなっ
た。調停役として、174年倭国（日本）の女王（卑彌呼）が使臣を送った。

8 192
黎明期、第14代仲哀（ちゅうあい）天皇在位は192～200年、日本武尊と布多遅能伊理
毘売命（ふたじのいりひめ）の子。

9 200

黎明期、第14代仲哀（ちゅうあい）天皇在位は192～200年。神功皇后在位は200～270
年、仲哀天皇の皇后。姫嶋では新羅皇子である「天日矛」の妻である阿迦留姫（あかる
ひめ）との伝説がある。花川・御幣島・佃には、三韓出征および凱旋時の伝説。神功皇
后は大三輪（おおみわ）の神に剣と矛を奉り、諸国に命令して兵と船を集め筑紫（ちく
し）で兵を整えた。皇后は男装し神に戦勝を祈って船団を組み、住吉大神（大阪市住
吉区住吉）の荒御魂（あらみたま）を召して先鋒とした。

10 200

黎明期、神功皇后（じんぐう）在位200-270年は、天皇の 急死（仲哀9年、西暦200年）
後、住吉大神の神託により、お腹に子供（のちの応神天皇）を宿したまま海を渡った。
その時、神功皇后は何もしないのに、海の魚たちは船団を背負って運び、順風が吹
き、浪は新羅の半ばまで押しあがり、朝鮮半島に上陸して新羅の国を攻めた。すなわ
ち、新羅征討である。

11 239 八尾市史ｐ648

黎明期、神功皇后在位200-270年。景初239年。邪馬台国女王の卑弥呼。魏に遺使。
女王卑弥呼は大夫難升米らを遣わし、魏に入貢した。明帝は卑弥呼に金印紫綬を授
け、 さらに銅鏡100枚（面）を下賜品として与えたという。 この「卑弥呼の鏡」が現在三角
縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)呼ばれている。

12 270
古墳時代、第15代応神（おうじん）天皇在位は270～310年、仲哀天皇と神功（じんぐう）
皇后の子。

13 372 大阪府史ｐ198

古墳時代、第16代仁徳（にんとく）天皇在位は313～399年、応神天皇と仲姫之命（なか
つひめ）の子。大伴金村、任那は古代に存在した朝鮮半島の南部地域」の四県（任那
の上多利・下多利・娑陀・牟婁）を百済に割譲。日本では任那を伽耶諸国全域と現在
の全羅南道を含む地域とみなしてきたが、今日では伽耶諸国の中の金官伽耶を主とす
る外交機関を後世「任那日本府」と呼んだと主張し、百済に割譲した四県は倭人が移
住した地域。銘のある七支刀が百済から倭にもたされる。

14 391 大阪府史ｐ198
古墳時代、第16代仁徳（にんとく）天皇在位は313～399年、我が渡海して新羅・百済を
破ったと高句麗好太王碑にみえる。

15 400
古墳時代、第17代履中（りちゅう）天皇在位は400～405年、仁徳天皇と葛城磐之媛（か
ずらきのいわのひめ）の子。

実践報告４４. 西暦４２－967年、八尾市関連の歴史年表

Ｎｏ.
和暦

主　要　事　項

実践報告44.  西暦42－967 年、八尾市関連の歴史年表
（AD 42-967 years, the history of the relevant chronology Yao）
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16 406
古墳時代、第18代反正（はんぜい）天皇在位は406～410年、仁徳天皇と葛城磐之媛
の子（履中天皇の弟）

17 411
古墳時代、第19代允恭（いんぎょう）天皇在位は411～453年、仁徳天皇と葛城磐之媛
の子（履中天皇の弟）

18 453
古墳時代、第20代安康（あんこう）天皇在位は453～456年、允恭天皇と忍坂大中姫命
（おしさかのおおなかつひめ）の子。

19 456
古墳時代、第21代雄略（ゆうりゃく）天皇在位は456～479年、允恭天皇と忍坂大中姫命
の子（安康天皇の弟）。

20 480
古墳時代、第22代清寧（せいねい）天皇在位は480～484年、雄略天皇と韓媛（からひ
め）の子。

21 484 古墳時代、第23代顕宗（けんぞう）天皇在位は484～487年、第17代履中天皇の孫。

22 488
古墳時代、第24代仁賢（にんけん）天皇在位は488～498年、履中天皇の孫（顕宗天皇
の兄）

23 498
古墳時代、第25代武烈（ぶれつ）天皇在位は498～507年、仁賢天皇と春日大娘皇女
（かすがのおおいらつめのひめ・雄略天皇の子）の子。

24 武烈 8 506
武烈8(506)。蘇我稲目（そが の いなめ、武烈天皇8年（506年）頃？ - 欽明天皇32年
（570年）は飛鳥時代の大臣。蘇我高麗の子、蘇我馬子ら4男3女の父。娘3人を天皇に
嫁がせた。

25 継体 1 507 大阪府史ｐ199
古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～530年、越前の三国から迎えら
れ、河内の樟葉宮で、大伴金村らに推戴され即位する。大伴金村、越前より男大述王
を迎え、継体　天皇として即位させる。

26 継体 1 507 大阪市史ｐ47
古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～530年、第15代応神天皇の玄孫
の子（家でいえば６代目子孫）。継体天皇、樟葉宮で即位。

27 継体 5 512 八尾市史ｐ648
継体5(512)。古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～530年。大伴金村、
任那の四県を百済に割譲。百済に任那４県を割譲した問題が再燃して失脚する。

28 継体 21 527 大阪府史ｐ199

継体21(527)。古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～530年。近江臣毛
野、６万人の兵を卒いて任那に向かおうとするが、筑紫国造の磐井、新羅と通じ、肥・
豊の兵を動員して妨げる。朝鮮半島南部へ出兵しようとした近江毛野を率いる王権軍
の進軍を筑紫君磐井（つくしのきみいわい）がはばみ、翌528年。新羅と密約を結んだ
筑紫国造、磐井が反乱を起こし、派遣軍の渡海を妨害した。

29 継体 21 527 八尾市史ｐ648
継体21(527)。古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～531年。筑紫国造
磐の乱。磐井の反乱、翌年鎮圧。

30 継体 22 528 大阪府史ｐ199
古墳時代、第26代継体（けいたい）天皇在位は507～530年、物部麁鹿火（あらかひ）、
磐井を斬殺する。

31 安閑 2 535
西淀区史ｐ.498、
大阪神史ｐ.398

飛鳥時代、第27代安閑（あんかん）天皇在位は531～536年、継体天皇と目子郎女橘皇
女（めのこひめ）の子。『日本書紀』「宜しく牛を難波之”大隅島と姫嶋”の松原とに放つ
べし」の地は、三角地であるため、牛馬の放牧地で利用された。姫嶋は、媛嶋、日女
島、姫島、彌売島、比売島、稗島等の地名が見られる。

32 宣化 3 538 大阪府史ｐ199
飛鳥時代、第28代宣化（せんか）天皇在位は536～539年、継体天皇と目子郎女橘皇
女の子（安閑天皇の弟）。百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝され
る。一説に５５２年。

33 宣化 3 538
　
八尾市史ｐ648

宣化3(538)。飛鳥時代、第28代宣化（せんか）天皇在位は536～539年。仏教公伝（５５
２年)とは、国家間の公的な交渉として仏教が伝えられること。日本ては6世紀半ばの第
29代欽明天皇在位539～571年、百済から倭への仏教公伝のこと。仏教伝来の背景に
は、百済による「新羅征討の援軍要求」という強い思惑がある。 ここに仏教の後押しを
する「蘇我稲目」が登場し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。
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34 欽明 1 540 大阪府史ｐ199

欽明1(540)。飛鳥時代、第29代欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、継体天皇と毛
白髪之郎女（たしらかのひめ）の子。皇后は 石姫皇女。子は敏達天皇、用明天皇、推
古天皇、崇峻天皇。
大伴金村・物部尾興・許勢臣持らを従えて難波の祝津宮に行幸する。その時、大伴金
村は任那の問題で住吉の宅を引退する。

35 欽明 12 550

欽明12(550)。蘇我馬子は、父は蘇我稲目。 姉に蘇我堅塩媛（欽明天皇妃）、『日本書
紀』では妹に蘇我小姉君（欽明天皇妃。『古事記』では「小兄比売」は蘇我堅塩媛の祖
母）。
蘇我馬子の妻は、物部弓削大連（物部守屋）の妹（日本書紀）、『紀氏家牒』・『石上振
神宮略抄』神主布留宿禰系譜料では物部守屋妹の「太媛」、『先代旧事本紀』天孫本
紀では物部鎌足姫大刀自（父は物部守屋の異母弟石上贄古大連、母は物部守屋同
母妹の布都姫）とある。
蘇我馬子の子に蘇我善徳、蘇我倉麻呂、蘇我蝦夷。蘇我入鹿、蘇我倉山田石川麻呂
は孫。 また、娘に河上娘（崇峻天皇妃）、法提郎女（田村皇子妃）、刀自古郎女（聖徳
太子妃）など、外戚となって権力をふるった。
蘇我 馬子（そが の うまこ）は、飛鳥時代の政治家、貴族。邸宅に島を浮かべた池が
あったことから嶋大臣とも呼ばれた。敏達天皇のとき大臣に就き、 以降、用明天皇、崇
峻天皇、推古天皇の4代に仕え、54年に渡り権勢を振るい、蘇我氏の全盛時代を築く。

36 欽明 13 551

欽明13(551)。飛鳥時代、第29代欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、蘇我稲目
は、欽明13年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏教を
擁護。飛鳥時代の大臣。蘇我高麗の子、蘇我馬子ら4男3女の父。娘3人を天皇に嫁が
せた

37 欽明 14 552
欽明14(552)。飛鳥時代、第29代欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、百済より仏
教伝来。仏教戦争。蘇我稲目（仏教擁護）対物部尾輿（反仏教）の死闘の第１戦開始
(552～587）。

38 欽明 22 561 大阪府史ｐ200
欽明22(561)。飛鳥時代、第29代欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、難波大郡に
て百済と新羅の使者の次席を定める時、新羅を百済の下に置き、新羅使者は怒り、船
に乗って帰国。

39 欽明 23 562 八尾市史ｐ648

飛鳥時代、第29代欽明(きんめい)天皇在位は539～571年、26継体天皇＝手白香姫の
子。任那（ 562年）は古代に存在した朝鮮半島の南部地域で、日本政府、新羅にほろ
ぼされる。蘇我堅塩媛は、欽明天皇の妃。蘇我稲目の娘。欽明2年(541)3月天皇の妃
となり、橘豊日尊(用明天皇)、豊御食炊屋姫(推古天皇)など七男六女を生んだ。蘇我
小姉君は、蘇我稲目の娘、兄弟に蘇我馬子（男性）がいる。 欽明天皇の妃となり、茨城
皇子、葛城皇子、穴穂部間人。

40 敏達 3 574

聖徳太子（しょうとくたいし、敏達天皇30（574）- 推古天皇30（622）は、飛鳥時代の皇
族。政治家。用明天皇の第二皇子。母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女（あなほべ
のはしひとのひめみこ）。 聖徳太子の妃は 蘇我刀自古郎女(そがのとじこのいらつ
め）・ 蘇我馬子の娘。子は山背大兄王、財王、日置王、片岡女王を生む（法王定説）。

41 敏達 1 572 八尾市史ｐ648
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、欽明天皇と石媛命（いしひめ）
の子。現八尾市、敏達天皇即位に伴い、物部氏守屋は大連に任じられた。物部氏は
日本に伝来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。

42 敏達 1 572
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、用明・崇峻・推古の四代天皇
にわたり大臣職で蘇我氏全盛時代を築いた。仏教の信仰に篤く、富浦に日本最初の
仏塔を造営した。

43 敏達 3 574
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、聖徳太子、敏達天皇574 - 推
古天皇622年、『日本書紀』））は、飛鳥時代の皇族。政治家。用明天皇の第二皇子。母
は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。

44 敏達 6 577 大阪市史ｐ47
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、百済王、経論・造仏工ら６人を
献上、難波の大別王の寺に安置。

45 敏達 6 577 大阪府史ｐ200
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、百済に派遣された使者大別
王らが帰国のさい、百済王が経論と僧侶・造仏工ら６人を献上したので、難波の大別王
の寺に安置する。

46 敏達 12 583 大阪府史ｐ200
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、百済から来日した日羅を難波
宮に泊らせる、日羅は大和朝廷に行き、帰途再び泊って百済の官人に暗殺される。
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47 敏達 12 583 大阪市史ｐ47
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、百済から来日した日羅を難波
宮に宿泊。

48 敏達 12 583 八尾市史ｐ648
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、敏達天皇（583)勅命により、百
済から帰国した日羅を招き、阿斗の桑市(大阪府八尾市)にすまわす。我が国最古寺院
にである日羅寺を建立した。

49 敏達 14 585
飛鳥時代、第30代敏達（びたつ）天皇在位は572～585、安倍臣目、物部贄子連ととも
に、阿斗の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在中の日羅のもとに出向き、国政を問う。 そ
の後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。

50 敏達 14 585

飛鳥時代、第30代敏達天皇在位572～585。 第31代用明天皇在位585～587（聖徳太
子の父)が即位。 大和朝廷が日本の大部分に関して安定した支配権を確立したのは、
第２６代継体天皇とその子の、第29代欽明天皇の時代と考えられる。その後は欽明天
皇の子の第30代敏達天皇が立って、神道勢力と新興の仏教勢力の争い。

51 用明 元 586

飛鳥時代、第31代用明 (ようめい)天皇在位は585～587、欽明天皇と蘇我小姉君（そが
のおあねのきみ）の子。皇后は穴穂部間人皇女。子女は聖徳太子、来目皇子、殖栗皇
子、茨田皇子、田目皇子、麻呂子皇子、酢香手姫皇女。 第30代敏達天皇の次には馬
子の推す用明天皇（欽明天皇の子、母は馬子の妹）が即位した。守屋は敏達天皇の異
母弟・穴穂部皇子と結んだ。穴穂部皇子は炊屋姫（敏達天皇の后）を犯そうと欲して殯
宮に押し入ろうとしたが、三輪逆に阻まれた。怨んだ穴穂部皇子は守屋に命じて三輪
逆を殺させた。用明天皇と皇后穴穂辺間人皇女（あなほべのはしひとのひめみこ）の子
が聖徳太子。

52 用明 2 587 八尾市史ｐ648

飛鳥時代、第32代崇峻（すしゅん）天皇在位は587～592年、欽明天皇と蘇我堅塩媛
（そがのきたしひめ、小姉君とは姉妹関係）の子。物部守屋（有力な軍事氏族）、蘇我馬
子・聖徳太子の連合軍と戦う。物部氏滅亡。蘇我河上娘（そがのかわかみのいらつめ）
の父は蘇我馬子. 夫は崇峻天皇。

53 用明 2 587 大阪府史ｐ200

飛鳥時代、第32代崇峻（すしゅん）天皇在位は587～592年、王位継承に絡んで物部守
屋と蘇我馬子が戦い、守屋は河内渋川郡阿都から北方の衣摺に退いて防戦したが射
殺される。捕鳥部万は、守屋の難波宅を守っていたが、これを放棄して逃亡する。四天
王寺を玉造の岸に建て始める。

54 用明 2 587 大阪市史ｐ47
飛鳥時代、第32代崇峻（すしゅん）天皇在位は587～592年、四天王寺を玉造の岸に建
て始める。守屋合戦。

55 崇峻 1 588 大阪府史ｐ200
飛鳥時代、第32代崇峻（すしゅん）天皇在位は587～592年、瓦窯がは始まる。百済、仏
舎利を献じ、僧侶・寺工・瓦博士などを贈る。

56 崇峻 5 592 大阪府史ｐ200
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、欽明天皇と蘇我小姉君
の子（用明天皇の妹）。蘇我馬子は東漢直駒に崇峻天皇を殺される。蘇我馬子が崇峻
天皇を暗殺。推古天皇が即位。 初めての女帝。

57 推古 1 593 大阪府史ｐ200

飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、聖徳太子、四天王寺を
難波荒陵の地に創建を開始。廐戸皇子を皇太子とし、摂政とする。大阪市天王寺区。
『日本書紀』によれば、蘇我氏と物部氏の戦いにおいて、蘇我氏側である聖徳太子は
戦いに勝利すれば、四天王を安置する寺院を建てると誓願を立てた。

58 推古 1 593 八尾市史ｐ648
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、聖徳太子、摂政とな
る。四天王寺建立、守屋の所領施入（寺や神社に財物を献上）。舒明天皇后（蘇我法
堤朗女）

59 推古 2 594 八尾市史ｐ648

飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、勝軍寺創建（594）。大
聖勝軍寺は、この地は渋川の阿刀（あと）と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の
導入に反対したと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。５８７年（用明２）４月、
瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群臣たちに諮問したことから、廃仏派
の物部守屋は身の危険を感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、
崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそうと謀った攻防戦の主戦
場である。

60 推古 4 596
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、蘇我氏の寺・飛鳥寺＝
法興寺建立。

61 推古 8 600 大阪府史ｐ201
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、倭国の使者、隋の都興
城〔長安）に到る。

62 推古 12 604 大阪府史ｐ201
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、廐戸皇子、憲法17条を
制定。
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63 推古 13 605
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、鞍作鳥が飛鳥寺釈迦
如来像をつくる。

64 推古 14 606
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、聖徳太子が推古天皇
から播磨国揖保郡の土地360町歩を賜り、大和国斑鳩宮から移住し当地を斑鳩荘（鵤
荘）と命名、伽藍を建立したのが斑鳩寺の始まりと伝える。

65 推古 15 607 大阪市史ｐ47

飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、河内国に戸刈池・依網
池を造営。小野姉子を隋に派遣。推古天皇と聖徳太子が法隆寺を建立。法隆寺（斑鳩
寺）
奈良県生駒郡斑鳩町。金堂薬師如来像光背銘によれば、法隆寺は用明天皇が自らの
病気平癒のため建立を発願したが、遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子が寺と薬師像
を造った。

66 推古 15 607 八尾市史ｐ648 飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、小野姉子、隋に派遣。

67 推古 16 608 大阪府史ｐ201
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、隋使の来日をひかえ
て、新館を難波の高麗館のほとりに造る。隋の使者裴世清を江口に迎え新館でもてな
す。

68 推古 16 608 八尾市史ｐ648
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、隋使裴世清、小野姉子
とともに来朝。

69 610
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、第１次遣唐使出発。高
句麗僧の曇徴が紙・墨などの製法を伝える。

70 612
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、 随が大規模が軍事力
を動員して高句麗に侵入。

71 620
飛鳥時代、第33代推古（すいこ）天皇（女帝）在位は593～628、 聖徳太子と蘇我馬子
が天皇記と国記を編纂。 大半は蘇我氏滅亡時に焼失。

72 舒明 2 630 八尾市史ｐ648

飛鳥時代、第34代舒明（じょめい）天皇在位は629～641、敏達天皇の子の押坂彦人大
兄皇子と糠手姫皇女の子。舒明天皇后（蘇我法堤朗女）。皇后は 宝姫王（皇極天皇）
。夫人は 法提郎女。子女は 古人大兄皇子、天智天皇、間人皇女、天武天皇、蚊屋皇
子。遺唐使始まる。聖徳太子の摂政時代。

73 皇極 2 643 大阪府史ｐ201

飛鳥時代、第35代皇極 （こうぎょく）天皇（女帝）在位は642～645、舒明天皇の皇后で
あり、押坂彦人大兄皇子の子。茅淳王（ちぬのみこ）と吉備姫王の子。皇配は 高向王、
舒明天皇 。子女は 漢皇子、天智天皇、間人皇女、天武天皇。蘇我入鹿と聖徳太子の
子、山背大兄王を滅亡させる。蘇我入鹿が山背大兄王（聖徳太子の子）を攻め、自害
させる。

74 大化 1 645 大阪府史ｐ202

飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、茅渟王と吉備姫王の子。皇極
天皇の弟。皇后は 間人皇女。子女は 有間皇子。持統天皇父：天智天皇母：蘇我 遠
智娘（右大臣 蘇我倉山田石川麻呂の女）。誕生の年､大化の改新起こる、父・中大兄、
天武天皇崩後、しばらく称制（天皇の職務を代行）し、皇太子草壁皇子の地位の確保
に努めた。中大兄、中臣鎌子、蘇我倉山田石川麻呂らとはかり、飛鳥板蓋宮で蘇我入
鹿を斬殺する。大化の改新。中大兄皇子、中臣鎌足らにより蘇我入鹿が殺害される。
蝦夷は自害。

75 大化 1 645 八尾市史ｐ648

飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、大化改新、大化の改新（645）
は孝徳天皇に発布された改新の詔（みことのり）に基づく政治的改革。中大兄皇子（後
の天智天皇）らが蘇我入鹿を暗殺し蘇我氏本宗家を滅ぼした後に行われる（暗殺事件
を大化の改新と呼ぶ）。天皇の首都を飛鳥から難波宮に移し、蘇我氏など飛鳥の豪族
を中心とした政治から天皇中心の政治への転換点。大化は日本最初の元号で、国の
起源がこの時代。難波宮に遷都。

76 大化 1 645

持統天皇父：天智天皇母：蘇我 遠智娘（右大臣 蘇我倉山田石川麻呂の女）. 645（1
才） 誕生（この年､大化の改新起こる）、父・中大兄 ... 天武天皇崩後、しばらく称制（天
皇の職務を代行すること）し、皇太子草壁皇子の地位の確保に努めましたが、持統三
年(689)。

77 大化 5 649 大阪府史ｐ202

飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、冠位１９階を制定する。蘇我倉
山田石川麻呂、謀反の疑いをかけられ、山田寺で自殺する。蘇我倉山田石川麻呂（そ
がのくらのやまだのいしかわのまろ）は飛鳥時代の豪族。蘇我馬子の子である蘇我倉
麻呂の子であり、蘇我蝦夷は伯父、蘇我入鹿は従兄弟に当たる。兄弟に日向・赤兄・
連子・果安。
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78 白雉 2 651 大阪府史ｐ202
飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、新羅の貢調史を、唐服着装を
理由に追放する。

79 白雉 3 652 八尾市史ｐ648 飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、難波宮完成。

80 白雉 4 653 大阪府史ｐ202
飛鳥時代、第36代孝徳（こうとく）天皇在位は645～654、中大兄、天皇の反対を無視し
て、皇祖母尊・間人皇后らを卒して飛鳥河辺行宮に遷する。

81 斎明 6 660 大阪府史ｐ203

飛鳥時代、第37代斎明（さいめい）天皇（女帝）在位は654～661、茅渟王と吉備姫王の
子。
皇配は 高向王、舒明天皇。子女は 漢皇子、天智天皇、間人皇女、天武天皇。皇極天
皇は孝徳天皇の死後、再び皇位に就く、一度退位した皇帝が再び皇帝の座につくこと
を重祚（ちょうそ）という。皇極天皇の場合は子の中大兄皇子の政治的思惑による時間
稼ぎ。宮廷を難波宮に移し、百済救援軍の準備を進める。百済救援軍の準備を進め
る。百済からの軍事援助を求める

82 斎明 6 660 八尾市史ｐ648
飛鳥時代、第37代斎明（さいめい）天皇（女帝）在位は654～661、百済国滅亡。新羅が
唐と軍事同盟を結んで、西方を攻撃してきた百済を滅亡させた。

83 斎明 7 661 大阪市史ｐ47
飛鳥時代、第37代斎明（さいめい）天皇（女帝）在位は654～661、斎明天皇、百済救援
のため難波を出発。

84 斎明 7 661 大阪府史ｐ203

白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671、舒明天皇と皇極天皇の
子。 皇后は倭姫王。夫人は越道伊羅都女。子女は大田皇女、鸕野讃良皇女、建皇
子、御名部皇女、阿閇皇女、山辺皇女、明日香皇女、新田部皇女、志貴皇子、大友皇
子、阿閇皇子、
阿雅皇女、川島皇子、大江皇女、泉皇女、水主皇女。女性天皇。百済救援のため難
波を出発。朝倉宮で崩御、中大兄、称制し百済救援の指揮をとる。皇后は異母兄・古
人大兄皇子の娘・倭姫王。皇后との間に皇子女はない。

85 天智 1 662 大阪府史ｐ203

白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。蘇我遠智娘（おちのいら
つめ）は飛鳥時代の豪族蘇我氏の蘇我倉山田石川麻呂（蘇我入鹿のいとこ）の娘。ま
たの名を造媛、美濃津子娘とも伝えられている。 遅くとも、大化の改新以前（644年説）
に中大兄皇子（後の３８代天智天皇）に嫁した。阿雲連比羅夫、豊樟を百済に送り即位
させる。

86 天智 2 663
大阪市史ｐ47
大阪府史ｐ203

白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671日本・百済軍、唐・新羅軍
と白村江でに戦に大敗する。蘇我姪娘（めいのいらつめ）は、蘇我倉山田石川麻呂の
娘。天智天皇の妃、御名部皇女と阿閇皇女（後の元明天皇）を生む。姉には同じく天
智天皇の妃（た遠智娘）がいる。同じ天智天皇の妃となる。蘇我赤兄の娘常陸娘・天武
天皇に嫁い 。

87 天智 2 663 八尾市史ｐ648

白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。朝鮮半島の白村江の戦
で日本軍、倭国・百済遺民の連合軍と唐の水軍・新羅連合軍に破れる。白村江の戦
い、 中大兄皇子が百済救済のため2万7000人の水軍を派遣したが、日本・旧百済連
合軍が唐・新羅連合軍に大敗。

88 天智 3 664
大阪府史ｐ203
大阪市史ｐ47

白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。百済王子善光、難波に
居住を許される。冠位19を26階制。

89 天智 6 667 大阪府史ｐ203
白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。高安城を築く。都を近江
大津に遷す。

90 天智 6 667 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。近江大津宮に遷都。倭
国高安城を築く。

91 天智 7 668
白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。高句麗滅亡、長引く戦争
で国力が弱くなっていた高句麗が内部で権力闘争が起きて滅亡。

92 天智 8 669 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。天皇、高安山に登る。こ
の冬高安城を修築し、畿内の田税を収む。

93 天智 9 670 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第38代天智（てんじ）天皇在位は661～671。高安城を築し穀と塩を積
む。法隆寺が全焼。

94 天智 10 671 大阪府史ｐ204

白鳳・奈良時代、第39代弘文（こうぶん）天皇在位は671～672、天智天皇と伊賀采女
（いがのうねめ）の子。蘇我遠智娘（持統天皇母）。夫人は 十市皇女。子女は 葛野王。
大友皇子を太政大臣に任ずる。大海人皇子を、出家して吉野へ出発する。天皇、近江
宮で崩御。
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95 天武 1 672 大阪府史ｐ204

白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、舒明天皇と 宝皇女（皇
極天皇/斉明天皇）の子（天智天皇の弟）。天智天皇の息子である弘文天皇を滅ぼして
即位。皇后は鸕野讃良皇女（持統天皇）。夫人は 藤原氷上娘、藤原五百重娘、蘇我
大蕤娘。子女は草壁皇子、高市皇子、舎人親王。坂本財ら、高安城を占拠する。大海
人皇子、吉野を脱出して東国に向かい、「壬申の乱」起こる。近江軍大敗し、大友皇
子、山前で自殺する。

96 天武 1 672 大阪市史ｐ47
白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、壬申の乱（じんしんのら
ん・672年）始まる。壬申の乱とは天武天皇に起きた日本古代最大の内乱。

97 天武 1 672 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、「壬申の乱」起る。高安
城の税倉を焼く。

98 天武 2 673
大阪府史ｐ204
大阪市史ｐ47

白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、新羅からの賀謄極使金
承元を難波で饗応する。

99 天武 4 675
大阪府史ｐ204
大阪市史ｐ48

白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、新羅の王子忠元を難波
に迎える。天皇は高安城に行幸。

100 676
 白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686、新羅（しらぎ）は百済人
と高句麗人の協力を得て唐軍を撃破し、朝鮮半島のほぼ全域を統一した。

101 天武 8 679 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第40代天武（てんむ）天皇在位は672～686。竜田山、大坂山に関を
置く。難波に羅城を築く。

102 朱鳥 1 686 大阪府史ｐ204
白鳳・奈良時代、第41代持統（じとう）天皇（女帝）在位は686～697、天智天皇と蘇我遠
智娘（そがのおちのいらつめ：持統天皇母）の子。子女は 草壁皇子。持統天皇は天武
天皇の皇后。天武天皇崩御、大津皇子、謀反の理由に捕まえられ、自害させられる。

103 朱鳥 1 686 八尾市史ｐ648

白鳳・奈良時代、第41代持統（じとう）天皇（女帝）在位は686～697、難波宮焼ける。
686年本姓:石上朝臣、家祖：石上麻呂、種別：神別（天神）、出身地： 河内国哮峰、著
名な人物：石上麻呂・石上宅嗣である。 西暦686年まで、物部氏から石上氏（いそのか
みうじ）改めた。最初は石上の姓は、物部守屋の弟である贄子が称し、家を継いだ。後
に、守屋の兄・大市御狩の曾孫とされる麻呂が石上の家を継いだ説がある。

104 持統 3 689 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第41代持統（じとう）天皇（女帝）在位は686～697。天皇、高安城に行
幸。

105 持統 6 692 大阪市史ｐ48
白鳳・奈良時代、第41代持統（じとう）天皇（女帝）在位は686～697。難波館で新羅使
級飡朴億徳を饗応する。

106 持統 8 694 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第41代持統（じとう）天皇（女帝）在位は686～697。藤原宮に遷都。都
は飛鳥の地から、藤原の地へと遷る。中国の都に学んだ日本最初の都城・藤原京の誕
生。

107 文武 2 698 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第42代 文武（もんむ）天皇在位は697～707、天武天皇と持統天皇の
子。草壁皇子（くさかべのみこ…皇位につくことなく死去）の子。高安城修築。大宝律令
制定。高安城廃止。7世紀に河内国が成立。

108 文武 3 699 八尾市史ｐ648 白鳳・奈良時代、第42代 文武（もんむ）天皇在位は697～707。高安城修築。

109 大宝 1 701 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第42代 文武（もんむ）天皇在位は697～707。大宝律令制定。高安城
を廃止。

110 大宝 2 702 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第42代 文武（もんむ）天皇在位は697～707。遺唐使復活。栗田眞人
唐へ行く。

111 大宝 3 703 大阪市史ｐ48
白鳳・奈良時代、第42代 文武（もんむ）天皇在位は697～707。難波館で新羅使節を饗
応。

112 慶雲 4 707 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第43代元明（げんめい）天皇女帝在位は707～715。文武天皇の母で
あり、草壁皇子の皇后、異名： 阿閉（あへ）皇女。 父天智天皇と 母は嬪蘇我姪娘。

113 和銅 1 708

白鳳・奈良時代、第43代元明（げんめい）天皇女帝在位は707～715。708年石上(旧物
部氏)麻呂は朝臣の姓が与えられ、左大臣。その死後、廃朝の上、従一位の位階を贈
られた。息子の石上乙麻呂は孝謙天皇の時代に中納言、乙麻呂の息子の石上宅嗣は
桓武天皇の時代に大納言。宅嗣は文人として淡海三船と並び称され、日本初の公開
図書館・芸亭を創設した。
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114 和銅 3 709 大阪府史ｐ206
白鳳・奈良時代、第43代元明（げんめい）天皇女帝在位は707～715。畿内、近江の百
姓が浮浪人らを容隠することを禁止する。

115 和銅 3 710 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第43代元明（げんめい）天皇（女帝）在位は707～715。平城京へ遷
都。玉祖神社創建。常光寺創建と伝える。

116 和銅 5 712 八尾市史ｐ648
白鳳・奈良時代、第43代元明（げんめい）天皇（女帝）在位は707～715。河内国高安烽
を廃止して高見烽を置く。元明天皇、高安城に行幸。古事記完成。

117 和銅 8 715 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4４代元正（げんしょう）天皇女帝在位は715～724、草壁皇子と元明
天皇の子（文武天皇の妹）。

118 霊亀 2 4 716 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4４代元正（げんしょう）天皇（女帝）在位は715～724。父草壁皇子と
母元明天皇の子。河内の国を分割。大鳥郡、和泉郡、日根郡を割いて和泉監を分立さ
せた。７４０年まで和泉監を置く。

119 養老 4 11 720 大阪府史ｐ207
白鳳・奈良時代、第4４代元正（げんしょう）天皇（女帝）在位は715～724。河内国の堅
下と堅上郡を合併して大県郡とした。日本書紀完成。

120 養老 7 723 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4４代元正（げんしょう）天皇（女帝）在位は715～724。三世一身法
を定む。

121 新亀 1 724 大阪府史ｐ207
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749、文武天皇と藤原宮子
（藤原不比等の娘）の子。蝦夷反乱する。

122 新亀 2 725 大阪府史ｐ207
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749、初めて難波宮に行幸。
河内交野郡に久修園院の工事が起こされる。

123 新亀 4 727
大阪府史ｐ207
大阪市史ｐ49

白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749、渤海使、初めて来日。

124 天平 2 730 大阪府史ｐ208
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749、河内茨田郡高瀬里に
高瀬橋院と同尼院が起工される。

125 天平 3 731 西淀川区

白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。御幣島（みでじま）は、
御帛島（みでくらしま）と呼ぶ。この地は神功皇后が住吉神社に寄進した。「朝鮮半島か
ら貢物を三国川から運んでいたが船が沈没。神功皇后が寄進したところを「御帛浜」と
呼び、船の安全運航を祈願して姫神を安置した」[住吉神社神代記｝

126 天平 3 731 大阪府史ｐ208
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。日本の兵船３００艘、新
羅の東辺を襲う。

127 天平 5 733 大阪府史ｐ208
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。遺唐の四船、難波津か
ら進発する。

128 天平 7 735 大阪府史ｐ208
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。不作、天然痘により多
数死亡。

129 天平 8 736 大阪市史ｐ49
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。インド僧菩提僊那・林邑
僧仏徹ら摂津に到る。遺新羅使、難波を出発。

130 天平 9 737 大阪府史ｐ208
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。天然痘大流行し、藤原
武智麻呂ら没。

131 天平 12 8 740
大阪府史ｐ208
八尾市史ｐ649

白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。和泉監を河内国へ編
入。和泉監を合併した。聖武天皇、河内の知識寺に行幸する。

132 天平 12 8 740 大阪市史ｐ49 白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。藤原広嗣の乱。

133 天平 13 741 大阪市史ｐ49
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。国分寺の建立を定め
る。

134 天平 13 741 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。河内国分寺建立とは、
奈良時代に聖武天皇の発願によって建立された国分寺のうち、河内国に建立。

135 天平 16 744 大阪府史ｐ209
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。難波宮の東西桜殿に
僧３００人を請じて大般若経を読ませる。

136 天平 17 745 大阪府史ｐ209
白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。聖武天皇、難波宮に行
幸する。都を平城にもとす。

137 天平 19 747
大阪府史ｐ209
大阪市史ｐ49

白鳳・奈良時代、第45代聖武（しょうむ）天皇在位は724～749。東大寺大仏の鑄造を始
める。
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138
天平
勝玉

1 749 大阪府史ｐ210
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇女帝在位は749～758、聖武天皇と光明
（こうみょう）皇后（藤原不比等の娘…藤原宮子の異母妹）の子。河内の知識寺に行幸
する。東大寺大仏を礼拝する。

139
天平
勝玉

1 749 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758、天皇、河内知
識寺から遷る。

140
天平
勝玉

2 750 大阪府史ｐ210
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758、百済王一族、
河内交野郡移住する。

141
天平
勝玉

4 752
大阪府史ｐ210
大阪市史ｐ50
八尾市史ｐ649

白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758、藤原安宿媛（光
明皇后）＝45聖武天皇の子。東大寺大仏開眼供養儀式。聖武天皇の命令によって建
立した東大寺の大仏は、752年に完成し、開眼供養が行われました。

142
天平
勝玉

4 752 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758、新羅の金泰廉
を難波館で饗応。

143
天平
勝玉

6 754 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～759、唐僧官鑑真、
難波に来着。

144
天平
勝玉

8 756 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758。天皇渋河を通り
河内国知識寺行宮に立ち寄る。

145
天平
勝宝

8 756 渋川神社誌
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758。孝謙天皇から
稲穀を贈る(続日本紀)。史上初めて人臣から皇后。

146
天平
宝字

1 5 757 大阪府史ｐ211
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758。河内国のうち和
泉・日根・大鳥の３郡を分かち、和泉国を置く。

147
天平
宝字

1 5 757 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4６代孝謙（こうけん）天皇（女帝）在位は749～758。河内国から和
泉国を分割。和泉国を再び分立させた。

148
天平
宝字

2 758
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764、天武天皇の子であ
る舎人親王（とねりしんのう）の子。

149
天平
宝字

3 759 大阪府史ｐ211
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764、僧鑑真、唐招提寺
を建立する。万葉集。

150
天平
宝字

3 759 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764、渤海使、難波江口
に到着。

151
天平
宝字

6 762 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764、遺唐使船、難波江
口で座礁。

152
天平
宝字

8 764 八尾市史ｐ650
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764。恵美押勝の乱。奈
良時代に起きた叛乱。孝謙太上天皇・道鏡と対立した大師・藤原仲麻呂（藤原恵美押
勝）が軍事力で政権を奪取に失敗。

153
天平
宝字

8 764 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第47代淳仁（じゅんにん）天皇在位は758～764、恵美押勝の乱は、
奈良時代、孝謙太上天皇・道鏡と対立した藤原仲麻呂（恵美押勝）が政権を奪取に失
敗した事件。

154
天平
宝字

8 764 大阪府史ｐ211

白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇女帝在位は764～770、淳仁天皇追放
後、孝謙天皇（当時上皇）が重祚（ちょうそ）し、藤原安宿媛（光明皇后）と聖武天皇の
子。第46代孝謙 （こうけん） 第48代 称徳天皇が重祚, 女帝。聖武天皇の第2皇女。 藤
原仲麻呂の逆謀が発覚し、近江で誅殺される。

155
天平
神護

1 765 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770。弓削行宮・弓
削寺行幸、道鏡、大政大臣師となる。

156
天平
神護

1 765 大阪府史ｐ211
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇在位は764～770。称徳天皇、紀伊行幸
の帰途、弓削行宮に到り、弓削寺の仏像を礼拝する。

157
天平
神護

2 766 八尾市史ｐ649

白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770。道鏡、法王の
位を授けられる。奈良時代の僧（弓削道鏡）。河内国若江郡(大阪府八尾市)弓削郷の
出身。義淵の弟子と伝える。東大寺の僧として良弁に仕え、また葛城山中で如意輪法
を修。

158
神護
景雲

3 769 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770。天皇、由義宮
に行幸く。宇佐八幡信託事件が起る。由義宮の西の京と称し、河内国が廃止され、河
内国を河内職となす。
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159
神護
景雲

3 769 大阪市史ｐ50
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770。難波宮の綿２
万疋、塩３０石を龍華寺へ寄進。

160
神護
景雲

3 769 大阪府史ｐ212
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770。天皇、河内由
義宮に行幸し、由義宮を平城京に対する西京とし、河内国を河内職と改める。

161 宝亀 1 770 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第4８代称徳（しょうとく）天皇（女帝）在位は764～770、藤原安宿媛
（光明皇后）＝45聖武天皇の子。河内職を河内国に復帰。河内国大風雨、茨田提・渋
川提・志紀郡などでも決壊す。道鏡、下野国で死すと奏上。

162 宝亀 3 772 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第49代光仁（かんむ）天皇在位は770～781、天智天皇の子である施
基王の子。施基皇子と紀椽姫の子。河内国大風雨、茨田提・渋川提・志紀郡などでも
決壊す。道鏡、下野国で死すと奏上。

163 天応 1 781 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、光仁天皇と高野新笠
（たかののにいがさ）の子。高野新笠＝49光仁天皇の子。 高野新笠父の和乙継は百
済系の渡来人。高安を舞台とした能曲［井筒］。

164 延暦 2 783 大阪府史ｐ213
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、桓武天皇、河内交野に
行幸し、５日間の遊猟を楽しむ。

165 延暦 3 784 八尾市史ｐ649 白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、長岡京へ遷都。

166 延暦 4 785 のざと （2007）
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、淀川と神埼川が東淀川
の江口で結ばれ、京都からの舟運に利用

167 延暦 7 788 大阪府史ｐ214
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、大和川を大阪湾に通じ
させる工事計画を提出し、政府は承認したが、工事は失敗に終わる。

168 延暦 7 788 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、和気清磨、河内川を海
に流さんと計画。

169 延暦 13 794
大阪市史ｐ51
八尾市史ｐ649

白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、平安京に遷都。

170 延暦 16 797 八尾市史ｐ649
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、高安山・平群山が崩れ
人家埋まり、当年の租を全免。

171 延暦 18 799 大阪市史ｐ51
白鳳・奈良時代、第５０代桓武（かんむ）天皇在位は781～806、山城・河内・摂津国など
の貧民に正税を給付。

172 804 弘法大師空海、密教を求めて唐に渡る。

173
宝亀
大同

5 8 806
平安時代、第５1代平城（へいじょう）天皇在位は806～809、桓武天皇と皇后藤原乙牟
漏（ふじわらのおとむろ）の子。高安を舞台とした能曲［井筒］。第５1代と５2代の両親は
同じ。最澄が天台宗を開く。空海、唐から帰り、真言宗を開く。

174 大同 4 4 809
平安時代、第５2代嵯峨（さが）天皇在位は809～823、桓武天皇と皇后藤原乙牟漏（ふ
じわらのおとむろ）の子。平城天皇の同母弟になります。この時代は親王に「仁」という
字を付ける風習。高安を舞台とした能曲［井筒］。

175 承和 3 826 八尾市史ｐ649
平安時代、第５３代淳和（じゅんな）天皇在位は823～833。桓武天皇と藤原旅子の子。
僧壱演、薗光寺・水呑地蔵建立すと伝える。

176 天長 9 832 大阪市史ｐ.52
平安時代、第５３代淳和（じゅんな）天皇在位は823～833。大風雨のため摂津・河内国
で定防を決壊。

177 承和 3 836 大阪市史ｐ.52
平安時代、第５４代仁明（にんみょう）天皇在位は833～850。嵯峨天皇と皇后橘嘉智子
の子。四天王寺五重塔、落雷のため倒壊し、聖徳太子霊髪が盗まれる。翌年、返却。

178 嘉祥 3 850
大阪市史ｐ.52
西淀川区史P498

平安時代、第５5代文徳（もんとく）天皇在位は850～858。仁明天皇と藤原順子（のぶ
こ）の子。八十島祭を行う。

179 仁寿 1 851 大阪市史ｐ.52 平安時代、第５5代文徳（もんとく）天皇在位は850～858。畿内の各地で水害。

180 貞観 8 2 866 大阪市史ｐ.52
平安時代、第５5代文徳（もんとく）天皇在位は850～858。住吉神社に僧侶を派遣して
金剛般若経などを転読させ、兵乱追捕を祈らせる。

181 貞観 11 9 869
大阪神史ｐ.402
西成郡史ｐ.836

平安時代、第５6代和（せいわ）天皇在位は856～876。文徳天皇と藤原明子の子。田蓑
神社創建。四柱の大神の勸請の宮社なり。
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182 貞観 876 平安時代、第５7代 陽成（ようぜい）天皇在位は876～884。清和天皇と藤原高子の子

183 仁和 1 885 大阪市史ｐ.53
平安時代、第５８代 光孝（こうこう）天皇在位は884～887。５４代仁明天皇と藤原澤子の
子。八十島祭

184 仁和 3 887 大阪市史ｐ.53
平安時代、第５9代 宇多（うだ）天皇在位は887～897。光孝天皇と班子女王（はんしじょ
うおう…桓武天皇の孫）の子。大地震のため摂津国に津波の被害

185 延喜 1 901 大阪市史ｐ.53
平安時代、第６０代 醍醐（だいご）天皇在位は897～930。宇多天皇と藤原胤子の子。
菅原道真を大宰府に左遷。　渋川神社は、901年から923年までの期間を指す以前に
創建。延喜（えんぎ:901～923年）。日本の元号の一つ。昌泰の後、延長の前。

186 延喜 5 905 大阪市史ｐ.53
平安時代、第６０代 醍醐（だいご）天皇在位は897～930。河内大江御厨設立。延喜式
（えんぎ-しき）は、平安中期の律令の施行細則（５０巻）。藤原時平らが醍醐天皇の命
により、時平の死後藤原忠平らにより927年完成。古今和歌集が完成。

187 延喜 18 918
平安時代、第６０代 醍醐（だいご）天皇在位は897～930。高麗(918～1382年、約４６４
年）。高麗王朝、 後高句麗の武将王建が国王を倒して高麗王朝をたてた。

188 延長 5 927
八尾市史ｐ649
大阪市史ｐ.53

平安時代、第６０代 醍醐（だいご）天皇在位は897～930。延喜式〔967年から施行〕。延
喜式神名帳は、延喜式（巻9・10）のことで、当時『官社』で全国の神社一覧の意味。延
喜式内社、または単に式内社（しきないしゃ）、式社（しきしゃ）といい、一種の社格であ
る。延喜式完成。

189 延長 5 927 渋川神社誌
平安時代、第６０代 醍醐（だいご）天皇在位は897～930。河内国若江郡に渋川神社二
座とあって古代より渋川神社として祭祀されていた。

190 承平 3 933 大阪市史ｐ.53
平安時代、第６1代朱雀（すざく）天皇在位は930～946。醍醐天皇と藤原穏子の子。八
十島祭。摂津国司の過怠のため住吉神社社司が設営。第６1代と第６2代の両親は同
じ。

191 承平 5 3 935
西淀区史ｐ.498
大阪市史ｐ.53

平安時代、第６1代朱雀（すざく）天皇在位は930～946。土佐守紀貫之、任を終えて神
崎川を船で京へ帰る。平将門の乱。紀貫之「土佐日記」。このころヨーロッパで封建社
会が成立。

192 天徳 4 960 大阪市史ｐ.53 平安時代、第６1代朱雀（すざく）天皇在位は930～946。四天王寺焼亡。

193 康保 4 967 八尾市史ｐ649
平安時代、第６2代村上（むらかみ）天皇在位は946～967。同じく醍醐天皇と藤原穏子
の子。【朱雀天皇の弟】延喜式施行年。弘仁式・貞観式を踏まえて編まれたもので、の
ちの律令政治の基本法となった。
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14麁鹿火あらか
ひ宣化天皇536
年、豪族。父は
物部麻佐良、母
は須羽直（すわ
のあたい）女・妹
古。政治家,武
将。

１2木蓮子いたび◎、安閑天
皇の宅媛(やかひめ)の父。物
部布都久留(ふつくる)の子
で,仁賢(にんけん)天皇のとき
大連(おおむらじ)。

荒山あらやま◎、欽明天皇
の時代に大連となり，任那
(みまな)問題の失政をつい
て大連大伴金村(おおとも
のかなむら)を失脚させた。

尾輿おこし。6世紀半ばの豪族。安閑・欽
明両天皇の頃の大連。父は物部荒山。
子に物部守屋。6世紀半ばの豪族。 仏教
排斥派で、容認派の大臣・蘇我稲目(そ
がのいなめ)と対立、対外的にも強硬派。
弓削氏の祖, 倭古連の娘阿佐姫との間に
守屋をもうけた。

御狩みかり◎丁
未の乱は飛鳥時
代の内乱。守屋
の変。仏教の礼
拝を巡って大
臣・蘇我馬子と
対立した大連・
物部守屋滅ぼさ
れた。

贄子にえこ◎尾輿(おこ
し)の子。物部守屋の
弟。敏達(びだつ)天皇
583年百済からまねか
れた日羅を大伴糠手子
(ぬかてこ)らとたずね,
任那(みまな)(朝鮮)再
興策。

9五十琴姫命♀ いことひめのみこと◎

11石持・物部御辞連
公の後裔。

麦入むきり♀◎、物部麦入宿禰連
の妻で、物部目古連の娘。 麦入
宿禰連との間に四児を生む。

10伊莒弗 いこふつ◎ 履中天皇2年に天皇が宮を
大和(奈良県)磐余(いわれ)につくったとき,平群木
菟),蘇我満智(そがの-まち)らと国事に協力。

11真椋まくらの◎
文島連(ふみしま
の)、 須佐連(すさ
の)らの祖で、伊コ
弗宿禰の子。

12大前おおまえ
◎、皇位争いで,
住吉仲(すみの
えのなかつ)皇子
におそわれた。
物部麦入の子の
兄。

12小前おまえ、物
部小前宿祢連公」
に作り、物部麦入
子、大前（おおま
え）の弟とし物部
麦入の子の弟.安
康天皇朝頃の古
代豪族。

石上宅嗣（いそのかみ の やかつぐ、729 -781は、奈良時代の公卿・文
人。姓は石上朝臣、のち物部朝臣、石上大朝臣。左大臣石上麻呂の孫。
中納言石上乙麻呂の子。子に継足・藤原雄友室がいる。

藤原広嗣(729-781)。石上麻呂
の孫。光仁天皇の即位に功あ
り、大納言。詩文・書にすぐ
れ、仏教に帰依.寺建立。

藤 継 。 藤
家の祖。参議・宇合の次
男。初名は宿奈麻呂から良
継と改名。兄藤原広嗣の反
乱。

女
石上乙麻呂いそのかみ の おつまろ。天平勝宝750は、奈良時
代の公卿・文人。左大臣石上麻呂の子。官位は従三位・中納
言。名は弟麻呂とも記。

石上麻呂まろ。舒明天皇640 - 霊亀717は、麻呂は麿とも書く。飛鳥時代の官吏。 石上
麻呂(いそのかみの-まろ)の父。父は物部宇麻乃（宇麻呂）。子は乙麻呂。 麻呂の代に
「物部連」姓から「石上朝臣」へと改姓。

13麻佐良まさら
◎宣化天皇536
年、古墳時代の
豪族。父は物部
麻佐良、母は須
羽直。麁鹿火の
大連初任？。

12小事おごと、
物部布都久留
の子、木蓮子弟
で、志陀連,柴垣
(しばがきの)連、
田井連の祖。

11目連ふつくる♀◎、物部
伊莒弗の子。物部大市御
狩連の妻で、贄古連の娘。
大市御狩連との間に二児
を出産。

11布都久留ふつくるのむら
じ◎、麁鹿火大連の曾祖
父. 兄弟：麦入宿禰、石持.
17履中時「大連」。守屋まで
政権の中心。

父は物部膽咋宿禰、夫は大足彦忍代別尊（景行天皇）景行36年。

宇麻呂（馬古・宇麻乃）◎舒明天皇640年 - 霊亀717年は、貴族。氏姓は物部連、物部
朝臣後に石上朝臣に改正。672年壬申の乱で物部麻呂は大友皇子（弘文天皇）の側に
つき、皇子の自殺まで従った。赦されて676年に遣新羅大使となる。

守屋もりや、蘇我氏
との崇仏・排仏論争
に破れ河内国渋川
郡で戦死。終焉の地
は、大阪市の衣摺
(きずれ）とされてい
る。

石上朝臣麻呂には朝臣の姓が授与。708年左大臣。息子の石上朝臣乙麻呂は孝謙天
皇の時代に中納言、乙麻呂の息子の石上朝臣宅嗣は桓武天皇の大納言にまで昇っ
た。また宅嗣は、日本初の公開図書館・芸亭の創設者。

実践報告 51　豪族・物部氏の系図

６代略

饒速日命にぎはやひのみこと

7物部十千根とおちね◎

8胆咋いぐい◎

豪族。 26年出雲(いずも)で神宝を検校、87年石上(いそのかみ)神
宮の神宝管理。

物部氏の祖神。 物部氏は軍事と祭祀で和朝廷を構成。ニギハヤヒノミコトは、日本
神話に登場する神。『日本書紀』では饒速日命、『古事記』では邇藝速日命。すさ
のおのみことの子孫。

仲哀天皇死去に際し神功(じんぐう)皇后の命で武内宿禰(たけしうちのすくね),中臣烏
賊津(なかとみの-いかつ)らとともに宮中をまもった。

実践報告51  豪族・物部氏の系図
History chart of mystery powerful family Mononobe
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活動報告 

1. 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。 

 

2011 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 環境園芸家 沖本 裕司 おきもと ひろし 経済学博士 八頭司 彰久 やとうじ あきひさ"

監事 マスコミ 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 理学博士 鹿島 愛彦 かしま なるひこ 

 事務局長 肥塚 義明 こえづか よしあき マスコミ 嶋谷 泰典 しまたに やすのり

 写真家 二村 豊 にむら ゆたか マスコミ 藤浦 淳 ふじうら あつし 

 客員教授 三宅 芳夫 みやけ よしお 客員教授 由良    薫 ゆら かおる 

相談役 マスコミ 小山 博 こやま ひろし 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 作曲家 藤田 浩史 ふじた ひろし 

 マスコミ 村田 貞博 むらた さだひろ マスコミ 八木 誼信 やぎ よしのぶ 

 客員教授 川瀬 辰男 かわせ たつお 測量士補 西山 正明 にしやま まさあき

 本科学技術庁長官 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 

 マスコミ 永田 広道 ながた ひろみち 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 

 マスコミ 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 

 医学博士 近藤 武史 こんどう たけし 名誉教授 田中 弘 たなか ひろし 

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

 工学博士・医学博士 前田 節雄 まえだ せつお 会社社長 宮本 正明 みやもと まさあき 

 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 法人理事長 栄羽 信子 えいは のぶこ 

 不動産鑑定士 岸野 辰磨 きしの たつま 会社社長 楠本 正行 くすもと まさゆき 

 会社社長 朝倉 三尋 あさくら みつひろ 文学博士 北村 英子 きたむら えいこ 

 弁護士 祝前 俊宏 いわいさきとしひろ 経済学博士 呉 紅敏 お ほんみん 

 資格タレント 藤田 康雄 ふじた やすお 会社社長 川口 道雄 かわぐち どうお 

 公認会計士 津田 佳典 つだ よしのり 法人事務局長 野村 映次 のむら えいじ 

 マスコミ 安田 弘司 やすだ こうじ    
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活動報告 

1. 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。 

 

2011 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 環境園芸家 沖本 裕司 おきもと ひろし 経済学博士 八頭司 彰久 やとうじ あきひさ"

監事 マスコミ 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 理学博士 鹿島 愛彦 かしま なるひこ 

 事務局長 肥塚 義明 こえづか よしあき マスコミ 嶋谷 泰典 しまたに やすのり

 写真家 二村 豊 にむら ゆたか マスコミ 藤浦 淳 ふじうら あつし 

 客員教授 三宅 芳夫 みやけ よしお 客員教授 由良    薫 ゆら かおる 

相談役 マスコミ 小山 博 こやま ひろし 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 作曲家 藤田 浩史 ふじた ひろし 

 マスコミ 村田 貞博 むらた さだひろ マスコミ 八木 誼信 やぎ よしのぶ 

 客員教授 川瀬 辰男 かわせ たつお 測量士補 西山 正明 にしやま まさあき

 本科学技術庁長官 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 

 マスコミ 永田 広道 ながた ひろみち 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 

 マスコミ 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 

 医学博士 近藤 武史 こんどう たけし 名誉教授 田中 弘 たなか ひろし 

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

 工学博士・医学博士 前田 節雄 まえだ せつお 会社社長 宮本 正明 みやもと まさあき 

 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 法人理事長 栄羽 信子 えいは のぶこ 

 不動産鑑定士 岸野 辰磨 きしの たつま 会社社長 楠本 正行 くすもと まさゆき 

 会社社長 朝倉 三尋 あさくら みつひろ 文学博士 北村 英子 きたむら えいこ 

 弁護士 祝前 俊宏 いわいさきとしひろ 経済学博士 呉 紅敏 お ほんみん 

 資格タレント 藤田 康雄 ふじた やすお 会社社長 川口 道雄 かわぐち どうお 

 公認会計士 津田 佳典 つだ よしのり 法人事務局長 野村 映次 のむら えいじ 

 マスコミ 安田 弘司 やすだ こうじ    
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02. 2011 年の活動報告 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 1 月報告 

【1】西淀川区文化遺産学(8 神社論文完成)について 

西淀川区内にある 8 神社（869 年創建から）を中心とする文化遺産を整理しました 

。区民に今昔の環境が理解できるようになると思います。 

【2】学会と会員について 

2-1. 藤浦 淳理事が講演、主催：大阪経済法科大学、タイトル：レアアースと人工洞窟としての鉱山、 

日時：平成 22 年 12 月 8 日(水)午後、場所：大阪経済法科大学  

2-2. 沢勲理事が講演、主催：「西淀川区役所、区民連続講座」、タイトル：西淀川区の神社と鳥居を学ぶ、 

日時：平成 23 年 1 月 18 日(火)午後、場所：西淀川区役所 5F 大会議室 

2-3. 沢勲理事が講演、主催：「東大阪東ロータリークラブ」、タイトル：洞窟パワポイント、 

日時：平成 23 年 1 月 18 日（木)午後、場所：ホテルセイリュウ 

2-4. ISSN 洞窟環境 NET 学会紀要 2 号投稿者、理事 8 名、相談役 7 名、 

郷土文化遺産学（神社・歴史・環境・由来の 4 ヶ国（日米韓中）翻訳・鳥居の測量値と模型製作、国際関連、マスコミ関連、洞窟

と鉱物等。2011年3月には、約300ペ－ジA4版で出版予定、紀要2号の購入希望者は、送料を含め出版費用として寄付3000

円をお願いいたします。 

2-5. 紀要 2 号の執筆者とタイトルは次のとおりであります。 

   1. 鹿島愛彦：巻頭言、2. 由良 薫：岐阜県郡上市、大滝鍾乳洞（観光洞窟）の見学と考察―地域一体で取り組む観光洞

窟資源－、3. 鹿島 愛彦：洞窟・鍾乳石と人間、4. 肥塚 義明・沢  勲：大滝鍾乳洞の鍾乳石、5. 村田貞博：中国経済「光と

陰」に関する小考察、6. 藤浦 淳：レアアースと人工洞窟としての鉱山、7. 八頭司 彰久：土壌汚染リスクの移転手法としての

保険、8. 熱田親憙：ネパールにおけるヨード欠乏症との戦い （ヒマラヤ山間部のヨード欠乏症に関する研究）。 

  神社・鳥居関係の論文は下記のとおりです。 

9. 沢 勲・肥塚 義明・北川 和孝：大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382 年)の由来と鳥居、10. 沢 勲・上野裕・西山正明：大

阪市西淀川区、田蓑神社(869 年)の由来と鳥居、11. 沢 勲・石田 信也・朴 永炅：大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と鳥居、

12. 沢 勲・富田 和広・北川 和孝：大阪市西淀川区、大和田住吉神社(1313 年)の由来と鳥居、13. 沢 勲・西山正明・金世

徳：大阪市西淀川区、福住吉神社(1656 年)の由来と鳥居、14. 沢 勲・富田和広・肥塚義明：大阪市西淀川区、鼻川神社の由

来と鳥居、15. 沢 勲・上野裕・西山正明：大阪市西淀川区、五社神社(１６８８年)の由来と鳥居、16. 沢 勲・石田信也・朴永

炅：大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644 年)の由来と鳥居。 

実践報告の資料は下記のとおりです。17.本学会環境調査部、社殿の建築様式、18.本学会環境調査部、神社鳥居の系列構造、

19.本学会環境調査部、西淀川区、8 神社文化遺産の調査資料、20.本学会環境調査部、西淀川区、神社関連資、   

21.本学会環境調査部、大阪市西淀川区、神社年表、22.本学会環境調査部、神社 4 ヶ国語(日英韓中)用語集、 

23.本学会地域編集部、西淀川区の地図(５００年間)、24.本学会地域編集部、西淀川区民まつり、 

25.本学会地域編集部、西淀川区野里夏まつり、26. 本学会地域編集部、西淀川区新聞記事  

2-6. 沢 勲理事他 見学、主催：「私学事業団」、タイトル：大阪府「七福神めぐり」、日時：平成 23 年 1 月 10 日（月)、 

場所：圓満寺、萩の寺、服部神社、瀧安寺、西江寺、中山寺、清荒神。 

【3】会員のマスコミとテレビ出演について 

沢 勲理事 毎日新聞掲載 2011 年 1 月 5 日、 

タイトル：西淀川区内の８神社調査、記録と模型。 

活動報告62  2011年の活動報告
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【4】鳥居模型の展示について、大阪市西淀川区役所 5F 大会議室、展示日：2011 年 1 月 18 日（火）、 

【5】洞窟と鳥居の写真について、大阪市西淀川区役所 5F 大会議室、展示日：2011 年 1 月 18 日（火） 

【6】鳥居情報サロンについて写真、鳥居の模型と写真の上部「つらら光」が 10 色に変化する新設した。紅白色の紙垂を増設。 

【7】国立国会図書館 収集書誌部より論文・書籍の寄贈のお礼あり学会の論文・書籍を 85 点寄贈いたしましたお礼であります。 

＜お知らせ 1＞関西大学校友会八尾支部長中尾達夫より「歩こう会（八尾史跡めぐり）のお知らせ」がありました。 

開催日：3 月 27 日（日）午前 10 時 JR 八尾駅南改札口集合 洞窟環境 NET 学会の沢勲会長の解説もあり 

参加ご希望の方は、3 月 21 日（日・春分の日）までに以下の問合せ先へお申し込みください。 

＜お知らせ 2＞、関西大学校友会西淀川支部と洞窟環境 NET 学会共催の「寺社仏閣の探訪会」を 7 月下旬に開催する予定

です。区民の関係者ばかりではなく、小中学生と障害者と共に歩く会を計画しております。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 3 月報告 

東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた 方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆様、そのご家族の方々

に対しま して、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 

【１】洞窟環境 NET 学会紀要の刊行について、(300 ページ・重量 800 グラム・油紙を使用)、「大阪府西淀川区の 8 神社の由来

と鳥居」に関する論文の由来と鳥居―四ヶ国語（日英韓中）用語・鳥居の測量値と模型製作―など８編）は、本学会の目指す

「文化遺産の伝承」をテーマとしたものであり、戦災・地震・台風などで被害を受けながらも、都市の中で地域住民の協力の下で

生き残ってきた、最古のもので 869 年に創建されたとされる宗教的文化財に焦点を当てたものとして注目される。 

野里住吉、田蓑、姫島、大和田住吉…など西淀川区内８つの神社についての由来のほか、本殿、鳥居等の詳細な測量結果

が報告されている。また、日英韓中の４ヶ国語からなる用語解説も付記され、この種の研究論文としては例を見ない精緻なものと

して当該神社関係者はもとより、関連行政当局からも高い評価を受けている。 

この研究結果を加えて先の洞窟情報サロンは「洞窟・鳥居情報サロン」に改変され公開されている。今後の関西大学校友会

との合同調査・測定値の解析などの進展が期待される。また、本学会では、２０１０年８月１２日、徹夜踊りで有名な岐阜県郡上

市にある「大滝鍾乳洞」の見学ツアーを行った。学会発足後初めての「フィールドワーク」であり、会員 8 人が参加した。 

本号にはこの大滝鍾乳洞に関連する論文３編も納められている。 さらに、中国経済やレアアース問題、土壌汚染と保険…な

ど時宜にかなったテーマを取り上げた論文も搭載され、幅広い分野での活動を目指す“ネット学会”にふさわしい紀要となって

いる。 

 今後も、学会の主題である洞窟の環境保全や洞窟環境の利用を広範囲に捕らえた調査研究はもとより、地球規模での広汎な

問題提起を含む独創性に富んだ論文の投稿が期待されるところである。 

【2】洞窟環境 NET 学会紀要の謹呈先について 

 国立国会図書館、大阪府立中央図書館、大阪府立中之嶋中央図書館、大阪市立中央図書館、大阪市西淀川図書館、大阪

市西淀川区役所と区内神社、大阪府神社庁、主な新聞社等のマスコミ関係者、立命館大学、関西大学図書館、近畿大学中央

図書館、大阪経済法科大学図書館ほか外国の国立図書館 

【3】「歩こう会（八尾史跡めぐり：神社鳥居）のお知らせについて、主催：関西大学校友会八尾支部（支部長中尾達夫） 

開催日：3 月 27 日（日）午前 10 時 JR 八尾駅南改札口集合、参加ご希望の方は、3 月 21 日（日・春分の日）までに 

【4】洞窟と鳥居の講演依頼のお知らせについて大学と図書館とボランティア団体からの依頼があります。 

【5】 紀要 2 号の購入希望者について、紀要 2 号の購入希望者は、送料を含め出版費用の補助金 3000 円をお願いいたしま

す。部数が少なくなりそうです。 

＜お知らせ１＞関西大学校友会西淀川支部と洞窟環境 NET 学会共催の「寺社仏閣の探訪会」を 7 月下旬に開催する予定。 

区民の関係者ばかりではなく、小中学生と障害者と共に歩く会を計画。 
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＜お知らせ２＞インド、ネパ-ル、ベトナムと友好を深めておる NPO 法人の役職者が本会の相談役になり、協力の要望があった。

ベトナムにある洞窟は、天井に高さが 20ｍ位のトップクラスの洞窟がある。 

＜お知らせ３＞あおぞら財団付属エコミュ－ズの資料館だよりＮｏ.３５には、館訪問その１６．西淀川区に洞窟が！？洞窟ハウス

の記事が記載 

＜お知らせ４＞洞窟と環境関連(公害)の卒業・修士論文作成にお世話します。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 4 月報告 

【1】洞窟環境 NET 学会紀要の刊行をホームページに掲載、(300 ページ・重量 800 グラム・油紙を使用) 

「大阪府西淀川区の 8 神社の由来と鳥居」に関する論文の由来と鳥居―四ヶ国語（日英韓中）用語・鳥居の測量値と模型製作

―など８編）は、本学会の目指す「文化遺産の伝承」をテーマとしたものであります。 

岐阜県郡上市にある「大滝鍾乳洞」の見学ツアーを行いました。学会発足後初めての「フィールドワーク」であり、会員 8 人が

参加しました。本号にはこの大滝鍾乳洞に関連する論文３編も納められています。 

今後も、学会の主題である洞窟の環境保全や洞窟環境の利用を広範囲に捕らえた調査研究はもとより、地球規模での広汎

な問題提起を含む独創性に富んだ論文の投稿が期待されるところであります。洞窟環境 NET 学会紀要 第 2 号は、CENS のホ

ームページにて PDF ファイルで公開しております。http://www.cave-ens.com/cave/bulletin02.html 

【2】洞窟環境 NET 学会紀要の謹呈先について、八尾市役所議長室、神奈川県立川崎図書館から礼状がありました。 

【3】「歩こう会（八尾史跡めぐり：神社鳥居）の論文計画について、関西大学校友会八尾支部主催の成果をこの世に残すため、4

神社の撮影と鳥居測量を行い、関連資料を集めております。関連資料があれば、知らせてください。4 神社の撮影と鳥居測量に

関心のある方は、ご一報ください。4 神社名は、渋川神社、樟本神社（木の本、北木の本、南木の本） 

【4】学会と会員について、1. 近畿大学 総合社会学部教授 前田節雄に近畿大学転職しまして１年が終わり、2 年目の４月に、 

近畿大学のホームページにデビューしました。http://www.kindai.ac.jp/、総合社会学部 前田節雄教授（専門人体振動・国際

規格）が、社団法人日本機械学会から 2010 年度（第 7 回）標準事業表彰貢献賞を受賞しました。人体振動関係の標準化に努

力していきたいと思っております。前田節雄博士は、近畿大学講師時代に沢と近澤近畿大学名誉教授の授業を受けていました。

学会の名誉であります。 

2. 八頭司 彰久副会長の新聞掲載、毎日新聞 2011 年 3 月 26 日、タイトル：保険と環境リスク研究 

3. 八頭司 彰久副会長の新聞掲載、新日本保険新聞 2011 年 3 月 28 日、タイトル：大阪経済法科大学で寄付講座開催 

4. 八頭司 彰久副会長の論文掲載、月刊ライト様 4 月号の特別寄稿論文に掲載、タイトル：我が国における環境保健の現状と

普及にむけた提言、光栄にもご掲載頂きました 

5. 八頭司 彰久副会長の論文掲載、Insurance 四月号第二週（4 月 14 日）号の論考「環境保険普及への提言」。 

6. 保険毎日新聞社の 4 月からの連載、「環境保険を活用した環境リスク管理の有効性に関する研究事例」、4 月 6 日，8 日，11

日号【1】，【2】及び【3】を光栄にもご掲載予定。 

7. 沢勲が西淀川区役所のに掲載、西淀川区生涯教育学習だより、2011 年 3 月発行 第 66 号、タイトル：平成 22 年度 学び

の区民連続講座報告。 

8. 沢勲は 50 年前に、気仙沼に住んだことがあります。マスコミのニュースから悲しみに耐えません。昔を思い出すと元気がなく

なり、食事もおいしくありません。人間として生まれて、どうなるかを考えると涙・涙です。皆様も同様の気持ちであるでしょう。 

【5】沢勲出演テレビ放送の延期について、フジテレビジョン「情報プレゼンタ－とくダネ！」で予定 

沢勲出演の「新しい付き合い住み開き」は、事情により延期されました。震災関連の報道などにより放送日は未定。 

＜お知らせ１＞、西淀川区にある 8 神社の社殿測量を連休に行いたく存じます。関心のある方は、連絡。 

＜お知らせ２＞、大阪経済法科大学地域総合研究所紀要 3 号が刊行します。沢、西山、石田の共著、 
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タイトル：大阪市西淀川区、野里住吉神社（1382 年）の末社と石燈籠と鳥居―末社と石燈籠の解析および鳥居の測量値と模型

製作―。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 5 月報告 

このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 600 通配信しております。 

【1】平成 22 年度の決算書と活動報告の承認の件、6 月 25 日（土）開催の CENS 総会にて、この議案について審議。       

【2】平成 23 年度の予算案と活動計画案の件、6 月 25 日（土）開催の CENS 総会にて、この議案について審議。  

【3】JR 八尾駅付近の神社（約 1500 年前）の測量を完了しました。関西大学校友会八尾支部共催で成果をこの世に残す予定。4

神社名は、渋川神社、樟本神社（木の本、北木の本、南木の本） 

【4】西淀川区の神社社殿の模型製作にご協力ください。製作には、費用が 100 万円以上かかる見込みです。 ボランティアでご

協力いただける方がございましたら沢までご連絡ください。 

【5】大阪市鶴見区に 8 つの神社調査にご協力ください。8 つの神社の測量と写真撮影の依頼がありました。 

ボランティアでご協力いただける方がございましたら沢までご連絡ください。 

【6】沢勲出演テレビ放送について、6 月 15 日(水) 午後 11 時 17 分から放送予定、朝日放送 今ちゃんの「実は・・・」 

【7】CENS 役員が研究助成金を受理しました。CENS の役員が 2011 年笹川スポーツ財団、スポーツ振興研究助成金を受けまし

た。申請額は 100 万円です。 

【8】書籍を進呈頂きました。日本リスクマネジメント学会様から「現代社会とリスクマネジメント」 （ISSN0911-0992）を進呈頂きまし

た。三宅理事の査読付論文「コンプライアンスと SRM」が掲載。 

【9】西淀川区の神社と社殿の測量が完了しました。西淀川区内の測量が完了し、図面と写真が完成しました。協力者は、西山・

石田相談役。 

【10】熱田相談役の絵と文が掲載されました。朝日 21 関西スクエア会報（2011 年 4 月 No.133）の スケッチかんさいに「三寒四

温」を寄稿（絵と文）。 

【11】関西大学校友会八尾支部総会にて報告。 「渋川神社と樟本神社の研究比較」についての測量結果を沢が報告。 

【12】洞窟巡検のご案内、万葉集にも紹介されている和歌山県美浜町三尾にある洞窟の巡検を計画。6 月 2 日（木）JR 茨木駅か

ら現地に向かう予定。参加をご希望の方は、5 月 25 日（水）までに沢までご連絡ください。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 6 月報告 

このメールは、CENS 関係各位と団体などへ約 600 通配信しております。 

【1】JR 八尾駅付近の神社（約 1500 年前）の測量完了と講演。関西大学校友会八尾支部共催で測量を完了した。 

測量結果をまとめた内容を同支部総会で講演を行う。総会日は 6 月 18 日（土）。 

【2】西淀川区神社の拝殿と本殿の模型製作を近日中に完了、模型製作のため、実測 100 分 1 の写真を製作しました。 

 次に、実測の 66.7 分の 1 に模型を製作が完了間近です。添付のＬＥＤなしとＬＥＤ付の写真をご覧ください。鳥居と比較するた

め、後方に設置しております。この製作完了後は、区民まつり、区役所、関西大学校友会西淀川支部総会等に展示する予定。 

【3】西淀川区神社の拝殿と本殿の製作品の公開について、一般公開は、8 月から実施いたします。７月、準備期間中。 

【4】高田雄相談役、元スウェーデン松下電器(株)社長の講演、大阪経済法科大学で講演、タイトルは「スウェーデン、洞窟と経

営戦略」、2011 年 06 月 22 日（水） 

【5】八頭司副会長の新聞掲載について、保険毎日新聞、「環境保険を活用した環境リスク管理の有効性に関する研究事例」、 

 5 月 23 日（月）掲載 
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【8】保険会社の啓発機能や情報提供機能－米国も注目、5 月 24 日（火）掲載 

【9】環境保険 役割実行のためには－明確で厳格な政府基準の確立を 

【10】熱田相談役の絵と文が掲載されています。朝日新聞の会報誌「朝日 21 関西スクエア」で「スケッチかんさい」のコラムに掲

載。一覧をご覧になりたい場合は「熱田画廊」でホームページを検索。 

【１１】沢勲出演テレビ朝日放送の放送延期について、過去にフジテレビとくダネ！の放送予定。これは、ニュージーランドの震

災、前外務大臣の退任、東日本大震災等の事件により放送が長らく延期。 

今回は、6 月 15 日(水)朝日放送 今ちゃんの「実は・・・」の放送予定がありましたが、「諸般の事情により紹介できないように 

なりました。バラエティーの内容を豊富にしたため学術的な内容は年末の「総集編」にくみ込んでご紹介。連絡があり。 ６月 15

日(水) 午後 11 時 17 分から放送予定（年末に延期）、朝日放送 今ちゃんの「実は・・・」。 

【12】由良・嶋谷理事と沢の「万葉集の関連の洞窟」調査について、6 月 2 日（木）万葉の里紀伊の国、和歌山県美浜町 

【13】由良理事と沢の「古代のロマンをたずねて戸津井鍾乳洞」調査について、6 月 2 日（木）和歌山県由良町。 

この洞窟は石灰採石場として利用。 

【14】由良理事と沢の新聞掲載について、日高新報 6 月 4 日（土）掲載、万葉集に詠まれた三尾の「久音の石室」、素晴らしい

観光資源！ 洞窟研究の権威が絶賛、紀州新聞 6 月 5 日（日）、久米の石室（三尾）を視察 洞窟環境 NET 学会会長ら 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 7 月報告 

【1】会員の新聞掲載について、紀州新聞、「久米の石室（三尾）を視察 洞窟環境 NET 学会長ら」、2011 年 6 月 5 日(日) 

日高新報、「万葉集に詠まれた三尾の「久米の石室」洞窟研究の権威が絶賛」、2011 年 6 月 4 日(土) 

河内新聞、「NPO 法人 洞窟環境 NET 学会 25 日に総会」、2011 年 6 月 15 日(水) 

河内新聞、「大阪経法大の名誉教授－沢 勲氏 21 世紀自分史を発刊」、2011 年 6 月 25 日(土) 

毎日新聞、「支局長からの手紙 洞窟と万葉」、2011 年 6 月 27 日(月) 

河内新聞、「洞窟環境 NET 学会も総会」、2011 年 7 月 5 日(火) 

【2】2011 年度 立命館 大阪オフィス講座について（沢）、2011 年 9 月 14 日(水)、立命館大阪キャンパスにて、「洞窟・環境・人

間を考える」と題して講義・講演を行います。「地中と宇宙の科学」の第一回目の講義。 

【3】神社鳥居・社殿模型と西淀川区民まつりの参加について、西淀川区神社の鳥居と拝殿、本殿の模型が完成し公開。これら

の模型は、西淀川区民まつりに出品予定。関西大学西淀川支部と共催。 

【4】海外洞窟巡検ツアーについて、8 月 23 日(火)から 8 月 27 日(土)までの日程で、中国上海、杭州、蘇州をめぐるツアーに参

加します。2 日目にアジア最大級の鍾乳洞「黄龍洞」を見学。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 8 月報告 

【1】大学の寄付講座について、副会長の八頭司様が大阪経済法科大学での寄付講座を行った。保険毎日新聞に連載。 

【2】海外洞窟巡検ツアーについて、8 月 23 日(火)から 8 月 27 日(土)まで、中国上海、杭州、蘇州をめぐるツアーに参加。 

2 日目にアジア最大級の鍾乳洞「黄龍洞」を見学。http://www.visitkonan.jp/show.php?contentid=24 

【3】2011 年度 立命館 大阪オフィス講座について（沢）、2011 年 9 月 14 日(水)、立命館大阪キャンパスにて「洞窟・環境・人間

を考える」と題して講義・講演。 

【4】神社鳥居・社殿模型と西淀川区民まつりの参加について、西淀川区神社の鳥居と拝殿、本殿の模型が完成し公開しており

ます。これらの模型は、西淀川区民まつりに出品予定。西淀川区民まつりは、9 月 24 日（土）に西淀公園で開催。関西大学西淀

川支部と共催。 
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【5】JR 八尾駅付近の神社の史跡調査、1500 年前の謎とされている渋川神社と楠本神社の変遷について調査。物部守屋と蘇我

馬子・聖徳太子の対決で、勢力の変化があった。維新の事変が起こり、仏教伝来の発祥の地のことも調査する事ができた。聖徳

太子の成果として、将軍寺や仏教の伝来が盛んに行われた。その調査は、数回。関連した写真・図・表・測量に関する解析。 

さらに、1500 年前の天皇と物部系・蘇我系・聖徳太子の活躍が目の当たりに浮かんでいる。年表として編集を行った。 

【6】洞窟情報サロンの提供について、毎年、大学の卒論や小学生の夏休みの自由研究課題の題材として、洞窟情報サロンを

提供。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 9 月報告 

【1】会員の新聞掲載について、 

河内新聞、「今年も大阪経法大で八頭司教授の集中寄付講座、9 月 12 日（月）～16 日（金）」、2011 年 8 月 25 日（木）掲載。 

保険毎日新聞、環境保険を活用した環境リスク管理の有効性に関する研究事例」、2011 年 9 月 2 日（金）掲載 

河内新聞、「立命館大阪オフィス講座で沢勲洞窟環境 NET 学会長が講演」、2011 年 9 月 15 日（木）掲載 

【2】海外洞窟巡検ツアーの報告、洞窟の調査は、杭州の「黄龍洞」、鳥居の調査は、杭州市の六和塔、無錫市の元頭渚公園

(ゲントウショ)、太湖、灯篭の調査は蘇州市の寒山寺。 

【３】劇団での台本作成のアイデアを募集．会員の劇団女優から洞窟などの環境をテーマとした台本のアイデアを募集中。 

【４】洞窟環境 NET 学会紀要の原稿を募集します。当学会の紀要3 号の原稿を一般にも募集中。10 月末までにタイトル（仮題で

も可能）と概要の 200 字まで。原稿の締め切りは、来年の 1 月末日。出版は 5 月ごろ。 

【５】西淀川区民まつりについて、NPO 法人洞窟環境 NET 学会（関西大学校友会西淀川支部）が、「区内 8 神社の社殿建築物

と考察」と題して展示。同時に、石灰岩洞窟の写真パネル 10 枚を展示。9 月 24 日（土）正午～5 時で西淀公園 

【６】関西ウォーカーへの掲載について（沢）、2011 年 10 月 4 日（火）発売の「関西ウォーカー（角川書店）」に洞窟ハウスに関す

る内容で沢が掲載。 

【７】スケッチかんさいへの掲載について（熱田）、2011 年 9 月 10 日（土）発行の会報 No137、「スケッチかんさい（朝日 21 関西ス

クエア）」に会員の熱田様の記事が掲載。また、2011 年 10 月 1 日（土）～10 日（祝・月）まで、大阪市中央区の大西ギャラリーに

て、「熱田ちかよし・チャリティ水彩画展」が開催されます。 

【８】会員の表彰について（藤田）、会員の藤田康雄様が表彰。社団法人 日本電気技術者協会関西支部、財団法人 日本デー

タ通信協会、洞窟環境検定の実施についての提案があり。 

【9】洞窟ハウス、韓国からの見学依頼について、10 月 8 日（土）に韓国から見学者が来日。八尾市在住の小林義二様が同行の

予定。 

 

●-◎-●-◎-●-◎-●--●-◎-●-◎-●-◎-●-◎-●-◎ 

 洞窟環境 NET 学会（CENS） 2011 年 10 月報告 

【1】会員の新聞掲載について、 

保険毎日新聞、「環境保険を活用した環境リスク管理の有効性に関する研究事例、【16】【17】【18】【19】」 

2011 年 9 月 12 日（月）、2011 年 9 月 30 日（金）、2011 年 10 月 14 日（金）、2011 年 10 月 18 日（火）掲載 

河内新聞、「八頭司教授の寄付講座実施 大阪経法大」、2011 年 10 月 5 日（水）掲載 

【2】会員の表彰について、会員の前田節雄博士が表彰。経済産業省 平成 23 年度工業標準化事業 経済産業大臣表彰。 

【3】洞窟ハウステレビ放送について、ケーブルテレビのテレビ番組でさわ洞窟ハウスが紹介。各地域で、10 月 24 日～３0 日まで

再放送。ベイコム コミュニティチャンネルほっとネット☆ベイコム、まちなかにある「洞窟ミュージアム」【西淀川・野里】」。 

http://baycom.jp/new/service/cable_tv/community/hotnet/index.html 
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【4】関西ウォーカーへの掲載について、2011 年 10 月 4 日（火）発売の関西ウォーカー 23 年 10/18 号にさわ洞窟ハウスが 

紹介。※添付の PDF ファイルに記事を掲載。 

【5】イベントのお知らせ、 

関大寄席 天満天神繁昌亭朝席、日時：2011 年 11 月 23 日（水） 10 時開演、 

第 3 回ふれあい心コンサート、日時：2011 年 11 月 26 日（土） 14 時 30 分開演、場所：クレオ大阪西ホール 

劇団往来・番外公演 虫、日時：2011 年 12 月 2 日（金）～4 日（日）、場所：大丸心斎橋劇場 

OSAKA 翔 GANGS Live Tour 2011、2011 年 12 月 25 日（日）、場所：amHALL（梅田）・FANJ（アメリカ村） 

【6】チャリティ水彩画展の開催報告、2011 年 10 月 1 日（土）～10 日（祝・月）まで、大阪市中央区の大西ギャラリーにて、「熱田

ちかよし・チャリティ水彩画展」が無事に終了。 

【7】西淀川区民まつり開催報告、NPO 法人洞窟環境 NET 学会（関西大学校友会西淀川支部）が「区内 8 神社の社殿建築物と

考察」と題して展示。見学者は約 2 万人。 

【8】会員の学位取得について 

当学会の理事である上野 裕様が関西大学文学博士の学位を授与されました。会員の家族を含めて、約 20 名の博士。 

【9】洞窟環境 NET 学会紀要 3 号の論文募集について、学会紀要 3 号の論文を募集中。現在、15 名の論文掲載を予定。 
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年月日 7１.テレビ・ラジオ出演（37件） 組　織　名

1 2009年05月05日 沢　勲：自宅を改造し洞窟資料館（浜村淳） 毎日放送ラジオ（1179ｋＨＺ）

2 2009年05月19日 沢　勲：こんちゎコンちゃんお昼ですよ（近藤光史） 毎日放送ラジオ（1180ｋＨＺ）

3 2009年06月03日 沢　勲：ちちんぷいぷい（角純一・小藪千豊） 毎日テレビ（MBC・4ｃh）

4 2009年10月01日
沖本理事出演：市民の目線から見た里山ガ－デンとエコ生活、

おはよう朝日です  沖本 裕司
テレビ朝日

5 2010年07月24日 沢　勲：ナニコレ珍百景 テレビ朝日

6 2010年08月19日 沢　勲：洞窟に関する話し ラジオ大阪

7 2010年10月01日 　沢　勲：「となりの人間国宝さん」 関西テレビ放送

8 2010年10月16日 第36回西淀川区民まつり、地域まること再発見 Bay Com　11Ch　Digital

9 2010年11月06日
　沢　勲：洞窟・鳥居情報サロン１０日間
三関王「関西三大個人ミュージアム」

Baycom　11Ch　Digital

10～16 2011年02月24日 　沢　勲：「元気な先輩！生放送！」1週間（7回） J: Com　11Ch　Digital

17 2011年03月14日 沢　勲：「情報プレゼンタ－とくタネ」 フジテレビ

18 2011年06月15日 　沢　勲：「今ちゃんの「実は・・・」震災のため12月特番 朝日放送テレビ

19～35 2011年10月24日 　沢　勲：「8時です！生放送！」1週間（1７回） ホットネットBay Com　11Ch

36 2011年12月30日 　沢　勲：「となりの人間国宝さん」年末特番 Baycom　11Ch　Digital

37 2012年03月10日 　沢　勲：「ホップ!ステップ!!シャンプ-」クイズ番組 朝日放送テレビ

38 2012年03月15日 　沢　勲：「となりの人間国宝さん」年末特番 Baycom　11Ch　Digital

年月日 7２.新聞等記事（101件） 組　織　名

1 2009年04月01日 エクステリアアイデア118（沖本） 学習研究社　ドゥ－バ14月号

2 2009年04月21日 政府は21世紀型産業の推進急げ（論風）（三宅芳夫） フジサンケイ　ビジネスアイ

3 2009年04月21日 保険代理店を経営(八頭司） 日刊工業新聞

4 2009年04月25日 洞窟の神秘を再現する　「洞窟情報サロン」初公開(沢） 河内新聞

5 2009年05月05日 自宅を改造し洞窟資料館(沢） 毎日新聞

6 2009年05月22日 環境汚染問題と損保会社のあり方（八頭司） 保険毎日新聞

7 2009年05月25日 ＮＰＯ法人洞窟環境ＮＥＴ学会、理事会で初顔合わせ(沢） 河内新聞

8 2009年06月27日 洞窟の魅力発掘-模型・溶岩など展示「子供の好奇心刺激」(沢） 産経新聞

9 2009年07月01日 手づくりの洞窟博物館「洞窟情報サロン公開」(沢） 日本一明るい経済新聞

10 2009年07月04日 洞窟研究　自宅に資料館（沢） 読売新聞

11 2009年07月18日 自宅開放、集う場所に（洞窟再現）（沢） 朝日新聞

12 2009年08月15日 沢　勲：学びの区民連続講座「わがまち　西淀川区って
こんなん　しっとこ！」

西淀川区役所の広報　にしよどがわ

13 2009年10月01日 沢　勲：ユニ－クな展示物で夢を与える斬新なサロン COMVO Vol.138

14 2009年10月05日 沢　勲：ますます充実　洞窟情報サロン トルコの住居模型入手 河内新聞

15 2009年11月05日 沢　勲：神秘的な洞窟写真公開--大阪経法大で- 産経新聞

16 2009年11月15日 沢　勲：理系初の学長・校友会会長就任祝う
工卒代議員と電友会が合同で

関大新聞

17 2009年11月15日 沢　勲：沢教授の「洞窟展」大好評-大阪経法大・経法祭で- 河内新聞

活動報告70. 総目録（2009・2010・2011 年度）
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18 2010年01月01日 沢　勲：沢勲会長が河内新聞社の名誉顧問に就任 河内新聞

19 2010年01月29日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 保険毎日新聞

20 2010年02月01日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 新日本保険新聞

21 2010年02月01日 沢　勲：洞窟博士（沢勲氏）の講座について 西淀川区役所生涯学習だより　Vol.58

22 2010年02月05日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催コ―ディネ―タ― 河内新聞

23 2010年03月01日 沢　勲：区役所図書館に「神秘の世界：カット・グラスと洞窟」 西淀川区役所生涯学習だより　Vol.59

24 2010年03月01日 沢　勲：区役所図書館に「洞窟博士」沢勲さんの洞窟学パネル
西淀川区役所の広報　にしよどがわ

No.165

25 2010年03月01日 沢　勲：西淀川区人権啓発推進協議会主催の区民連続講座
西淀川区人権啓発推進協議会だより「お

もいやり」　No.2

26 2010年03月23日 沢　勲：住み開き「さわ洞窟ハウス　なんと自宅で博物館」
大阪市・企画運営：慶展院寺倶楽部　　、

ｐ.4-5

27 2010年04月06日 沢勲：自宅空いた場所開放 読売新聞

28 2010年04月06日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学環境市民講座開催公開座：環境問題
へのアプローチ講演

保険毎日新聞

29 2010年07月14日 熱田親憙：「[ヨード欠乏症」根絶にかける-ネパールこぶ取り物語 毎日新聞

30 2010年08月12日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座、ヤトウジ保険センター 保険毎日新聞

31 2010年08月23日  八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座，ヤトウジ保険センター 新日本保険新聞

32 2010年08月30日 八頭司　彰久：寄付講座「リスク社会と保険」 八尾タイムズ

33 2010年08月31日八頭司　彰久：保険の寄付講座を大阪経法大が開催、ヤトウジ保険センター 産経新聞社

34 2010年09月05日 八頭司　彰久：経営学特論（リスク社会と保険）４社共同による寄付講座
を開催

河内新聞

35 2010年09月07日 八頭司　彰久：寄付講座：リスク社会と保険をテーマにした寄付講座 毎日新聞

36 2010年09月11日 沢勲：鳥居が結ぶ地域の絆（大阪版) 産経新聞社とホームページ

37 2010年09月12日 八頭司　彰久：リスク社会と保険テーマに公開講座 大阪日日新聞

38 2010年09月18日 沢勲：鳥居が結ぶ地域の絆（阪神版) 産経新聞社とホームページ

39 2010年09月25日 沢勲：地元の鳥居　歴史を語る（大阪版) 朝日新聞社とホームページ

40 2010年10月04日 八頭司　彰久：大阪経法大で寄付講座，八頭司氏ら4氏が講座担当 新日本保険新聞

41 2010年10月05日 八頭司　彰久：保険代理店の現職経営者が八頭司氏に博士（経済学）
取得、大学教授に

河内新聞

42 2010年10月05日 八頭司　彰久：4社共同で寄付講座『リスク社会と保険』大阪経法大で

5日間開講」
河内新聞

43 2010年10月07日 八頭司　彰久：大阪経済法科大学寄付講座『リスク社会と保険』開催と
「八頭司彰久氏が教授就任 現役の代理店経営者では異例

保険毎日新聞

44 2010年10月07日 沢勲・西山正明・石田信也：
平松市長も驚きと賞賛 西淀川区民まつりに参加

関大機関紙560号

45 2010年11月05日 沢勲：地元文化遺産の 「西淀川区内８神社の鳥居」 河内新聞

46 2011年01月05日 沢勲：西淀川区内の８神社調査、記録と模型 毎日新聞とホームページ

47 2011年01月05日 沢勲：鳥居は日本の原風景－西淀川区内８神社の調査－記録と模型 毎日新聞

48 2011年01月10日 八頭司　彰久：環境保健　仕組みと役割発信(阪神版） 産経新聞

49 2011年03月26日 八頭司　彰久：保険と環境リスク研究 毎日新聞

50 2011年03月28日 　八頭司　彰久：大阪経済法科大学で寄付講座開催 　　新日本保険新聞

51 2011年04月06日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（1）第1部第1章序論

保険毎日新聞

52 2011年04月08日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（2）第1部第1章序論

保険毎日新聞

53 2011年04月11日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（1）第1部第1章序論

保険毎日新聞

54 2011年04月14日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（2）第1部第1章序論

保険毎日新聞

55 2011年04月18日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（4）第1部第2章

保険毎日新聞
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56 2011年04月25日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（5）第1部第2章

保険毎日新聞

57 2011年05月06日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（6）第1部第2章

保険毎日新聞

58 2011年05月13日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（7）第1部第3章

保険毎日新聞

59 2011年05月23日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（8）第1部第3章

保険毎日新聞

60 2011年05月24日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（9）第1部第3章

保険毎日新聞

61 2011年06月16日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（10）第1部第3章

保険毎日新聞

62 2011年07月08日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（11）第2部第4章

保険毎日新聞

63 2011年07月19日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（12）第4部第5章

保険毎日新聞

64 2011年07月21日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（13）第2部第5章

保険毎日新聞

65 2011年07月29日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（14）第2部第5章

保険毎日新聞

66 2011年07月12日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（15）第1部第8章

保険毎日新聞

67 2011年06月04日 由良薫：素晴らしい観光資源ー万葉集に詠まれた三尾の「久米の石室」 和歌山　日高新聞

68 2011年06月05日 由良薫：久米の石室（三尾）を視察―洞窟環境NET学会会長ら 和歌山　紀州新聞

69 2011年06月15日 NPO法人洞窟環境NET学会25日に総会 河内新聞

70 2011年06月17日 沖本然生：『緑のガーデンをゴーヤで作ろう」 読売新聞

71 2011年06月25日 大阪経済法科大学の名誉教授－沢勲21世紀自分史を刊行 河内新聞

72 2011年06月27日 由良薫：和歌山ー支局長からの手紙ー「洞窟と万葉」 毎日新聞

73 2011年07月05日 NPO法人洞窟環境NET学会25日も総会 河内新聞

74 2011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』

保険毎日新聞

75 2011年08月25日 八頭司　彰久：
今年も大阪経法大で八頭司教授の集中寄付講座

河内新聞

76 2011年08月30日 八頭司　彰久：
ヤトウジ保険センター、大阪経済法科大学で保険無料公開講座

毎日新聞

77 2011年09月02日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（15）第2部第5章

保険毎日新聞

78 2011年09月03日 　八頭司　彰久：
大学コンソーシアム大阪が大阪経済法科大で無料公開講座

産経新聞

79 2011年09月05日 大阪経済法科大学客員教授、大阪経済法科大学で寄付講座実施 　新日本保険新聞

80 2011年09月12日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（16）第2部第6章

保険毎日新聞

81 2011年09月15日 立命館大学オフィス講座で―沢勲洞窟環境NET学会講演 河内新聞

82 2011年09月30日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（17）第2部第6章

保険毎日新聞

83 2011年10月05日 沢勲：町なか博物館（5～18日間） 関西ウォーカー

84 2011年10月05日 八頭司　彰久：  八頭司教授の寄付講座実施、大阪経法大 河内新聞

85 2011年10月10日 八頭司　彰久：  大阪経法大で八頭司客員教授寄付講座 新日本保険新聞

86 2011年10月11日 八頭司　彰久：  東日本大震災と保険』テーマに討論も 保険毎日新聞

87 2011年10月14日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（18）第2部第6章

保険毎日新聞

88 2011年10月18日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（19）第2部第6章

保険毎日新聞

89 2011年10月20日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（20）第3部第7章

保険毎日新聞

90 2011年10月25日 　八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（21）第3部第7章

保険毎日新聞

91 2011年11月01日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（22）第3部第7章

保険毎日新聞

92 2011年11月02日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（23）第3部第8章

保険毎日新聞

93 2011年11月08日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（24）第3部第8章

保険毎日新聞
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94 2011年11月14日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（25）第3部第8章

保険毎日新聞

95 2011年12月05日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（26）第3部第8章

保険毎日新聞

96 2011年12月06日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（27）第3部第8章

保険毎日新聞

97 2011年12月25日 沢勲：　床下「洞窟」にようこそ―自宅を公開「楽しんで」 読売新聞

98 2012年01月04日 沢勲：　地底のロマン手作りーまちの埋蔵文化人・関西遺産 朝日新聞

99 2012年01月10日 沢勲：　アサダワタル著書：住み開きー
家から始めるコミュニティー（ｐ78-81）

筑摩書房

100 2012年01月12日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（28）第3部第9章

保険毎日新聞

101 2012年01月23日 八頭司　彰久：プロフェッショナル・アイ、環境保険を活用した環境リスク
管理の有効性に関する研究事例（29）第3部第9章

保険毎日新聞

 年 月 日 7３. 展示会（33件） 開催場所

1 2009年06月22日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学1号館

2 2009年11月07日 神秘的な洞窟の世界－「世界遺産 洞窟写真展」（2日間） 大阪経済法科大学(３号館教室）

3 2009年11月07日 約３億年前から形成された秋芳洞にある光輝く鍾乳石 大阪経済法科大学(３号館教室）

4 2009年11月07日 富士山（噴火時10万年前～約1万年前）の最高峰付近

   （標高2630ｍ）にある洞窟の溶岩
大阪経済法科大学(３号館教室）

5 2009年11月07日 静岡県伊豆大島の軽石（3万年前に海面に隆起、

100～200年一度の爆発、最近1912年～14年に噴火）
大阪経済法科大学(３号館教室）

6 2009年11月07日 洞窟関連の書籍と論文 大阪経済法科大学(３号館教室）

7 2009年11月07日 洞窟関連のＤＶＤ上映 大阪経済法科大学(３号館教室）

8 2009年12月09日  石灰岩洞窟の写真と石灰岩と書籍
相馬達雄弁護士忘年会

（ＡＮＡクラウンプラザホテル）

9 2009年12月16日  石灰岩洞窟の写真と石灰石・玄武岩・岩塩と書籍
西淀川区｢学びの区民連続講座」
大阪市西淀川区役所大会議室

10 2010年03月02日  石灰岩洞窟の写真（1ヶ月間） 大阪市西淀川区役所図書館

11 2010年04月01日  石灰岩洞窟の写真（1ヶ月間） 大阪市西淀川区役所図書館

12 2009年11月07日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学、１号館ロビ-

13 2009年09月25日 西淀公園で開催時の鳥居写真、鳥居模型  大阪市西淀川区民まつり

14 2009年09月29日 関西大学大阪倶楽部理事会、鳥居模型 関西大学大阪倶楽部理事会

15 2010年10月09日 グランビアホテル、鳥居模型 関西大学校友会西淀川支部総会

16 2010年11月06日 西淀川区図書館会議室、鳥居模型 大阪市立西淀川区図書館

17 2010年11月15日 世界の洞窟展（4日間） 大阪経済法科大学、１号館ロビ-

18 2011年01月18日 鳥居模型の展示について 　　大阪市西淀川区役所5F大会議室

19 2011年01月18日 鳥居の写真について 　　大阪市西淀川区役所5F大会議室

20 2011年01月18日 　LEDのしめ縄と紅白と白色の紙垂を増設 鳥居情報サロン

21 2011年04月23日 沖本然生：アジェンダ21吹田　「緑のカーテン講座」　１００名 メイシアター

22 2011年05月14日 沖本然生：　「ゴーヤによるミドリのカーテン実践講座」 大阪中央体育館

23 2011年05月16日 沖本然生：オープンガーデン　「ゴーヤづくり教室」　５０ポット 沖本自宅

24 2011年06月16日 沖本然生：　「ＮＧＯアジア協会友の会環境ワークショップ」２０ポット 沖本自宅

25 2011年06月23日 沖本然生：　Ｊ：ｃｏｍ吹田主催「楽しく過ごすみどりのカーテン」 　吹田さんくす壱番館

26 2011年06月24日 沖本然生：シニア自然大学校環境科
「ヒートアイランドとミドリのカーテン」１００ポット

環境情報プラザ

27 2011年06月25日 沢勲洞窟環境NET学会、八尾と西淀川区の鳥居と社殿写真 グランビアホテル19F

28 2011年06月27日 沖本然生：　西吹田ロータリークラブ例会　５０ポット 東急ホテル
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29 2011年06月27日 沖本然生：　吹田市子育てひろば「こっこ」　２０ポット 　吹田市

30 2011年09月14日 立命館大学大阪オフィス講座、世界の洞窟岩石と写真 富国生命ビル

31 2011年09月24日 西淀公園で開催時の鳥居と社殿の写真と模型  大阪市西淀川区民まつり

32 2011年10月09日 沖本然生：「自然を活かした快適な暮らし、植物を使ってエコ・ 大阪市立中央会館

33 2011年10月22日 関西大学校友会西淀川支部、鳥居と社殿の模型 グランビアホテル19F

 年 月 日 7４.　講　演　（48件） 組　織　名

1 2009年04月26日 沢　勲：洞窟情報サロン見学 西淀川区野里子供会の有志

2 2009年05月28日 沢　勲：洞窟鉱物と洞窟環境、鹿島 愛彦
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

3 2009年06月03日 沢　勲：学びの区民連続講座（企画会議）
西淀川区人権啓発推進協議会・同区生

涯学習区民会議共催

4 2009年06月03日 沢　勲：自宅を使った文化的な試みを見学する団体（下見の協議）
築港ＡＲＣ（ア－トリソ－スセンタ-

ｂｙ　Ｏｕｔeｎin）

5 2009年06月05日 沢　勲：洞窟情報サロン見学 関西大学理工学部評議員有志

6 2009年06月13日 沢　勲：洞窟の自然環境と人間について 関西大学千里山法律学会ＯＢの睦法会

7 2009年07月18日 沢　勲：自宅を使った洞窟情報サロンの社会的な価値
築港ＡＲＣ（ア－トリソ－スセンタ-

ｂｙ　Ｏｕｔeｎin）

8 2009年08月11日 沢　勲：洞窟情報サロンの展示品について
大阪大学

外国語学部・文学部学生有志

9 2009年08月14日 沢　勲：洞窟情報サロンの展示品について 兵庫県宝塚市民有志

10 2009年09月20日
沢勲・鹿島愛彦・勝間田隆吉：

大学講義テキスト『洞窟科学入門－写真と図解』
日本洞窟学会第35回大会・

秋吉台大会

11 2009年09月20日 沢勲：洞窟ハウス「洞窟情報サロン」の公開
日本洞窟学会第35回大会・

秋吉台大会

12 2009年09月20日 沢勲：洞窟情報サロンの展示品について 八尾市民の有志

13 2009年09月30日 沢勲：洞窟情報サロンの展示品について （社）アジア協会アシア友の会

14 2009年10月13日 沢勲：毎日ＴＶ（となりのマエストロ）取材として
東京の毎日ＴＶ系の

やんわか商店ＴＶ制作のディレクタ-

15 2009年11月25日 沢勲：さわ洞窟ハウス 関西大学理工学部卒（西淀川区民）

16 2009年11月26日 沢勲：洞窟情報サロンについて （社）アジア協会アシア友の会

17 2009年11月30日 沢勲：洞窟情報サロンについて見学
大阪社会福祉協議会

大阪市民ボランティア情報センタ－

18 2009年12月05日 沢勲：さわ洞窟ハウスについて 阿倍野区民

19 2009年12月08日 沢勲：洞窟情報サロンについて
西淀川区｢学びの

区民連続講座」企画会議メンバ-

20 2009年12月09日 沢勲：神秘的な洞窟光景を楽しむ 相馬会の忘年会

21 2009年12月10日 藤浦　淳：産業遺構、人工洞窟としての鉱山
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

22 2009年12月16日 沢勲：神秘的な洞窟宝庫を楽しむ
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

23 2010年01月21日 沢勲：洞窟の話し （社）アジア協会アシア友の会

24 2010年02月09日 沢勲：さわ洞窟ハウスを楽しむ方法
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

25 2010年02月17日 藤浦　淳：さわ洞窟ハウスの動画と静止画から洞窟を楽しむ
学びの区民講座-

「わが町 西淀川区」

26 2010年03月19日
八頭司　彰久：環境市民講座

「環境問題へのアプローチー環境と共生するためのライフスタイルー」
大阪経済法科大学地域総合研究所

27 2010年06月23日 八頭司　彰久： 「金融投資問題と法」の「投資性の強い生命保険など」
大阪経済法科大学法学部八尾市
連携公開講座 「地域生活と法」

28 2010年06月28日 川瀬辰男：新聞力とは-ジャ－ナリスト志望者のために
大阪経済法科大学
講座「情報科学論」

29 2010年09月01日
八頭司　彰久：大学コンソーシアム大阪提供科目「経営学特論（リスク社

会と保険）」  講演、最終日の第14回目はパネルから3～2010/9/17
大阪経済法科大学経済学部

秋季集中公開寄付講座

30 2010年09月21日 三宅芳夫：コンプライアンスとＳRM、 日本リスクマネジメント学会

31 2010年10月25日 村田貞博：中国経済の光と陰
大阪経済法科大学
講座「情報科学論」
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32 2010年11月06日 沢勲：西淀川区の神社について 西淀川区図書館,郷土史講演会

33 2010年12月08日 藤浦淳：レアアースと人工洞窟としての鉱山
大阪経済法科大学

講座「洞窟の自然と人間」

34 2011年01月18日 沢勲：西淀川区の神社と鳥居を学ぶ 西淀川区役所、生涯教育講座

35 2011年01月20日 沢勲：世界の洞窟について 東大阪東ロ－タリ-クラブ例会

36 2011年04月10日 熱田親憙：三寒四温
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

37 2011年04月15日 熱田親憙：わがボランテイア人生 高砂ロータリー倶楽部例会

38 2011年05月10日 熱田親憙：被災地を想う
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

39 2011年06月10日 熱田親憙：鉄人28号で町おこし
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

40 2011年06月18日 沢勲：八尾市内にある渋川神社と樟本神社について 関西大学八尾支部総会

41 2011年07月10日 熱田親憙：宇治川の鵜飼い　　
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

42 2011年09月12日
八頭司　彰久：秋季集中寄付公開講座（2011年9月）大学コンソーシアム

大阪提供：「経営学特論（リスク社会と保険）」
大阪経済法科大学

43 2011年09月14日 沢勲：洞窟・環境・人間を考える 立命館大学大阪オフィス講座

44 2011年09月15日
八頭司　彰久：「損害保険会社の環境経営/CSR経営、損害保険会社と

環境問題、保険による環境リスク管理の有用性・・
大阪経済法科大学　　

45 2011年09月16日
八頭司　彰久：（パネルディスカッション）東日本地震と保険～災害保険

の現状と課題を考える～
大阪経済法科大学　　

46 2011年11月09日 高田雄司：　スウェーデン、洞窟と経営戦略 大阪経済法科大学

47 2011年09月14日 高田雄司：　ＴＰＰと日本経済 多国籍企業学会西部部会例会

48 2012年01月16日 由良薫：　震災とメディア－東日本大震災をどう報じたか― 大阪経済法科大学

 年 月 日 7５. 論文と資料（81件） 雑  誌  名

1 2010年03月23日
沢　勲：

さわ洞窟ハウス なんと自宅で博物館
大阪市発行の住み開き 4ｐ、2010

2 2010年03月23日 八頭司彰久：保険による環境リスク管理の有効性に関する研究 国立滋賀大学、博士論文

3 2010年03月31日 上野　裕：｢小京都｣論と｢大京都｣形成
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、91-100、2010。

4 2010年03月31日
鹿島　愛彦：

四国の下部更新統にみとめられる氷食礫とその地質学的意義
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、139-154、2010。

5 2010年03月31日
沢　　勲・肥塚義明：地域に貢献する洞窟模型の製作-ミニ洞窟・洞窟写

真・洞窟模型の製作・4ヶ国語（日英韓中）用語-
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、2/、155-164、2010。

6 2010年03月31日 由良　薫：巻頭言
洞窟環境NET学会紀要、

1/、1、2010。

7 2010年03月31日
鹿島　愛彦：

洞窟鉱物と洞窟環境
洞窟環境NET学会紀要、

1/、3-6、2010。

8 2010年03月31日
梶川  伸：

小豆島遍路と洞窟霊場の魅力
洞窟環境NET学会紀要、

1/、7-12、2010。

9 2010年03月31日
八頭司彰久：

桑名氏によるアンケート調査に即した環境保険の研究
洞窟環境NET学会紀要、

1/、13-18、2010。

10 2010年03月31日
上野　裕：

都市イメージと都市活性化 ― 「小京都」から「ゆるキャラ」まで ―
洞窟環境NET学会紀要、

1/、19-22、2010。

11 2010年03月31日
藤浦　淳：

産業遺構、人工洞窟としての鉱山跡論考
洞窟環境NET学会紀要、

1/、23-30、2010。

12 2010年03月31日
沢　　勲・肥塚義明：洞窟情報サロンの火山洞窟模型と社会貢献―洞窟

写真・火山模型の製作・4ヶ国語（日英韓中）用語
洞窟環境NET学会紀要、

1/、31-38、2010。

13 2010年03月31日
沢　　勲・上野　裕・肥塚義明：洞窟における模型製作と3ヶ国語（日英

韓）の解説、
洞窟環境NET学会紀要、

1/、39-43、2010。

14 2010年03月31日
肥塚義明・沢   勲：トルコ、カッパドキアの人工洞窟の調査―宗教洞窟・

絵画洞窟・地下洞窟－
洞窟環境NET学会紀要、

1/、45-50、2010。

15 2010年03月31日
環境編集部：

洞窟の分類基準と系統図
洞窟環境NET学会紀要、

1/、51-53、2010。

16 2010年03月31日 環境編集部：伊勢神宮の外宮と内宮の環境芸術
洞窟環境NET学会紀要、

1/、55-57、2010。

17 2010年03月31日
環境編集部

：野里住吉神社の神木の環境芸術
洞窟環境NET学会紀要、

1/、58-60、2010。

18 2010年03月31日
環境編集部：

洞窟写真展（大阪市西淀川区役所・大阪経済法科大学学園祭）
洞窟環境NET学会紀要、

1/、61-63、2010。

19 2010年08月08日
沢　勲：

洞窟の分類基準案
ケイビングジャーナル、39/44-45,2010
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20 2011年03月31日
沢勲・西山正明・石田信也：

「大阪市西淀川区、野里住吉神社（1382年）の末社と石燈籠と鳥居
大阪経済法科大学地域総合研究所

紀要、3/、175-205、2011。

21 2011年03月31日
鹿島愛彦：

巻頭言
洞窟環境NET学会紀要、

2/、1、2011。

22 2011年03月31日
由良　薫：岐阜県郡上市、大滝鍾乳洞（観光洞窟）の見学と考察―地域

一体で取り組む観光洞窟資源－
洞窟環境NET学会紀要、

2/、3-10、2011。

23 2011年03月31日
鹿島　愛彦：

洞窟・鍾乳石と人間
洞窟環境NET学会紀要、

2/、11-17、2011。

24 2011年03月31日
肥塚 義明・沢  勲：

大滝鍾乳洞の鍾乳石
洞窟環境NET学会紀要、

2/、19-23、2011。

25 2011年03月31日
村田貞博：

中国経済「光と陰」に関する小考察
洞窟環境NET学会紀要、

2/、25-29、2011。

26 2011年03月31日
藤浦　淳：

レアアースと人工洞窟としての鉱山
洞窟環境NET学会紀要、

2/、31-36、2011。

27 2011年03月31日
八頭司　彰久：

土壌汚染リスクの移転手法としての保険
洞窟環境NET学会紀要、

2/、37-40、2011。

28 2011年03月31日
熱田親憙：ネパールにおけるヨード欠乏症との戦い　（ヒマラヤ山間部の

ヨード欠乏症に関する研究）
洞窟環境NET学会紀要、

2/、41-46、2011。

29 2011年03月31日
沢　勲・肥塚 義明・北川 和孝：

大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、47-66、2011。

30 2011年03月31日
沢　勲・上野裕・西山正明：

大阪市西淀川区、田蓑神社(869年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、67-85、2011。

31 2011年03月31日
沢　勲・石田　信也・朴　永炅：

大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、87-105、2011。

32 2011年03月31日
沢　勲・富田 和広・北川 和孝：

大阪市西淀川区、大和田住吉神社(1313年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、107-126、2011。

33 2011年03月31日
沢　勲・西山正明・金世徳：

大阪市西淀川区、福住吉神社(1656年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、127-144、2011。

34 2011年03月31日
沢　勲・富田和広・肥塚義明：

大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、145-162、2011。

35 2011年03月31日
沢　勲・上野裕・西山正明：

大阪市西淀川区、五社神社(１６８８年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、163-181、2011。

36 2011年03月31日
沢　勲・石田信也・朴永炅：

大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644年)の由来と鳥居
洞窟環境NET学会紀要、

2/、183-201、2011。

37 2011年03月31日
本学会環境調査部、

社殿の建築様式
洞窟環境NET学会紀要、

2/、203-205、2011。

38 2011年03月31日
本学会環境調査部、
神社鳥居の系列構造

洞窟環境NET学会紀要、
2/、206-210、2011。

39 2011年03月31日
本学会環境調査部、

西淀川区、8神社文化遺産の調査資料
洞窟環境NET学会紀要、

2/、211-217、2011。

40 2011年03月31日
本学会環境調査部、

西淀川区、神社関連資料
洞窟環境NET学会紀要、

2/、218-221、2011。

41 2011年03月31日
本学会環境調査部、

大阪市西淀川区、神社年表
洞窟環境NET学会紀要、

2/、222-228、2011。

42 2011年03月31日
本学会環境調査部、

神社4ヶ国語(日英韓中)用語集
洞窟環境NET学会紀要、

2/、229-235、2011。

43 2011年03月31日
本学会地域編集部、

西淀川区の地図(５００年間)
洞窟環境NET学会紀要、

2/、236-253、2011。

44 2011年03月31日
本学会地域編集部、
西淀川区民まつり

洞窟環境NET学会紀要、
2/、254-258、2011。

45 2011年03月31日
本学会地域編集部、

西淀川区野里夏まつり
洞窟環境NET学会紀要、

2/、259-262、2011。

46 2011年03月31日
本学会地域編集部、
西淀川区新聞記事

洞窟環境NET学会紀要、
2/、263-274、2011。

47 2011年04月01日
八頭司　彰久：

我が国における環境保険の現状と普及に向けた提言
月刊ライト55巻第4号

48 2011年04月14日
八頭司　彰久：

環境保険普及への提言
インシュアランス第4418号

49 2011年09月10日
熱田親憙

スケッチかんさい「 近江八幡のヨシすだれ」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

50 2011年09月20日
上野　裕：　都市空間形成における地理学研究

ー都市の基盤整備事業と空間行動
関西大学文学博士論文

51 2011年10月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 台風あとの紀の川」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

52 2011年11月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 船場の杜に芸術祭」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

53 2011年12月25日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 ホテルの敷地に風力発電」
朝日21関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

54 2012年02月10日
熱田親憙：

スケッチかんさい「 いつもと違う戎大祭」
朝日22関西スクエア会報

（朝日新聞大阪本社）

55 2012年03月10日
熱田親憙

奈良市春曰野町(春日大社境内)-ホルンで「鹿よせ」する飛火野
朝日21関西スクエア「スケッチかんさい」

3月号

56 2012年03月31日
小山　博：
巻頭言

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

57 2012年03月31日
沢　勲・小山　博・梶田梓聞・呉　紅敏

古代国家成立期、八尾の仏教戦争と聖徳太子の偉業
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。
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58 2012年03月31日
沢　勲・楠本正行・上野　裕・朴 永炅

奈良市、古代国家成立期の人工洞窟、蘇我馬子の石舞台遺跡の測量と分析
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

59 2012年03月31日
沢　勲・松井幸一・朝倉三尋・朴永炅

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の由来と社殿
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

60 2012年03月31日
沢　勲・松井幸一・朝倉三尋・肥塚義明

大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、渋川神社の鳥居と石燈籠
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

61 2012年03月31日 沢　勲・小山　博・上野　裕・中尾達夫
大阪府八尾市、古代国家成立期の仏教戦場、樟本神社(木の本)の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

62 2012年03月31日 沢　勲・水野富蔵・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/、1、2012。

63 2012年03月31日 沢　勲・佐々木裕子・垣内晋祐・呉　紅敏
大阪府八尾市、古代国家成立期、樟本神社（南木の本・日羅寺）の由来と鳥居

洞窟環境NET学会紀要、
3/、1、2012。

64 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・八頭司　彰久

大阪市西淀川区、野里住吉神社(1382年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

65 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・宮本　正明

大阪市西淀川区、田蓑神社(869年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

66 2012年03月31日
 沢　勲・六埜 博治・長谷部憲司・石田　信也

大阪市西淀川区、姫嶋神社の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

67 2012年03月31日
沢　勲・長谷部　憲司・西山　正明・石田　信也

大阪市西淀川区、大和田住吉神社(1313年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

68 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・乾 貞人・古谷　昭雄

大阪市西淀川区、福住吉神社(1656年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

69 2012年03月31日
沢　勲・六埜 博治・河野 賢治・肥塚　義明

大阪市西淀川区、鼻川神社の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

70 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・中　良紀

大阪市西淀川区、五社神社(1688年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

71 2012年03月31日
沢　勲・西山　正明・石田　信也・立川昌司

大阪市西淀川区、大野百島住吉神社(1644年)の由来と社殿測量
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

72 2012年03月31日
高田雄司

TPPと日本経済の現状
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

73 2012年03月31日
由良　薫

万葉集と洞窟  -和歌山・美浜町の洞窟を検分-
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

74 2012年03月31日
由良　薫

震災とメディア　－東日本大震災をどう報じたか-
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

75 2012年03月31日
八頭司　彰久

視野を広げて -金融のグリーン化についての研究-
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

76 2012年03月31日
梶川　伸

四国遍路における洞窟の役割
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

77 2012年03月31日
上野　裕

戦前期日本の都市発展と都市政策・計画
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

78 2012年03月31日
本学会環境調査部

神社関連の用語解説
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

79 2012年03月31日
本学会環境調査部

神社の4ヶ国語（ABC順）用語
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

80 2012年03月31日
本学会環境調査部

八尾市、渋川神社と樟本神社の概要
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

81 2012年03月31日
本学会環境調査部

神社の建築様式の区分
洞窟環境NET学会紀要、

3/、1、2012。

 年月日 7６.フィールドワーク（43件） 機関名

1 2009年09月13日 トルコ共和国、ピエラポリスの人工石灰棚と温泉保養地 洞窟環境NET学会

2 2009年09月14日 トルコ共和国、バムッカレの人工石灰棚と温泉保養地 洞窟環境NET学会

3 2009年09月15日 トルコ共和国、カッパドキアのカイマフルの地下都市 洞窟環境NET学会

4 2009年09月16日 トルコ共和国、カッパドキアの洞窟教会、洞窟住居、奇岩 洞窟環境NET学会

5 2010年01月11日 野里住吉神社の樹木環境 洞窟環境NET学会

6 2010年01月16日 野里住吉神社の樹木環境 洞窟環境NET学会

7 2010年01月19日 清荒神の樹木環境と鳥居の調査 洞窟環境NET学会

8 2010年01月23日 野里住吉神社の本殿と拝殿の撮影 洞窟環境NET学会

9 2010年02月11日 なばなの里-LEDトンネルとオ－ロラ（火山噴火連想） 洞窟環境NET学会

10 2010年02月13日 野里住吉神社の鳥居の測量 洞窟環境NET学会

11 2010年02月13日 野里住吉神社の淀川戎神社の拝殿の撮影 洞窟環境NET学会

12 2010年02月20日 野里住吉神社の一夜官女の行列を撮影 洞窟環境NET学会
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13 2010年03月19日 野里住吉神社の鳥居の測量 洞窟環境NET学会

14 2010年03月21日 日本最古の大宮神社や檜原神社の鳥居調査 （社）アジア協会アシア友の会

15 2010年03月22日 野里住吉神社の鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

16 2010年03月26日 野里住吉神社の鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

17 2010年04月17日 愛媛県内子市古い町並みにある鳥居の撮影 洞窟環境NET学会

18 2010年04月17日 香川県金刀比羅宮鳥居の測量と撮影 洞窟環境NET学会

19 2010年08月12日 岐阜県郡上市「大滝鍾乳洞」 洞窟環境NET学会

20 2010年09月13日 堂ヶ島マリンクルーズにて、天窓洞など神秘の「洞窟めぐり」 洞窟環境NET学会

21 2010年11月28日 紅葉の湖南三山-常楽寺、長寿寺、善水寺を訪ねて 関西大学大阪倶楽部

22 2011年01月01日 伊勢神宮の鳥居と社殿を観察 洞窟環境NET学会

23 2011年01月10日
大阪府「七福神（圓満寺、萩の寺、服部神社、瀧安寺、西江寺、

中山寺、清荒神）めぐり」
私学事業団

24 2011年03月27日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の歴史・文化遺産調査 関西大学八尾支部

25 2011年04月23日 沖本然生:　緑のカーテン講座 アジェンダ21吹田

26 2011年05月01日 西淀川区内にある８神社の社殿測量 関西大学西淀川支部

27 2011年05月03日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の写真撮影 洞窟環境NET学会

28 2011年05月14日 沖本然生:ゴーヤによるミドリのカーテン実践講座 　スポーツクラブ八幡屋　

29 2011年05月16日 沖本然生:ゴーヤづくり教室 沖本自宅オープンガーデン

30 2011年05月16日 沖本然生: 環境ワークショップ  
ＮＧＯアジア協会友の会

環境ワークショップ

31 2011年06月02日 和歌山県にある万葉集と海食洞窟の調査、神社調査 洞窟環境NET学会

32 2011年06月23日 沖本然生:楽しく過ごすみどりのカーテン Ｊ：ｃｏｍ吹田

33 2011年06月24日 沖本然生:ヒートアイランドとミドリのカーテン 　シニア自然大学校環境科

34 2011年06月27日 沖本然生:ミドリのカーテン 西吹田ロータリークラブ例会　

35 2011年06月27日 沖本然生:教室の緑のカーテン 吹田市立片山中学校 

36 2011年06月27日 沖本然生:こっこ緑のカーテン 吹田市子育てひろば

37 2011年08月23日 中国東南地方、杭州・無錫・蘇州・上海の鳥居と灯籠の調査 洞窟環境NET学会

38 2011年09月26日 八尾市立歴史民俗資料館、文化財を調査研究の資料収集 沢個人研究

39 2011年10月09日 奈良県明日香村、古墳時代後期の石舞台古墳の測量 沢個人研究

40 2011年10月09日 沖本然生:「自然を活かした快適な暮らし、植物を使ってエコ・クーリング
花の文化園の北野明先生

シンポジューム

41 2011年10月15日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の鳥居・社殿・石灯籠測量 洞窟環境NET学会

42 2011年10月10日 ＪＲ八尾駅付近の渋川神社と樟本神社の鳥居・社殿・石灯籠測量 洞窟環境NET学会

43 2011年11月04日 南河内郡太子町、聖徳太子と４天皇陵の鳥居と石灯籠の調査 洞窟環境NET学会

44 2012年01月05日 伊勢神宮の鳥居と社殿を観察 洞窟環境NET学会

45 2012年02月23日 大阪府八尾市、穴太神社の境内撮影 洞窟環境NET学会

46 2012年02月23日 大阪府八尾市、八尾天満宮の境内撮影 洞窟環境NET学会

47 2012年02月23日 大阪府八尾市、八尾神社の境内撮影 洞窟環境NET学会

48 2011年11月04日 京都市、北野太神社の境内撮影 洞窟環境NET学会
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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

㊞ 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

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

Regular member

         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）

勤務先住所
Office address

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

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

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

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）

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

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

        (      )

        (      )

学　歴 Academic background 卒業・修了Completed on

        (      )

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

         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.

洞窟環境NET学会（CENS）学生会員 登録カード
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編集後記

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

ＨＰ　   　：　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

洞窟環境NET学会紀要    第3巻第1号 2012年3月31日

　今回、創刊号の発刊に際して、国立国会図書館　書誌部遂次刊行物課より国際
標準遂次刊行物番号（ISSN 1884-2402）が登録されました。論文の引用が多くなる
と思います。第三者の評価として高い評価を得るため、質の高い学術論文にして地
域連携と貢献のため、その分野の権威である方に査読をお願い致しました。
　洞窟環境NET学会構成員の研究成果を内外に認知され、マスコミと地域に等に貢
献をしています。その成果として、論文9編の他に1件であります。紀要のさらなる発
展のため、幅広く投稿を期待しております。

（Y.K）

：

：

：

：
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