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ABSTRACT 

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Osumi Shrine, 

5-14-81, Daido, Higashiyodogawa-ku, Osaka-city. Furthermore, the origin of Osumi Shrine 

translated Multilingual translation (Japanese, English, Korea and Chinese) of history that 

supported the globalization era. About shrine environment, the writer analyzed data by a 

scientific management method.  

Worshipped Gods of Osumi Shrine is Ōjin-tennō. Osumi-no-miya which was Rikyuu of Ojin-tennō boiled 

Osumi-no-shima (Burial Mound age). Was built, and the local person enshrined a small shrine after 

demise of Ōjin-tennō. Then, object of worship of the Kamo-Myouzin was released the Yeonggwang by 

shipwrecked on flooding at the time of the Yodo River. The inhabitants reached this and enshrined it 

together in Ubusuna-no-kami and I changed a company name to Kamo-no-yashiro and divided a main 

shrine into two. 

Enshrined deity is God describing 11 next. Ōjin-tennō is the same as Homutawake-No-mikoto. 

Wakeikaduti-No-Ookami is the same as Kamowakeikadu. Ama-no-Koyane-no-mikoto is an ancestral 

god of Fujiwara. Itikishimahimei is called the Benzaiten. Izanami is God of the country management 

with Izanagi. Amaterasu is the chief god of Takama-ga-hara and is an ancestral god of the Imperial 

Family. Susanoo is God of hero God, the illness. Toyoukehime is Toyoke god and is food and industrial 

God. Ooyamakui calls itself mountain god of Mt. Hiei-zan, Sanno. It is father God of Kamo God. 

Uka-no-mitama-no-kami is food and industrial God in Inari Oga. Sugawara-mitizane calls itself 

Temma Tenjin in God of the education. 

A main shrine is a Chinese gable in the main hall to pray of the Kasuga-zukuri. Haiden is the 

hip-and-gable roof /Nagare-zukuri, frontage 12.25m, 4.30m in depth, 7.00m in height. The scale of 

Inari Shrine is frontage 2.23m, 3.90m in depth, 3.94m in height. The scale of Tenman-gu Shrine is 

frontage 3.89m, 3.74m in depth, 4.82m in height. The scale of the first front torii is distance 2.99m 

between the pillar, upper part of Nuki 3.25m, upper part 3.88m of Kasagi 3.88m, upper part of 

Sorimashi 4.20m. There are Inari Shrine torii and Temma Shrine torii elsewhere. The height of 

the stone lantern is the maximum 3.62m•average 2.67m• Minimum 2.04. Stone lantern number is 

14 groups. Scale of Inari Shrine is frontage 2.23m, 3.90m in depth, 3.94m in height. Scale of 

Tenman-gu Shrine is frontage 3.89m, 3.74m in depth, 4.82m in height. 

 

キーワード：難波大隅宮、河内王朝の開祖、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の建築様式 

 Keywords：Namba Osumi Miya, Initiator of Kawachi Dynasty, Multilingual Translation of History, 

Architecture of the shrine 
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別表 1.大隅神社年代順の内容 

1．はじめに 

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

八尾市、古代河内国の物部氏地域である大隅神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2013)報告の

一部である。大隅神社の所在地は、大阪市東淀川区大桐 5丁目 14-81。境内の面積は 3,000坪以上で、杉や松

が繁り社殿も壮麗であった。しかし、明治初年に周囲を民有地に払い下げ、現在は 700坪になっている。緯度は、

北緯 34 度 44 分 59.6 秒、東経 135 度 33 分 2.6 秒で、標高は 4.0m である（写真 1-1）。境内に狛犬や灯籠が多

いのは、稲生(いなう)神社などを合祀したからである。 

大隅神社の概要は、次のとおりである。主祭神は応神天皇（ｵｳｼﾞﾝ）

の神である。勧請神は、大隅島に応神天皇の離宮・大隅宮があり、天皇

の崩御後、里人が祠を建て、帝を奉祀し、後に淀川が氾濫した時に賀茂

(かもの)明神の御神体が漂着して合祀したという。ある年に淀川が氾濫し

賀茂明神の御神体が漂着して霊光を放ち、里人はこれを迎えて産土神

(うぶすなのかみ)に合祀し、社名を賀茂神祠と改め社殿を2つに分けた。

神社創建は、応神天皇 22（291）年、大隅島・中上島に離宮を営み宮居

にせられ大隅宮と称した。神社の社格は旧村、社明治 5 年（1872 年）村

社に列す。明治 6年（1873年）に今の社名に改める。祭神は 11神で、応

神天皇の諱は誉田別尊。別雷大神の諱は賀茂別雷神。天児屋根命

は、藤原氏の祖神。市杵島姫神は俗に弁財天とも言う。伊邪那美神は、伊邪那岐とともに国土経営の神。天照皇

大神は、高天原の主神であり、皇室の祖神である。素盞鳴尊は、英雄神・疾病の神である。豊受毘売神は、豊受

大御神であり、食物と産業神である。大山咋神は、比叡山の山神、山王と称す。賀茂神の父神である。宇賀御魂

神は稲荷大神で食物と産業神である。菅原道真公は、文教の神で、天満天神と称す。 

⑥例祭は、1月元旦祭、2月節分祭、4月春季大祭、6月大祓い、10月秋季大祭、11月七五三、12月大祓い、毎月

01 日は月首祭、毎月 15 日は月中祭とうである。⑦社殿は、春日造の向拝に唐破風、拝殿は入母屋造である。本殿

の高さは 9.45m、間口は 12.25m と奥行きは 5.82m である。⑧境内末社は、稲荷神社と天満神社の２社である。⑨

 

写真 1-1.大隅神社の配置図 
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鳥居は、正面鳥居（最高 4.20）と稲荷神社（最高 2.52m）と天満神社（高さ 2.59ｍ）基である。⑩灯籠は、１４基（最

高 3.62m、平均 2.67ｍ、最低 2.04ｍ）、建立年代（1835～１９40年）。  

 

   
写真 1-2.応神天皇の画像 写真 1-3.第 15 代応神天皇の陵古墳 

 

写真 1-2は応神天皇画像であり、写真 1-3は第 15代応神天皇の陵古墳である。古墳時代の東淀川区の大隅

神社の周辺は多くの島によって大阪の文化開発の基礎を繰り広げた地である。我々は、そうした歴史背景を抑え

つつ大隅神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さらに文献等によって神社及び周辺

の歴史、伝承地の由来についても調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての大隅

神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

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

象を示す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居の関連資料に関する報告は少ない。住民発達史や環

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

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

今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であった

ため、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理

した。国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻訳を添付した。最後

に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

2．大隅神社の資料 

2-1.応神天皇の配偶者と子息  

 

表 2-1.第 15 代応神天皇の配偶者と子息 
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表 2-1 は第 15代応神天皇の配偶者と子息との関係である。応神天皇について要点を記述する。すなわち、①

生没年は 200 年と 310 年、②異称は品陀和気命。誉田別尊。③は仲哀天皇。 ④母は気長足姫尊（神功皇后）。

⑤在位は 270～310年である。⑥皇居：大和国軽島之明宮。⑦陵名：恵我藻伏崗陵である。表 2-1は.第 15代応神天

皇の配偶者と子息である。応神天皇の皇后は中姫命（父は品佗真若王）であり、３子が生まれているが次天皇は

仁徳天皇である。応神天皇と額田大中彦皇子（母品陀真若王女高城入姫。仲姫姉。深川別始祖）間の子の順位を表

2-2 に表示した。 

 

表 2-2.応神天皇の皇后と妃の間に生まれた子の順位      

①大山守皇子 ②去来真稚皇子 ③仁徳天皇  ④根鳥皇子  

⑤菟道稚郎子皇子 ⑥稚渟毛二派皇子 ⑦小葉枝皇子 ⑧大葉枝皇子 

⑨隼総別皇子 ⑩幡日之若郎子（日本書紀无） ⑪迦多遅王（古事記） ⑫伊奢能麻和迦王 

⑬大原皇女 ⑭澇田皇女 ⑮高目郎女 ⑯荒田皇女 

⑰淡路御原皇女 ⑱阿部皇女 ⑲三野郎女（日本書紀无） ⑳（仁徳天皇后） 

21 雌鳥皇女 22 菟道稚郎姫皇女 23 紀之菟野皇女 24 澇来田皇女 

25 川原田郎女 26 玉郎女（古事記） 27 忍坂大中比売（古事記） 28 登富志郎女（古事記） 

    http://www.geocities.jp/okugesan_com/shiryo5-2.html 

 

仁徳天皇は応神天皇と皇后の間に第２子として生まれ、皇后は応神天皇と妃３番目の生まれた矢田皇女( ﾔﾀﾉ

ﾋﾒﾐｺ)である。矢田皇女は応神天皇の２０子である。仁徳天皇の皇后である磐之媛命（ｲﾜ-ﾉ-ﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、履中

天皇・反正天皇・允恭天皇の母である。河内王朝は、四世紀の後半に成立した王朝である。本拠地は、現在の大阪

市にある上町台地であるとされ、日本の前身である倭国の有力氏族の本拠もこの地域に点在している。この王朝の痕

跡は、河内地域に分布する巨大な前方後円墳である。河内王朝については、日本書紀にある記載を含め諸説あるが、

本稿では、西暦 270 年から 531 年の第 15 代応神天皇から第 26 代継体天皇までを整理してその歴史的背景と共に考

察した（表 2-3）。 

 

表 2-3.河内王国の天皇系図 

 

 

それぞれの天皇の経歴と陵墓の他、新羅・高句麗・百済・中国といったアジア地域との国際関係についても交流が認

められている。本稿では河内王朝の天皇として、第 15 代応神天皇（270-310）、第 16 代仁徳天皇（313-399）、第 17 代
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履中天皇（400-405）、第 18 代反正天皇（406-410）、第 19 代允恭天皇（412-453）、第 20 代安康天皇（454-456）、第

21代雄略天皇（456-479）、第22代清寧天皇（480-484）、第23代第顕宗天皇（485-487）、第24代仁賢天皇（488-498）、

第 25代武烈天皇（489-507）、第 26代継体天皇（507-531）を定義している。河内王朝説を提起する東洋史学者の岡田

英弘によると、歴史上で存在したことが確かな天皇は仁徳天皇からであるとして、この王統を河内王朝と称している(表

2-4)。第 16 代仁徳天皇（313-399）であり、孫は第 17 代履中天皇（400-405）、第 18 代反正天皇（406-410）の連続して

3 代の天皇を有している。 

 

表 2-4.黎明期と古墳時代の天皇の宮名称 

 
 

表 2-4 は黎明期と古墳時代の天皇の宮名称の一部である。第１５代応神天皇（270-310）、第１６代仁徳天皇

（313-399）から第２１代雄略天皇（456-479）間における日本書記と古事記の「宮の名称」およびその宮の場所推定地で

ある。応神天皇は明らかに記述されている。河内王朝の強い政治勢力は、巨大な古墳群から想定することができる。円

形と方形の墳丘を組み合わせた日本独自の前方後円墳は、圧倒的な存在感があり、強大な王権を誇示することに利

用されたであろうことは間違いない。中でも大阪府堺市にある仁徳天皇陵古墳（大仙古墳）は、墓域面積が世界最大規

模である。エジプトのクフ王ピラミッド、中国の始皇帝陵と並ぶ規模であり、世界３大墳墓のひとつと言われている。仁徳

天皇陵古墳は、周囲の古墳と共に百舌鳥古墳群と呼ばれ、大阪府が世界遺産への登録を目指している。これは、大阪

府と堺市、羽曳野市、藤井寺市が一体となって推進している「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進事業」で、平

成 22（2010）年 11 月にユネスコ世界遺産暫定リストに入っている。世界遺産に登録されれば、河内地域は大きな観光

地となるが、観光資源を有効に活用するためには官民一体となって観光開発を行う必要があるだろう。 

 

2-2.八幡宮神社のこと 

古来都の歴史上大いに誇りとする応神天皇の大隅宮址当時の地、西成郡大道村大字西大道（現在大隅通り

大阪経済大学の地）が即ち応神天皇の宮居跡の芝生の小丘に祠が建立され「応神天皇此の祭神なるべし」とこ

の宮址については大日本史、書紀通証、摂津志等に記されている。 

明治 35（1902）年まで小祠があったが、暴風雨に曝されて大正４（1915）年頃までは面影を残していたが、その後小

宮として等正寺の釣鐘堂の西側、現在のクリーニング店近辺に、西向きに小さい祠を建立された。お祭りにはその祠の

山根より名物として餅まき行事が行なわれていた。昔の人々が大隅宮址をぽんで小宮を祭られた敬神の念が伺われる。

この小宮も明治 42（1909）年７月、神社統一令により加茂神社、現在の大隅神社に合祀されたのである。 

この丘で、昔は１月 15日の小正月に大たき火（昔の言葉でいうと「トンド」という）をするのに各家から青竹を持ち

よってたき火をしていた。その後、小丘だけが残り、瑞光土地区画整理までは「ツクシ」の名産地として､春は旧市

の四ツ橋あたりから「ツクシ」採りに見えたとか…………（神社資料）。    

 

2-3.応神天皇と河内王朝 

応神天皇と国際関係（河内王朝）について要約する。応神天皇は当時の王統の有力者を合成して作られた説

がある。あるいは、邪馬台国東遷説にまつわり皇室の先祖として祭られている神（宇佐八幡）とする説、河内王朝
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の始祖と見なす説もある。また、日本国外の史料との相対比較から、『宋書』や『梁書』に見える倭の五王の讃に比

定する説（仁徳天皇や履中天皇を比定する説もある）、「倭の五王（ﾜ-ﾉ-ｺﾞｵｳ）」とは、５世紀に、南朝の東晋や宋

に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、すなわち讃、珍、済、興、武をいう。『日本書紀』などの

天皇系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説

がある。朝貢の主な目的は、いずれも朝鮮半島での倭国の軍事行動権や経済的利益の国際的承認にあったとさ

れる。岡田は倭王禰（でい）について、『宋書』にいう倭王賛・珍・済の三兄弟の父、『日本書紀』にいう履中天皇・

反正天皇・允恭天皇の三兄弟の父仁徳天皇に比定する。「禰(でい)」を、倭の五王に先立つ「最初の倭国の王」、

「河内王朝の開祖」の名だとみなしている。 

 

2-4.大隅神社の御祭神 

①15 代応神天皇（誉田別尊）は、八幡大神にして、もとの境内八座社祭神の

一であり、また、三宝寺の八幡神社の祭神であった。 

②別雷大神（賀茂別雷神）は、古来、伊勢神宮についで、尊崇あつき京都の

賀茂神社の祭神で、もとの当社の主神である。 

③天児屋根命は、藤原氏の祖神。境内八座社祭神の一で、また、島頭春日

神社の祭神であった。 

④市杵島姫神（市杵島比売命）は、俗に弁財天といわれる。もとの江口厳島

神社の祭神。 

⑤伊邪那美神（伊弉冉尊）は、伊邪那岐神とともに国土を経営し給う神にして、

もとの境内八座社祭神の一で、また、別所の伊邪那美神社の祭神であった。 

⑥天照皇大神（天照大御神）は、高天原の主神。皇室の祖神として、伊勢の内宮にまつられている。もとの境内八

座社祭神の一。江口の境内社天照皇大神社の祭神であった。 

⑦素盞鳴尊（健速須佐之男尊）は、英雄神として、また、疾病の神としてあがめられている。もとの境内八座社祭

神の一であり、別所の熊野大権現の祭神であった。 

⑧豊受毘売神(豊受大御神）は、食物やその他の産業をつかさどる神として、伊勢の外宮にまつられている。境内

八座社祭神の一。 

⑨大山昨神は 比叡の山神で、世に山王と称している。一説に賀茂神の父神ともいう。もとの境内八座社神の一。 

⑩字賀御魂神は 稲荷大神で一切の食物をつかさどり、豊受大御神と同神ともいう。もとの江口境内社の稲荷神

社や、当社の境内社稲生神社の祭神である。 

⑪菅原道真公は 文教の神で、天満天神と称し、もとの境内八座社祭神の一である。また、今の境内社天満神社

の祭神である。 

 

3.大隅神社の由来と現在 

3-1.大隅神社の和文由来と現在 

大隅神社は第 15 代応神天皇を祭神とする八幡

系でない珍しい神社である。当社の氏地は、もとの

大隅（ｵｵｽﾐ）島、すなわち、上中島にあたり、後の

西成郡中島・大道の両村の範囲である。応神天皇

22（291 年）年春三月、帝難波の地に御幸した時、

この大隅島に離宮を営んで宮居せられ、これを大

隅宮と称した。 

その後、安閑天皇（ｱﾝｶﾝ -ﾃﾝﾉｳ：Emperor 

Ankan：５２５年）は、牛を放牧せられた。鳥羽天皇

（74 代ﾄﾊﾞ-ﾃﾝﾉｳ：Emperor Toba：1107-1123）御悩

の時、この地から黄牛の乳を薬料として献進したの

で、御平癒の後、乳牛牧の地名をたまわった。 

 

写真 2-1.大隅神社の平面図 

  

写真 3-1.大隅神社氏子中 写真 3-2.大隅神社石碑 
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応神天皇の崩御（応神天皇 41 年：310 年）の後、里人帝の御徳をしたい、宮址に神祠を建てて、帝を奉祀した

のが当社の起源である。 

それ以来、当社はこの地を産土神（ｳﾌﾞｽﾅ-ﾉ-ｶﾐ）として尊崇せられた。淀川が氾濫した際に、加茂明神（ｶﾓ-ﾐｮ

ｳｼﾞﾝ：Kamo-Myouzin：雷除け：鴨神社）の御神体が漂着して霊光を放った。里人は喜び迎えて、これを産土神祠

に合祀した。それから社名を賀茂神祠（ｶﾓ-ﾉ-ﾐﾔｼﾛ）と改めた。社殿は二つに分けた。一つには別雷大神を奉祀

し、一つには従来の応神天皇の他に伊邪那美神（イザナミ）・天照皇大神（ｱﾏﾃﾗｽ-ｵｵミｶﾐ）・素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺ

ﾄ：）・豊受毘売神（ﾄﾖｳｹ-ﾋﾞﾒ）・天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ）・大山咋命（ｵｵﾔﾏｸｲ-ﾉ-ｶﾐ）・菅原道真公（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐ

ﾁｻﾞﾈ：）の八柱の神を合祀した。その名を伊邪那美神社外七座社とした。すなわち、前記境内八座社である。 

昔は、境内が広く、老杉古松が繁茂して森厳な神域をなし、社殿もまた壮麗を極めた。天文18（1549）年の江口

合戦（えぐちのがっせん:三好同族衝突:6 月 12-24 日）から「大坂の陣：慶長 19-20(1614-1615)年」に至るまで幾

多の戦乱を経過した。その間、当社は兵火に焼かれ、貴重な古記録や社宝も失われた。さらに、元禄年間には神

木が乱伐せられたが、宝永４（1707）年、宮寺曹洞宗大道寺の社僧大順は、これを嘆き、強く村人達の協力を得て

漸く拝殿を再興した。その後、文政１０（1827）年には、さらに本殿の補修が行なわれた。その頃の境内地は、東西

52 間・南北 63間（3276 坪）あった。明治初（1868）年、境内地の払下げによって民有地となった。 

 明治４（1871）年、旧に復して応神天皇を主祭神とし社名も大隅神社と改められ、明治３７（1904）年には幣殿を

設け、拝殿を再興改築した。明治４０（1907）年には大阪府告示第１８３号をもって神饌幣帛料供進社に指定せら

れた。昭和 15（1940）年には本殿を改築した。平成 08（1996）年には幣拝殿を改築した。平成 21（2009）年合祀百

周年記念式典を斉行した。現在、末社２社と鳥居 3 基そして灯籠１２基である。（大隅神社の由来を一部修正） 

 

表 3-1.大阪市東淀川区、大隅神社の日文詳細資料 

1 主祭神 応神天皇（ｵｳｼﾞﾝ） 八幡神社（大道村西脇）、 別雷大神（ﾜｹｲｶｽﾞﾁ） 

2 神社創建 応神天皇 22（291）年、大隅島・中上島に離宮を営み宮居にせられ大隅宮と称した。 

3 勧請神 

大隅島に応神天皇の離宮・大隅宮があり、天皇の崩御後、里人が祠を建て、帝を奉祀し、後

に淀川が氾濫した時に賀茂(かもの)明神の御神体が漂着して合祀したという。ある年に淀川

が氾濫し賀茂明神の御神体が漂着して霊光を放ち、里人はこれを迎えて産土神(うぶすなの

かみ)に合祀し、社名を賀茂神祠と改め社殿を 2 つに分けた。 

4 祭 神 

①応神天皇の諱は誉田別尊。②別雷大神の諱は賀茂別雷神。③天児屋根命は、藤原氏の

祖神。④市杵島姫神は俗に弁財天とも言う。⑤伊邪那美神は、伊邪那岐とともに国土経営

の神。⑥天照皇大神は、高天原の主神であり、皇室の祖神である。⑦素盞鳴尊は、英雄神・

疾病の神である。⑧豊受毘売神は、豊受大御神であり、食物と産業神である。⑨大山咋神

は、比叡山の山神、山王と称す。賀茂神の父神である。⑩宇賀御魂神は稲荷大神で食物と

産業神である。⑪菅原道真公は、文教の神で、天満天神と称す。 

5 社格等 旧村、社明治 5 年（1872 年）村社に列す。明治 6 年（1873 年）に今の社名に改める。 

6 例 祭 
1 月元旦祭、2 月節分祭、4 月春季大祭、6 月大祓い、10 月秋季大祭、11 月 753、12 月大

祓い、毎月 01 日は月首祭、毎月 15 日は月中祭・・・・ 

7 宮 司 西田 繁雄 

8 鎮座地 〒533-0011 大阪市東淀川区大桐 5 丁目 14-81   

9 交通手段 大阪市営地下鉄今里筋線瑞光四丁目駅より 東に徒歩 11 分 

10 位 置 北緯 34 度 44 分 59.6 秒 東経 135 度 33 分 2.6 秒    

11 標 高 4.00m。 

12 電話・FAX TEL と FAX 06-6328-6704   

13 本 殿 本殿は春日造の向拝に唐破風である。間口 12.25ｍ・奥行 5.82m・高さ 9.45ｍ。 

14 拝 殿 拝殿は入母屋造/流造、間口 12.25m・奥行 4.30m・高さ 7.00ｍ。 

15 境内末社 
稲荷神社の間口 2.23m・奥行 3.90m・高さ 3.94ｍで、面積は 8.70 平方ｍ。 

天満宮の間口 3.89m・奥行 3.74m・高さ 4.82ｍで、面積は 14.85 平方ｍ。 

16 鳥 居 正面 1 の鳥居の柱間距離 2.99ｍ、貫上 3.25ｍ、笠木上 3.88ｍ､反リ増し 4.20ｍ。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%96%B6%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E4%BB%8A%E9%87%8C%E7%AD%8B%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%96%B6%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E4%BB%8A%E9%87%8C%E7%AD%8B%E7%B7%9A


 8 

稲荷神社鳥居の柱間距離 1.81ｍ、貫上 1.98ｍ、笠木上 2.34ｍ、反リ増し 2.52ｍ。 

天満神社鳥居の柱間距離 1.70ｍ、貫上 2.02ｍ、笠木上 2.35ｍ、反リ増し 2.59ｍ。 

17 灯 籠 
石灯籠の高さは、最大 3.62m・平均 2.67ｍ・最小 2.04である。建立年度は 1835～1940年間

である。石灯籠数は 14 基である。 

18 その他 

1.元は、大隅島で後の西成郡中島・大道の両村の範囲である。 

2.境内の面積は 3,000 坪以上で、杉や松が繁り社殿も壮麗であった。が、明治初年に周囲

を民有地に払い下げ、現在は 700 坪になっている。 

3.境内に狛犬や灯籠が多いのは、稲生(いなう)神社などを合祀したからである。 

  

3-2.大隅神社の英文由来と現在  

Osumi Shrine is the rare shrine which is not the Hachiman system which assumes 15th Emperor 

Ojin Saizin. Region of Osumi shrine is Osumi Island originally, after is a village of both Avenue and 

Nishinari County Nakajima. 291 years, Ōjin-tennō was called Osumi-no-miya in the Rikyuu to 

Osumi-no-shima· Nakaueshima, 

Then, 27th Emperor Ankan put a cow out to pasture afterwards in Osumi-no-shima (525 years). 

74th Emperor Toba (1107-1123) suggested yellow cow's milk as charge for medicine at the time of 

trouble from Osumi-no-shima. After recovery, We was granted the place name of milk Ushiki. Since 

then, Osumi shrine was reverence as ubusuna-no-kami this land．Then, object of worship of the 

Kamo-Myouzin was released the Yeonggwang by shipwrecked on flooding at the time of the Yodo River. 

The inhabitants reached this and enshrined it together in Ubusuna-no-kami and we changed a company 

name to Kamo-no-yashiro and divided a main shrine into two. 

In other words, one enshrined Wakeikazuti. The others enshrined eight God of Izanami-no-Mikoto, 

Amaterasu-ōmikami, Susanoo-no-Mikoto, Toyouke-Ōmikami, Ame-no-Koyane, OhoyamakuinoKami , 

Sugawara-no-Michizane together other than conventional 15th Emperor Ojin. 

The area of the precincts was 3,000 tsubos or more, and a cedar and pines of Osumi Shrine grew 

thick, and the main shrine was grand, too. But, it disposes of people in the private land in the Meiji 

early years and becomes 700 tsubos now. 1827, the Osumi shrine, repair of the main shrine has been 

made. 1871, Osumi Shrine assumed the Emperor Ojin the main enshrined deity, and the company 

name was changed, too. Osumi Shrine rebuilt a main shrine (1940) and rebuilt Hei-haiden more 

(1996). Currently, Osumi Shrine is 12 group lanterns and torii 3 groups and two companies Massha. 

 

表 3-2.大阪府八尾市、大隅神社の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods  
Worshipped Gods of Osumi Shrine is Ōjin-tennō  

2 
Enshrined 

Gods 

Osumi-no-miya which was Rikyuu of Ojin-tennō boiled Osumi-no-shima (Burial Mound 

age). Was built, and the local person enshrined a small shrine after demise of 

Ōjin-tennō. Then, object of worship of the Kamo-Myouzin was released the Yeonggwang 

by shipwrecked on flooding at the time of the Yodo River. The inhabitants reached this 

and enshrined it together in Ubusuna-no-kami and we changed a company name to 

Kamo-no-yashiro and divided a main shrine into two. 

3 Foundation 
291 years, Ōjin-tennō was called Osumi-no-miya. in the Rikyuu to Osumi-no-shima · 

Nakaueshima, 

4 Saiｊin 

①Ōjin-tennō is the same as Homutawake-No-mikoto. ②Wakeikaduti-No-Ookami is the 

same as Kamowakeikadu. ③Ama-no-Koyane-no-mikoto is an ancestral god of Fujiwara. 

④Itikishimahimei is called the Benzaiten. ⑤Izanami is God of the country management 

with Izanagi. ⑥Amaterasu is the chief god of Takama-ga-hara and is an ancestral god of 

the Imperial Family. ⑦Susanoo is God of hero God, the illness. ⑧Toyoukehime is Toyoke 
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god and is food and industrial God. ⑨Ooyamakui calls itself mountain god of Mt. 

Hiei-zan, Sanno. It is father God of Kamo God. ⑩Uka-no-mitama-no-kami is food and 

industrial God in Inari Oga. ⑪Sugawara-mitizane calls itself Temma Tenjin in God of 

the education. 

4 
Shrine 

Ranking 

Osumi Shrine ranks among the village shrine (1872) and changes it to the present 

shrine name (1873). 

5 
Annual 

Festival 

January: New Year's Day festival. February: Traditional end of winter festival. April: 

Spring size bonds. June: I expel you very much. October: Fall size bonds. November: 753. 

December: I expel you very much. Every month 01st: Moon headhunting ceremony. 

Every month 15th: The festival during the month. 

6 Chief Priest Shigeo Nishida 

7 Site 533-0011 5-14-81, Daido, Higashiyodogawa-ku, Osaka-city 

8 Access 
From Osaka municipal subway Imazato line, Zuiko-4chome Station is a 11-minute walk 

in the east 

9 Position 34°44′59.6″N,  135°33′2.6″'E 

10 Height 4.00m 

11 TEL・FAX TEL:FAX:06-6328-6704   

12 Honden 
A main shrine is a Chinese gable in the main hall to pray of the Kasuga-zukuri. 

Frontage 12.25m, 5.82m in depth, 9.45m in height. 

13 Haiden 
Haiden is the hip-and-gable roof /Nagare-zukuri, frontage 12.25m, 4.30m in depth, 

7.00m in height. 

14 
Keidai 

Massha 

The scale of Inari Shrine is frontage 2.23m, 3.90m in depth, 3.94m in height. 

The scale of Tenman-gu Shrine is frontage 3.89m, 3.74m in depth, 4.82m in height. 

15 Torii 

The scale of the first front torii is distance 2.99m between the pillar, upper part of Nuki 

3.25m, upper part 3.88m of Kasagi 3.88m, upper part of Sorimashi 4.20m. There are 

Inari Shrine torii and Temma Shrine torii elsewhere. 

16 Tourou 
The height of the stone lantern is the maximum 3.62m · average 2.67m · Minimum 2.04. 

Built year is 1835-1940 years. Stone lantern number is 14 groups.  

17 
Keidai 

Building 

Scale of Inari Shrine is frontage 2.23m, 3.90m in depth, 3.94m in height. 

Scale of Tenman-gu Shrine is frontage 3.89m, 3.74m in depth, 4.82m in height. 

18 Other   

1. Region of Osumi shrine is a Osumi Island originally, after is a village of both Avenue 

and Nishinari County Nakajima. 

2. The area of the precincts was 3,000 tsubos or more, and a cedar and pines of Osumi 

Shrine grew thick, and the main shrine was grand, too. But, it disposes of people in the 

private land in the Meiji early years and becomes 700 tsubos now. 

3. Lanterns or guardian is often in the precincts, it is because we combined and Inau  

shrine. 

 

3-3.大隅神社の韓文由来と現在 

오스미 신사는 제15대 오우진 천황을 제신으로 하는 하치만계가 아닌 희귀한 신사이다. 신사의 씨족땅은 

원래 오스미섬, 즉 카미나카지마 부근에 후에는, 니시나리군 나카지마·대도의 양마을의 범위이다. 

오진천황 22(291 년) 년 봄 삼월, 나니와 땅에 행차했을때, 이 오스섬에 별궁을 지어 이것을 오스미 신사로 

칭했다. 그후, 안칸천황 (Ankan:525 년)은 소를 방목했다. 도바천황(74 대:Toba: 1107-1123)즉위때 이땅 

에서 황소의 우유를 약료로 헌상했기 때문에 평안을 빌고 젖소의 지명을 하사했다. 오우진 천황의 붕어 

(오진천황 41 년: 310 년) 후 마을 사람들이 황제께 덕을 원해 궁사지에 신사를 지어 천황을 봉사한 것이 

신사의 기원이다. 
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그 이후 신사는 이땅을 산토신(우부스나노신)으로 숭배되었다. 요도가와가 범람했을때, 카모묘진 

(오리신사)의 신체가 표착되어 영광을 발했다. 마을사람들은 기쁨을 맞아 이를 산토신사에 합사했다. 그후 

사명을 카모신사로개명했다. 신전은 두개로 나누었다. 하나는 다른 번개 대신을 봉사하고 하나는 기존의 

오진 천황외에 이자나미신/ 아마테라스-대신 /스사노오노 미코토 /토요우케비메신/아메노코야네노 미코토 

/오오야마쿠이노신/스가와라노 미치자네공의 여덟 신을 합사했다. 그 이름을 이자나미 신사 외에 칠좌사라 

했다. 즉, 전기경내 팔좌사이다. 

옛날에는 경내가 넓고 오래된 나무들이 무성하고 삼엄한 신역을 이루고, 신전도 장려함을 뽐냈다.  

천문 18(1549)년에 구치 전투 (미요시 동족간의 충돌: 6 월 12-24 일)에서 "오사카의 진: 게이쵸 19-20 

(1614-1615 년)" 에 이르기까지 수많은 전란을 겪었다. 그동안 우리는 신사는 전쟁으로 붚타고 귀중한 

기록이나 보물들도 잃었다. 또한 겐로쿠 기간에 신목이 벌재되기도 했지만, 호우에이 4(1707) 년 구우지 

소우토우슈 다이도우지의 사승대순이 이를 한탄해 강하게 마을사람들의 도움을 받아 배전을재건했다. 그후, 

분세이 10(1827) 년에는 본전의 보수가 행해졌다. 그무렵의 경내땅은 동서 52칸·남북 63칸(3276 평)이었다. 

메이지 초년(1868) 경내땅의 불하해서 사유지가 되었다. 

메이지4년(1871) 년, 이전에 복구한 오우진천황을 주제신으로 하고 신사 이름도 오스미신사 로 개명하고, 

메이지 37(1904) 년에는 폐전을 마련해 배전을 재흥개축했다. 메이지 40(1907) 년에는 오사카후 고시 

제 183 호로 신센헤이와 쿠료쿄우신 신사에 지정되었다. 쇼와 15(1940) 년에 본전을 개축했다. 

헤세이 08(1996) 년에는 배전을 개축했다. 헤세이 21(2009) 년 합사 백주년 기념식을 거행했다. 현재 

말사 2 개사와 도리이 3 개 그리고 등룡 12 기이다. (오스미 신사의 유래를 일부수정) 

 

表 3-3.大隅神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 오우진천황, 하치만 신사（다이도우무라 니시와키）,  와케아카즈치 

2 신사창건 
오우진 천황 22（291）년, 다이도섬・나카가미섬에 별궁을 지어 오오스미 신사로 

칭했다。 

3 권청신 

오오스미섬에 오우진천황의 별궁・오오스미 신사가 있어, 청황이 서거후, 마을 

사람들이 신사를 지어, 황제를 봉헌하고, 후에 요도가와가 범람했을때에 카모 

(오리)신의 신체가 표착해서 합사했다고 전함。어느때에 요도가와가 범람하여 

카모신의 신체가 표착되어 영적 광명을 입어 마을 사람들은 이것을 숭배하여 

산토신과 합사해, 사명을 카모신사로 칭하고 사전을 2 개로 나눴다。 

4 제   신 

①오우진 천황의 위는 호무타와케노 미코토。②와케이카즈치 대신의 위는와 

케이카즈치 신。③아메노 코야네노 미코토는, 후지와라씨의 조상신。④이티키 

시마 신은 흔히 벤기이텐이라고도 부름。⑤이자나미신은, 이자나기와 함께 

국토경영의 신。⑥아마테라스 대신은, 다카텐하라의 주신이고, 황실의 조상신。 

⑦스사노오노 미코토는, 영웅신・질병의 신。⑧토요우케 비메노 신은, 

토요우케노 오미신이고, 식물과 산업의 신。⑨오오야마 쿠미노 신은, 

히에이산신, 산왕이라 칭함。카모신의 부왕신。⑩우카노미타마 신은이나리 

대신으로 식물과 산업신。 ⑪스가와라노 미티자네공은, 문교의 신으로, 

텐만텐신으로 불리움。 

5 사격등 
구 마을, 메이지 5 年（1872 年）마을 신사로 열거됨。 

메이지 6 年（1873 年）에 지금의 사명으로 개칭。 

6 열   제 
1 월 차례제, 2 월 절분제, 4 월 춘추대제, 6 월 오오하라에, 10 월추계대제, 

11 월 753, 12 월 오오하라에, 매월 1 일은 월수제, 매월 15 일은 월중제・・・・ 

7 궁   사 니시다 시게오 

8 진좌지 〒533-0011 오사카시 히가시 요도가와구 다이도우 5 쵸메 14-81 

9 교통수단 
오사카 시영지하철 이마자토 수지선 즈이코우 4 쵸메 역에서 동쪽으로 도보 

11 분 

10 위   치 북위 34 도 44 분 59.6 초 동경 135 도 33 분 2.6 초    
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11 표   고 4.00m。 

12 전화・FAX TEL と FAX 06-6328-6704   

13 본   전 
본전은 가스가노조의 향배에 카라하후 풍。간격 12.25ｍ・깊이까지의 거리 5.82m・

높이 9.45ｍ。 

14 배   전 배전은 이리모야 축조술/류조, 간격12.25m・깊이까지의 거리4.30m・높이7.00ｍ。 

15 경내말사 

이나리 신사의 간격 2.23m ・깊이까지의 거리 3.90m ・높이 3.94ｍ으로, 면적은 

8.70 평방ｍ。텐만신가의 간격은 3.89m・안쪽까지의 거리는 3.74m・높이 4.82ｍ로, 

면적은 14.85 평방ｍ。 

16 도리이 

정면 1 의 도리이의 주간거리 2.99ｍ, 칸죠 3.25ｍ, 카미가사기 3.88ｍ, 

소리마시 4.20ｍ。이나리 신사 도리이의 기둥간격 1.81ｍ, 칸죠 1.98ｍ, 

카사기위 2.34ｍ, 소리마시 2.52ｍ。텐만신사 도리이의 기둥간 거리 1.70ｍ, 

칸죠 2.02ｍ, 카사기위 2.35ｍ, 소리마시 2.59ｍ。 

17 등   룡 
석등룡의 높이는, 최대 3.62m ・ 평균 2.67ｍ ・ 최소 2.04。건립년도는 1835－ 

1940 년。석등룡 수는 14 기。 

18 기  타 

1.원래는, 오스섬에서 후의 니시나리군 나카지마 ・다이도의 양쪽 마을의 범위。 

2.경내의 면적은 3,000 평 이상으로, 향나무나 소나무가 번성한 사전도 장관 

이었다。메이지 원년에 주위의 사유지에 불하하여, 현재는 700 평。 

3.경내에 사자와 등룡이 많은것은, 이나우 신사등을 합사해서임。 

 

3-4.大隅神社の中文由来と現在 

大隅神社是以第15代天皇应神天皇为祭神的、非八幡系的少见的神社。此神社的氏地(氏神镇守之地)位于

原大隅岛即上中岛、是后来的西成郡中岛、大道两个村庄的范围。应神天皇 22(291)年３月、天皇行幸难波之地

时、在此大隅岛营造了离宫并居住、将此称为大隅宫。此后、安闲天皇(525 年)在此地放牛。鸟羽天皇(第 74 代

天皇、1107-1123 年)染恙时、将此地的黄牛之乳作为药料而献上、故痊愈后赐予乳牛牧之地名。应神天皇驾

崩(应神天皇 41年、公元 310年)后、当地人缅怀应神天皇之恩德、在宫址建造祠堂来奉祀应神天皇、此即为此

神社的起源。 

此后、此神社将此地作为产土神而尊崇。淀川泛滥时、加茂明神(避雷护身符：鸭神社)的神体漂流而来并放

射出了灵光。当地人欢喜地迎接之、并将其合祀于产土神祠。此后、将神社名改为贺茂神祠。神殿被分为两个、

一个奉祀别雷大神、一个合祀了原来奉祀的应神天皇之外的伊邪那美神、天照皇大神、素戋鸣尊、丰受毘卖

神、天儿屋根命、大山咋命及菅原道真公等八尊神、并将其名定为伊邪那美神社之外的七个神社。即上述的

境内八个神社。 

从前境内宽广、老杉古松枝繁叶茂、其神域森严、神殿亦极其壮丽。从天文 18(1549)年、的の江口之战(三好

同族间冲突、6 月 12-24 日)至庆长 19-20(1614-1615)年、的“大坂之阵”、经历了几多战乱。其间、次神社因战

火被烧毁、亦丢失了贵重的古记录、社宝。而且、元禄年间神木被乱伐、宝永 4(1707)年、宫寺曹洞宗大道寺的

社僧(在神社执佛事的僧)对此深感悲叹、得到村里人们的强有力的合作、逐渐复兴了拜殿。此后于文政

10(1827)年)进一步修复了正殿。彼时的境内地为东西 52间(间：长度单位、1间约等于 1.8米）、南北 63间(3276

坪）。明治元(1868)年、境内地被出售成为私有地。 

明治４(18719)年、复旧将应神天皇作为主祭神、神社名称亦改为大隅神社。明治 37(1904)年、设立了币殿、

修复改建了拜殿。明治 40(1907)年、根据大阪府告示第 183号、被指定为供品币帛献上神社。昭和 15（1940）年、

改建了正殿。平成 8年(1996年）、改建了币殿与拜殿。平成 21(2009)年、举行了合祀一百周年典礼。现在、有两

个末社、３座鸟居及 12座灯笼。（修改大隅神社的由来的一部分而成） 

 

表 3-4.大隅神社の詳細資料（中文） 

1 神社创建 应神 22(291)年、在大隅岛·中上岛营造了离宫并居住、称之为大隅宫。 

2 劝请神 

大隅岛上建有应神天皇的离宫——大隅宫、天皇驾崩后当地人建祠堂奉祀天皇。

据说、此后淀川泛滥时、贺茂明神的神体漂流而来而被合祀。有一年淀川泛滥、

贺茂明神的神体漂流而来并放射出灵光、当地人将其迎接并合祀于产土神祠、并
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将神社名称改为贺茂神祠、神殿被分成两个。 

3 祭  神 

①应神天皇的名讳为誉田別尊；②別雷大神的名讳为贺茂別雷神；③天儿屋根命

为藤原氏的祖神；④市杵岛姫神亦俗称瓣财天；⑤伊邪那美神与伊邪那岐同为国

土经营之神；⑥天照皇大神为高天原之主神、是皇室祖神；⑦素盏鸣尊为英雄神、

祛病之神；⑧丰受毘卖神为丰受大御神、是食物与产业之神；⑨大山咋神是比叡

山之山神、被称为山王、是贺茂神之父神；⑩宇贺御魂神为稻荷大神、是食物与

产业之神；⑪菅原道真公为文教之神、被称为天满天神。 

4 神社等级 原村社、于明治 5(1872)年被列于村社、明治 6(1873)年改为现在的神社名称。 

5 定期祭祀 
1 月元旦祭、2 月节分祭、4 月春季大祭、6 月大祓、10 月秋季大祭、11 月 753

祭、12 月大祓、毎月 1 日为月首祭、毎月 15 日为月中祭……。 

6 宮 司 西田 繁雄 

7 供奉地 邮编 533-0011 大阪市东淀川区大桐 5 丁目 14-81 

8 交  通 大阪市营地铁今里筋线瑞光四丁目站起向东徒步徒歩 11 分钟 

9 位  置 北纬 34 度 44 分 59.6 秒、东经 135 度 33 分 2.6 秒 

10 标  高 4.00 米 

11 电话、传真 电话、传真：06-6328-6704  

12 正  殿 正殿为春日造的向拜、唐破风、正面宽 12.25 米、进深 5.82 米、高 9.45 米。 

13 拜  殿 拜殿为歇山顶/流造、正面宽 12.25 米、进深 4.30 米、高 7.00。 

14 境内末社 
稻荷神社的正面宽 2.23 米、进深 3.90 米、高 3.94 米、面积为 8.70 平方米。 

天满宫的正面宽 3.89 米、进深 3.74 米、高 4.82 米、面积为 14.85 平方米。 

15 鸟  居 

正面鸟居的柱间距离为 2.99 米、横木高 3.25 米、冠木高 3.88 米、全高 4.20 米。 

稻荷神社鸟居的柱间距离为 1.81 米、横木高 1.98 米、冠木高 2.34 米、全高 2.52

米。天满神社鸟居的柱间距离为 1.70 米、横木高 2.02 米、冠木高 2.35 米、全高

2.59 米。 

16 灯  笼 
石灯笼高度为最大 3.62 米、平均 2.67 米、最小 2.04。于 1835～1940 年间建立。

石灯笼座数为 14 个。 

17 其  他 

1.原为大隅岛、后来的西成郡中岛、大道两村的范围。 

2.境内面积原超过 3、000 坪、杉树、松树枝繁叶茂、神殿亦壮丽。明治元年将周

围出售成私有地、现在面积为 700 坪。 

3.境内多石狮子、灯笼、是因为合祀了稻生神社等。 

 

4．大隅神社の社殿 

4-1.大隅神社の社殿の写真 

本殿（ﾎﾝﾃﾞﾝ）は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで、神殿（ｼﾝﾃﾞﾝ）ともいう。本殿は人が内部に入ることを

想定していないため、拝殿より小さいことが多い。内部には神体（鏡など）がおさめられる。内陣と外陣に分かれている

場合は内陣に神体が納められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。神社建築（本殿）の特徴は、①屋根に妻を持つ

こと、②床を高く張ること、③瓦を用いないこと、④土壁を用いないこと、⑤装飾の質素なことであることが指摘される。 

本殿の建築様式の大分類は、平入（ﾋﾗｲﾘ）形式、妻入（ﾂﾏｲﾘ）形式と複合社殿形式である。平入（ﾋﾗｲﾘ）形式

の中分類は、神明（ｼﾝﾒｲ）造、流造（ﾅｶﾞﾚﾂﾞｸﾘ）と入母屋（ｲﾘﾓﾔ）造である。妻入形式の中分類は春日（ｶｽｶﾞ）造の

みである。複合社殿形式の中分類は権現（ｺﾞﾝｹﾞﾝ）造、浅間(ｾﾝｹﾞﾝ)造、尾張(ｵﾜﾘ)造と水分(ｽｲﾌﾞﾝ)造の 4 造りで

ある。 

流造の小分類は、両流(ﾘｮｳﾅｶﾞﾚ)造、八幡（(ﾊﾁﾏﾝ)造、穂高（ﾎﾀｶ）造、香椎（ｶｼｲ）造、織田(ｵﾀﾞ)造と近江造の

６造りである。入母屋造の小分類は、日吉(ﾋｴ)造、吉備津(ｷﾋﾞﾂ)造と祇園(ｷﾞｵﾝ)造の３造りである。春日（ｶｽｶﾞ）造

の小分類は熊野造、大社（ﾀｲｼｬ）造、住吉（ｽﾐﾖｼ）造、大鳥(ｵｵﾄﾘ)造、隠岐(ｵｷ)造、中山(ﾅｶﾔﾏ)造、切妻（ｷﾘﾂﾞﾏ）造

と入母屋造の８造りである。拝殿の建築様式は、平入拝殿、妻入拝殿、割拝殿(ﾜﾘﾊｲﾃﾞﾝ)と特異な拝殿の４様式で
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ある。 

幣殿（ﾍｲﾃﾞﾝ）は、祭儀を行い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっ

ているのが特徴で、中殿ともいう。幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿がな

い神社もある。拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうための社殿で、祭祀の時に神職などが着座するところでもあり、吹

き抜けとされる場合が多い。通常、神社を訪れた際に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は拝殿の手前で拍手を打って

行なう。（http://ja.wikipedia.org） 

 

4-2.大隅神社の社殿と本殿規模 

 

   
 

写真 4-1.大隅神社の社殿全景、本殿、本殿側面と本殿における屋根との鰹木 

 

写真 4-1は大隅神社の社殿全景、本殿、本殿側面と本殿における屋根との鰹木である。大隅神社の本殿様式は

春日造の向拝に唐破風である。大隅神社の本殿の測量値として、間口 12.25m・奥行 5.82m・高さ 9.45ｍである。本

殿と拝殿の高さは 12.25mで高い値である。 

 

 
単位：長さ（m）と面積（ｍ2）   

表 4-1.大隅神社社殿の規模 図 4-1.大隅神社社殿の長さ（ｍ） 図 4-2.大隅神社社殿の面積（ｍ2） 

 

一方、幣殿の奥行きは2.10ｍで狭いことが分かる（図4-1）。社殿の面積として、本殿は71.30平方ｍで、拝殿は

52.68平方ｍでおよび幣殿は 16.80平方ｍの順に小さいことが確認された（図 4-2）。高さの最高値は本殿 9.45m、

平均値 6.14m、最小値は稲荷神社 3.94ｍである。間口の最大値は本殿 12.25m、平均値 7.72m、最小値は稲荷神

社 2.23ｍである。奥行きの最大値は本殿 5.82m、平均値 3.94m、最小値は神社幣殿 2.23ｍである。面積のの最大

値は神社本殿 71.30m2、平均値 32.80 m2、最小値は稲荷神社 8.70 m2である。 

 

4-3.大隅神社の幣殿・拝殿規模 

 

    
写真 4-2.大隅神社の幣殿の屋根と側面 写真 4-3.旧社殿屋根の瓦 
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写真 4-2 は.大隅神社の幣殿屋根と側面である。大隅神社の幣殿屋根は本殿と拝殿より高さは低くくなっている。写

真 4-3 は旧社殿屋根の修理によって保存している各種の瓦である。大隅神社の幣殿の測量値として、間口

8.00m・奥行 2.10m・高さ 5.50ｍである。 

 

   

写真 4-4.大隅神社の拝殿側面 写真 4-5.大隅神社の拝殿正面 写真 4-6.大隅神社の拝殿天井 

 

大隅神社の拝殿規模として、入母屋造/流造、大隅神社の拝殿の測量値として、間口 12.25m・奥行 4.30m・高

さ 7.00ｍである（写真 4-4）。写真 4-4は大隅神社の拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）である。写真 4-5は拝殿の正面

様子で左右に狛犬と石燈籠である。写真 4-6 は拝殿の正面にある神卓である。 

 

4-4.大隅神社の末社の写真と考察 
格式のランキングは、本社＞摂社（ｾｯｼｬ）＞末社（ﾏｯｼｬ）の順とされる。一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の深

い神を祀った神社である。末社はそれ以外のものと区別できる。本社の境内にあるものを境内摂社（ｹｲﾀﾞｲｾｯｼゃ）または

境内社、境外に独立の敷地を持つものを境外摂社（ｹｲｶﾞｲｾｯｼｬ）または境外社という。明治から戦前までの近代社格制

度では、摂末社とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属する。末社とは、主祭神と関係のない神社で、主に他の

神社から境内に招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。 

 

    

写真 4-7.末社の天満神社の正面と神殿 写真 4-8.末社の稲荷神社正面と神殿 

 

写真 4-7 は大隅神社の末社の天満神社の正面と神殿である。写真 4-8 は大隅神社の末社の稲荷神社の正面と

神殿である。大隅神社の末社の稲荷神社の測量値として、間口 2.23m・奥行 3.90m・高さ 3.94ｍである。大隅神社

の末社の天満神社の測量値として、間口 3.89m・奥行 3.74m・高さ 4.82ｍである。稲荷神社の間口 2.23m と高さ

3.94ｍは最も小さい値である。 

 

5.大隅神社の鳥居測量と写真と数値解析 
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神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊と

して鳥を招く意味である。構造は 2 本柱に 2 本横

木(笠木と貫)から構成。神明系と明神系の鳥居は、

笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の

反りの有(神明系)と無(明神系)による。明神系鳥

居の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山

鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出

る(鹿島鳥居を除く)と出ない(鹿島鳥居)に区分で

きる。神明系鳥居は次の４タイプがある。 

大隅神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥

居がある。稲荷(いなり:台輪(ﾀﾞｲﾜ)形である。稲荷

(いなり:台輪は、島木の下に構造的補強した大輪形。柱の上部、島木と接する箇所に台輪がある特徴とし、台輪鳥居と

呼ぶ。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・内傾斜、反り増しは有、笠木

は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は有、構

造の笠木・島木は斜め切断されている。写真 5-1 は大隅神社正面の一の鳥居、明神系鳥居と偏額である。 

 

5-1.大隅神社の鳥居の写真 

   

写真 5-2.大隅神社の天満神社の鳥居と偏角 写真 5-3.明神系鳥居の稲荷神社 

 

写真 5-2 は大隅神社の大隅神社の天満神社の鳥居と偏角である。写真 5-3 は大隅神社にある末社である稲荷神

社である。現在の大隅神社にある鳥居は正面鳥居と稲荷神社の 3 基である。 

 

5-2.大隅神社の鳥居の測量値と回帰方程式 
表 5-1は、大隅神社の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、

貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している（表 5-1）。柱間距離では、最大

値は一の鳥居（2.99m）、平均値は 2.17m と最小値は天満神社鳥居（1.70ｍ）である。 

 

  

表 5-1.大隅神社の鳥居測量値（m） 図 5-1.大隅神社の反増測量値（m）. 

 

  

写真 5-1.大隅神社の鳥居と偏額 
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貫上の高さでは、最大値は一の鳥居（3.25m）、平均値は 2.42m と最小値は稲荷神社居（1.98ｍ）である。笠木

上の高さでは、最大値は一の鳥居（3.88m）、平均値は 2.86m と最小値は稲荷神社鳥居（2.34ｍ）である。反り増し

の高さでは、最大値は一の鳥居（4.20m）、平均値は 3.10m と最小値は稲荷神社鳥居（2.52ｍである（図 5-1）。 

大隅神社には、３基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-2 は大隅神社鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図のデ

ータである。Ｘ表示は笠木上で、▲表示は笠木下のデータである。難波神社の５基鳥居の柱間距離と笠木の高さの関

係を究明するため考察方法として、次のような 2変数（Xと Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、Xは柱間距離で、

Y は笠木の高さ、決定係数は R2である。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = 1.082 X2 -3.889X +5.834  ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =1.144 X2 -4.289X +6.215  ……決定係数(R2 =1.000)  …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.082 と 1.144 で、その差は 0.62 である。笠木上の勾配は笠木下より小である。笠木の決

定係数は友に 1.000 であることが判明した。 

 

  

図 5-2.大隅神社の笠木の測量図（m）. 図 5-3.大隅神社の貫の測量図（m）. 

 

図 5-3 は大隅神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図のデータである。■表示は貫上で、◆表示は貫下点のデー

タである。大隅神社の５基鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を究明するため考察方法として、次のような 2変数（XとY）

の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は貫の高さ、決定係数は R2である。 

 

Y(貫上の高さ■) =1.116 X2 -4.282X +6.073  ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) =0.819 X2 -2.967X +4.497  ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.116 と 0.819 で、その差は 0.297 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫の決定係数は

1.000 であることが判明した。 
     

6.大隅神社の石灯籠と考察 

     

写真 6-1. 参道左 1 写真 6-2.参道左 2 写真 6-3. 参道左 3 写真 6-4. 参道左 4 写真 6-5. 参道左 5 
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正面鳥居から神社本殿方向へ向かう参道の両側に並んでいる灯籠である。写真 6-1 は本殿に近い灯籠であるのが

左 1 である（本殿の左側）。さらに、写真 6-2 の参道左 2 は写真 6-1 より遠い。写真 6-3 と 4 は本殿と正面鳥居の中間

である。 

 

 

 
   

写真 6-6. 参道左 6 写真 6-7. 参道右 1 写真 6-8. 参道右 2 写真 6-9. 参道右 3 写真 6-10. 参道右 4 

 

写真 6-6は正面鳥居に近い灯籠である。写真 6-7は本殿に近い灯籠であるのが右 1である（本殿の右側）。写真 6-7

から写真 6-10 までの灯籠は、漸次に正面鳥居に近くなっている灯籠である。 

 

   
 

写真 6-11.参道右 5 写真 6-12. 参道右 6 写真 6-13.天満宮鳥居の左右側にある灯籠 

 

写真 6-11 と 12は参道右 5と 6は正面鳥居の近くにある灯籠である。写真 6-13は天満宮鳥居の左右側にある

灯籠である。大隅神社の 14基灯籠の計測値について考察を行った。灯籠の最大値は 3.62ｍ、平均値は 2.67m、

最小値は２．０４mである。その差は 1.58ｍである。建立年代は天保３（1835）年から昭和１５年[１９４０]年間である。

灯籠は主に正面から本殿に参拝する時に見られる参道の両側に整列している。 

 

  

図 6-1.大隅神社の石灯籠の配置図 表 6-1.神社の石灯籠の高さと建立年度 
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図6-1は大隅神社の石灯籠の配置図である。石灯籠の配置図は参道の左右と末社の前にある。表6-1は神社

の石灯籠の高さと建立年度である。高さにおいて、最大値は 3.62m、平均は 2.67ｍおよび最大値は 2.04m であ

る。 

図 6-2 は大隅神社の石灯籠とその高さである。この図は鋸（のこぎり）のように、ジグザグにした計測値になりな

がら漸次に減少の傾向であることが判明できる。図 6-3 は大隅神社の石灯籠の計測値順である。すなわち、計測

値の２.0ｍ、2.15-2.3ｍ間、3.0ｍおよび 3.4ｍ以上の４段階に分類できる。 

 

 
 

図 6-2.大隅神社の石灯籠とその高さ 図 6-3.大隅神社の石灯籠の計測値順 

 

大隅神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなった。その方法として、次

のような 2変数（Xと Y）の 3次回帰方程式（点線）と 2変数（Xと Y）の 2次回帰方程式（践線）を適用した。ここで、

X は境内境内建築物で、Yは灯籠の高さである。決定係数は R2である。 

Y(灯籠の高さ)= 0.0009X2+0.005X+1.957……決定係数(R2 =0.928)。２変数（X と Y）の 2 次回帰方程式の決定

係数は、実践の 0.928 から一定の傾向が確認できた。 

 

7.おわりに 

7-1.応神天皇離宮、大隅宮 

「大隅」という地名は白村江の戦いに敗れて半島における権益が絶たれ、天武王権の強く指向した「中央集権

的律令体制」制定過程で、南九州の大隅半島側を古日向国（宮崎と鹿児島）から分離する際に新しく名付けた、

いわば「政治的命名」であった。「３８代天智天皇（661-671）と 40 代天武天皇（672-686）は兄弟ではない。「白村

江の戦い」は天武天皇。「壬申の乱」は 天智王権と天武王権の戦い」。大隅神社は応神天皇を祭る社で、淀川の

氾濫ある時に加茂明神が流れ着いて合祀されて「加茂明神」化した。加茂明神とは加茂（鴨）大神で、京都の下

鴨神社・上賀茂神社が総本社である。  

 

表 7-1.応神天皇と大隅宮 
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この説話の根幹は南九州鴨族の首長であるカモタケツヌミが、南九州から「神武東征」の先導者として大和地

方に入り、北上して京都北部に本拠地を構えた。逆に、京都最大の大社・加茂（鴨）両神社の淵源は大隅地方を

含む古日向であったことにな（表 7-1）る。このように「南九州由来の鴨神が漂着した」という意味は、南九州からの

鴨族（航海民、海族､ワニ族､筏族）の船着き場と考えられる。この両社の始祖というべき神は「カモタケツヌミ」であ

り、大和の葛城地方に渡り、奈良地方に移動し、最終的に現在の京都北部に鎮まったのである。古地名を当てれ

ば、大隅島は加茂明神が流れ着いたというのであれば、「鴨島」だったかもしれない。 

 応神天皇の２２年条の、「天皇が難波に行幸し、大隅宮に滞在した」という記事から、難波に所在する大隅宮と解

釈できる。つまり「難波に行幸し、難波の大隅島（鴨島？）から船に乗って大隅地方の大隅宮（鴨の宮？）へ行き、

そこに滞在した」―との解釈も可能だろう。航海民「鴨族」の蝟集地であるがゆえに「鴨着く島（ｶﾓﾄﾞｸｼﾏ）」と呼ば

れた所で、縄文時代から北部九州・瀬戸内海（近畿）・薩南諸島への水運に恵まれた地域なのである。大隅神社

のすぐ北に「南江口」という地名があるが、そのあたりから左（西）へ神崎川が流れ、神崎川と淀川に挟まれるように

「大隅島」があり、大隅神社こそが「大隅宮」とする伝承がある。 

 

7-2 古墳時代の応神天皇の大隅宮・大隅島 

  「大隅宮」は、大隅という名称の古い例として、日本書紀の中から、第１５代応神天皇（270-310 年）時代の「大

隅宮」を挙げられる。第 1 は、291 年は、応神天皇が帝難波の地に御幸し、大隅島に離宮を営んで宮居せられ大

隅宮と称した。第 2は、313年は、応神天皇が明宮にて崩御とされる年であり、16代仁徳天皇（313～399年）の時

代である。国際的には、高句麗は楽浪･帯方二郡を滅亡し、その地を併合した。神明造の神社建築。ミラノの刺令

(キリスト教の布教を許す)の時期である。その後に淀川が氾濫を起こした際に加茂明神の御神体が流れ着いて霊

光を放ったので合祀して祭るようになった。そのため近世まで神社は「加茂明神」（別雷神＝ワケイカヅチ神）が通

称であった。大隅神社となったのは明治以降である。 

  

7-3.飛鳥時代の第 27 代安閑天皇と大隅島の放牧 

飛鳥時代の第 27 代安閑天皇（531-536）の「大隅島」を挙げられる。安閑天皇紀２年、大連らへの詔―「宜しく

牛を難波の大隅島と姫島松原とに放つべし。願わくは名を後世に垂れむ」との記載である。それは、安閑天皇が

大連たちへ「大隅島と姫島に牛を放牧しなさい。後世までその名が残るように」と詔した―というのである。この時

代の大連は大伴金村と物部麁鹿火であった。「大伴 金村（ｵｵﾄﾓ-ﾉ-ｶﾅﾑﾗ）は、5～6 世紀にかけての豪族（大

連）。大伴室屋の孫である。物部麁鹿火（ﾓﾉﾉﾍﾞ-ﾉ-ｱﾗｶｲ）は、古墳時代の豪族。5～6世紀初の政治家,父は物部

麻佐良、母は須羽直女、饒速日命を祖先と伝えられる氏族である。武烈・継体・安閑・宣化天皇の大連（ｵｵﾑﾗｼﾞ）。

筑紫国造磐井（ｲﾜｲ）の反乱を鎮圧した」。大隅島に放牧した利点は、①周りが海（川）、牛や馬が島から逃げ管

理に便利である。大隅島（現大桐）と姫島（姫島町）は、現在は陸地化、東淀川区と西淀川区に組み込まれ、淀川

べりに展開する市街区であるのが共通する。 安閑天皇紀の記す大隅島と姫島が淀川の河口に横たわる三角州

由来の島々である。 

 

7-4.大隅神社の社殿建築 

大隅神社の建築様式として、統計分析値は、次のように要約できる。高さの最高値は本殿 9.45m、平均値 6.14m、

最小値は稲荷神社 3.94ｍである。間口の最大値は本殿 12.25m、平均値 7.72m、最小値は稲荷神社 2.23ｍである。

奥行きの最大値は本殿 5.82m、平均値 3.94m、最小値は幣殿 2.23ｍである。面積のの最大値は本殿 71.30m2、平

均値 32.80 m2、最小値は稲荷神社 8.70 m2である。 

 

7-5.大隅神社の鳥居と石灯籠 

  大隅神社の鳥居の統計分析値は、次のように要約できる。柱間距離間の最高値は正面鳥居 2.99ｍ、平均値

2.17m、最小値は天満神社 1.70ｍである。貫下点の最高値は正面鳥居 2.95ｍ、平均値 2.19m、最小値は稲荷神

社 1.81ｍである。貫上点の最高値は正面鳥居 3.25ｍ、平均値 2.42m、最小値は稲荷神社 1.98ｍである。笠木下点

の最高値は正面鳥居 3.62ｍ、平均値 2.68m、最小値は稲荷神社 2.20ｍである。笠木上点の最高値は正面鳥居

3.88ｍ、平均値 2.86m、最小値は稲荷神社 2.34ｍである。反増上点の最高値は正面鳥居 4.20ｍ、平均値 3.10m、

最小値は稲荷神社 2.52ｍである。 
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大隅神社の 14 基灯籠の計測値について、考察を行った。灯籠の最大値は 3.62ｍ、平均値は 2.67m、最小値は２．０

４m である。その差は 1.58ｍである。建立年代は天保３（1835）年から昭和１５年[１９４０]年間である。灯籠は主に正面か

ら本殿に参拝する時に見られる参道の両側に整列している。他に天満宮の前にも建立している。写真 7-1 は.拝殿前の

左側と右側の灯籠と狛犬である。写真 7-2 は社殿の左右側にある並んでいる灯籠である。 

 

    

写真 7-1.拝殿前の左側と右側の灯籠と狛犬 写真 7-2.社殿の左右側にある並んでいる灯籠 

 

7-6.大隅神社の経緯度の考察 

図 7-1 は、大隅神社（北緯 34 度 44 分 59.6 秒 東経 135 度 33 分 2.6 秒）と関連があると思われる神社と経緯

度との関係を考察した。ここでは、北緯 34 度 20 分から 35 度 20 分間の値を縦軸（Y 軸）として、大隅神社に近い

神社をプロットした。大隅神社の北緯 34度 45は、野里住吉神社の北緯（34度 42分）、田蓑神社の北緯 34度 43

分および四條畷神社の北緯 34度 44分より北部にある。一方、大隅神社の北緯 34度 45は、茨木神社の北緯 34

度 49 分、志都岩屋神社の北緯 34 度 51 分、交野天神社の北緯 34 度 52 分および物部神社の北緯 35 度 09 分

の南部にある。 

 

  

図 7-1.大隅神社関連の北緯 図 7-2.大隅神社関連の北緯と東経 

 

図 7-2は、各神社における北緯と東経との関係を表示した。北緯は 34度 34分から 34度 50分まで鎮座し、東

経は１３５度 24 分から１３５度３５分までに鎮座ししている。大隅神社の東経 135 度 33 分は、難波神社の東経 135

度 30 分、安倍王子神社の東経 135 度 30 分および布忍神社の東経 135 度 32 分より左側にある。大隅神社の東

経 135 度 33 分は、屯倉神社の東経 135 度 33 分、柴垣神社の東経 135 度 33 分および茨木神社の東経 135 度

34 分より右側に鎮座ししている。 

 

7-7.古墳時代の陵墓（第 15 代応仁天皇） 

 
 

 
 

大隅 
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写真 7-3.応神天皇陵札舎 写真 7-4.古墳の遥拝所 写真 7-5.古墳の鳥居 写真 7-6.陵墓の全景 

 

①所在地：大阪府羽曳野市誉田      ②形状：前方後円墳  

③規模：墳丘長約 425m（全国 2 位）    ④築造年代：５世紀初頭  

⑤史跡指定：宮内庁治定「惠我藻伏崗陵」 

写真 7-3 は応神天皇陵札舎で、写真 7-4 は古墳の遥拝所で、写真 7-5 は古墳の鳥居で、写真 7-6 は陵墓の

全景である。 

 

7-8.黎明期・古墳時代の天皇陵墓 

7-8a.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の経緯度 

 

  

表図 7-1.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の北緯 

 

表図 7-1は古墳時代の天の北緯である。左

図は歴代天皇の順であり、右図は北緯の順で

ある。北緯 34度 32 分の皇陵墓は、22代清寧

天皇陵墓出、最南端である。北緯 34 度 33 分

の皇陵墓は、10 代崇・12代景行・15代応神・

16 代仁徳・17 代履中・23代顯宗・24代仁賢・

25代武烈の 8天皇である。北緯 34度 34分の

皇陵墓は、14代仲哀・18 代反正・19 代允恭・

21 代雄略・21代雄略の 5天皇である。それか

ら 11 代垂仁、20 代安康、13 代成務、14神功

と 26繼體で、最北端あであることが確認され

た。 

図表 7-2 は黎明期・古墳時代、天皇陵墓のの関係図である。ここでは、古墳時代、天皇陵墓の北緯と東経との

関係を考察した。すなわち、18代反正天皇の東経 135度 28分は、17代履中天皇より大きく、16代仁徳天皇と 18

代反正天皇と同じである。一方、14 代仲哀天皇、21 代雄略天皇、24 代仁賢天皇、15 代応神天皇、19 代允恭天

皇、22 代清寧天皇の東経とは小さい。 

 

7-7ｂ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高 

図表 7-3 は古墳時代の天皇陵墓の標高図である。黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高は最高値には 12 代

景行天皇陵 99ｍから最低値には 21 代雄略天皇陵 28ｍの範囲にある。標高 90ｍ代では、12 代景行 99ｍ(1 位)

と 20 代安康 94ｍ(2位)である。標高 80ｍ代では、13代成務 88ｍ(3 位)と 14 代神功 88ｍ(4位)である。標高 60ｍ

代では、10 代 崇神 69ｍ(5 位)、11 代垂仁 67ｍ(6 位)と 25 代武烈 67ｍ(7 位)である。標高 50ｍ代では、15 代応

神 56ｍ(8位)と 23代顯宗 53ｍ(9位)である。標高 40ｍ代では、26代繼體 45ｍ(10位)、16代仁徳 44ｍ(11位)、18

代反正 44ｍ(12位)と 22代清寧 43ｍである。標高 30ｍ代では、19代允恭 39ｍ、24代仁賢 38ｍ、17代履中 37ｍ、

14 代仲哀 35ｍと 21代雄略 30ｍである。 

 

図表 7-2.黎明期・古墳時代、天皇陵墓の経緯度 
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ここでは 18 代反正天皇陵の標高は 44ｍで 7位であることが判明できた(図表 7-3)。古墳時代の 14 の天皇陵墓

の標高において、応神天皇陵は 8 位であることが明白に判明できた。古墳時代の天皇陵墓と標高との関係

を究明するため考察方法として、2変数（XとY）の 2次方程式の回帰分析によってを与えられると傾向が明確にな

る。2 次方程式は、標高＝標高＝0.198Ｘ2-7.82Ｘ +108.47であり、決定係数は、Ｒ2＝0.979 である。 

 

7-7ｃ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の陵高 

 

  

図表 7-4. 黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高（ｍ） 

 

図表 7-3 は黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高である。古墳時代、天皇陵墓の陵高を考察した。すなわち、

15 代応神天皇 36ｍで 1 位、16 代仁徳天皇 33ｍで 2 位、3 位は 14 代神功皇后 27m で、４位は 17 代履中天皇

25mである。５から 7位は 23mで⑤10代崇神・⑥12代景行・⑦19代允恭天皇である。8から 10位は 20ｍで⑧14

代仲哀・⑨と⑩１０の 21代雄略天皇である。天皇陵墓の陵高 19ｍ以下のは、⑪13代成務 19m、⑫11代垂仁 17m、

⑬18 代反正 14m と⑭24 代仁賢天皇 13m である（図表 7-4）。古墳時代の 6 代天皇と陵高さとの関係を究明する

ため考察方法として、2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式（陵高＝0.073-0.196Ｘ2-2.558Ｘ+36.26：決定係数は、Ｒ2

＝0.928）を与えられると傾向が明確になる。古墳時代の６の天皇陵墓の陵高において、15 代応神天皇 36ｍ歯 1

位であることが明白に判明できた。 

 

7-7ｄ. 黎明期・古墳時代の天皇陵墓の全長 

図表 7-5は黎明期・古墳時代の陵墓の全長である。陵墓全長の最長 16代仁徳 486m と 25代武烈 486mデア

ル。３位は 15 代応神 425m、４位は 17 代履中 365m、５位は 21 代雄略 335m と６位は 12 代景行 310m である。６

位までの陵墓全長は 300ｍ以上である。200ｍから 300m間の陵墓全長は、⑦14代神功 275m、⑧20代安康 249m、

⑨10 代崇神 242m、⑩14代仲哀 242m、⑪19代允恭 228m、⑫11代垂仁 227m、⑬26代繼體 227m と⑭13代成

務 219mである。100ｍから 200m間の陵墓全長は、⑮24代仁賢 175m、⑯18代反正 148m、⑰23代顯宗 114m と

 
 

図表 7-3.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高（ｍ） 



 23 

⑱22代清寧 112mである。１９位の陵墓全長は⑲21代雄略 76mである(図表 7-5)。黎明期・古墳時代の天皇陵墓

と全長との関係を究明するため考察方法として、2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式（全長＝0.63X2-32.83Ｘ

+506.39：決定係数は、Ｒ2＝0.949））を与えられると傾向が明確になる。黎明期・古墳時代の 10 の天皇陵墓の全

長において、15 代応神 425m 陵は３位であることが明白に判明できた。 

 

  

図表 7-5. 黎明期・古墳時代の陵墓の全長（ｍ） 
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別表 1.大隅神社年代順の内容 

和歴 西暦 内   容 

仲哀 
192 

-200 

第 1４代仲哀天皇（192～200）、②異称：足仲彦尊と帯中津日子命。③父：日本武尊。④母：両道入

姫命。⑤配偶者：皇后は気長足姫尊(神功皇后)、父：息長宿禰。母：葛城高顙媛。子：応神天皇・品

夜和気命。妃：大中姫の父：彦人大兄。母：不詳。子：香坂王〔麛坂〕・忍熊王。妃：弟媛の父：来熊

田造大酒主。母：不詳。子：誉屋別皇子。⑦皇居：角鹿笥飯宮・穴門豊浦宮・橿日宮。 

仲哀天皇

～ 

神功皇后 

192 

-200 

神功皇后（200～270）㊛、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。 

神功皇后 
200 

-270 

神功皇后（200～270）㊛、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。 

神功皇后 
200 

-270 

神功皇后（200～270）㊛、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。 

神功皇后

～ 

応神天皇 

200 

-310 

第 15代応神天皇（270-310）、①生没年：200～310年、②異称：品陀和気命。誉田別尊。③

父：仲哀天皇。④母:気長足姫尊（神功皇后）。⑤配偶者：皇后は仲姫命 （中日売命）、父：品

陀真若王。母：金田屋野姫命。子：荒田皇女（木之荒田郎女）・大雀命（仁徳天皇）・根鳥皇

子。 

 
201 14+代神功皇后（200-270）、応神天皇が生年。 

 
204 

14+代神功皇后（200-270）、百済、新羅の腰車城を攻撃する。 

百済第 6代仇首王（214-234）の死去により、第 7代の幼少の沙伴王（234）が即位するが、第 8代古

屋爾王（234-286）が王位に就く。 

 
215 14+代神功皇后（200-270）、ロ－マ帝国、全住民に市民権を賦与。 

 
238 14+代神功皇后（200-270）、220-280、中国、三国時代。 

 
238 14+代神功皇后（200-270）、魏、帯方郡を支配。 

 
239 

14+代神功皇后（200-270）、邪馬台国の女王卑弥呼、帯方郡の遺使。また、魏都に使臣を

派遣。魏の明帝、卑弥呼を親魏倭王に封じ金印紫綬を授く。 

 
243 14+代神功皇后（200-270）、卑弥呼、魏王に物を贈る。 

 
246 14+代神功皇后（200-270）、百済、第 8 代古屋爾王が左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃。 

 
247 14+代神功皇后（200-270）、倭女王卑弥呼､狗奴国王卑弓呼と争う。 

 
260 14+代神功皇后（200-270）、百済、6 佐平や 16 官職制度を定める。 

 
262 14+代神功皇后（200-270）、百済、官使不正の罰則を定める、律令頒布。 

 
270 14+代神功皇后（200-270）、応神天皇（270-310）が即位。 

 
280 15 代応神天皇（270-310）、晋、中国を統一。 

 
286 

15 代応神天皇（270-310）、百済、帯方郡を高句麗の攻撃から救う、百済第９代責稽王（286～

298）、阿旦城と蛇城修理。 

応神 22 291 
15 代応神天皇（270-310）、難波に行幸し、大隅宮に滞在する。 

帝難波の地に御幸し、大隅島に離宮を営んで宮居せられ大隅宮と称した。 
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応神 27 296 15 代応神天皇（270-310）、百済、第 9 代責稽王（286-298）が漢の攻撃で戦死。 

応神 29 298 
15 代応神天皇（270-310）、298-304 年、百済第 10 代汾西王（298-304）、軍を送り楽浪太守を奪

う。楽浪太守が送った刺客により汾西王が殺害。 

応神 41 310 
15 代応神天皇（270-310）、応神天皇の大隅宮（明宮）にて崩御の後、里人帝の御徳をしたい、

宮址に神祠を建てて、帝を奉祀したのが当社の起源。応神天皇が崩御と没年。 

応神 44 313 
16 代仁徳天皇（313～399）、高句麗、楽浪･帯方二郡を滅亡、その地を併合。神明造（神社建

築）。ミラノの刺令(キリスト教の布教を許す) 

応神 44 
313 

-399 

16 代仁徳天皇（313～399）、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。 

 
343 16 代仁徳天皇（313～399）、高句麗、国内城に奠都。 

 
364 16 代仁徳天皇（313～399）、百済､倭に遺使を図る。 

 
367 16 代仁徳天皇（313～399）、百済の使者来る。 

 
369 16 代仁徳天皇（313～399）、倭軍出兵、百済と通交、半島南部を勢力下におく。 

 
371 16 代仁徳天皇（313～399）、百済、漢城に奠都。 

 
383 16 代仁徳天皇（313～399）、淝水の争い。 

 
391 391-412 年倭軍出兵、渡海し新羅・百済を破る（高句麗、好太王碑）に見える。 

 
395 16 代仁徳天皇（313～399）、ロ－マ帝国。東西に分裂。 

 
397 16 代仁徳天皇（313～399）、百済，太子を倭に質とす。 

 
398 16 代仁徳天皇（313～399）、北魏の建国。◎五胡活躍。 

 
400 17 代履中天皇（400-405）、高句麗（好太王の軍]南下、伽耶を攻撃。 

 
404 17 代履中天皇（400-405）、倭軍、帯方郡の故地に出兵、高句麗軍と争う。 

 
413 18 代反正天皇（406-410）、倭国、晋に朝貢。 

 
421 19 代允恭天皇（411-453）、讃、宋の武帝より除授。 

 
425 19 代允恭天皇（411-453）、司馬曹達，宋に使いす。 

 
427 19 代允恭天皇（411-453）、高句麗､平壌に遷都。 

 
430 19 代允恭天皇（411-453）、宋に朝貢。 

 
449 19 代允恭天皇（411-453）、アングロ・サクソン族のブルタニア侵入開始。 

 
476 20 代安康天皇（453-456）、西ロ－マ帝国滅亡。 

継体 

天皇 
525 

27 代安閑天皇（531-536）、勅してここに牛を放牧せられた。後鳥羽天皇御悩の時、この地から黄

牛の乳を薬料として献進したので、御平癒の後、乳牛牧の地名をたまわった。 

西淀川区史には、「宜しく牛を難波の大隅嶋と媛嶋の松原とに放べし」（『日本書紀』）。 

安閑  

天皇 02 
534 

27 代安閑天皇（531-536）、第 26 継体天皇の長子は安閑天皇代である。この天皇が難波の

「大隅島」に放牧をさせたという記事が見える。安閑天皇が大連たちへ「大隅島と姫島

に牛を放牧しなさい。後世までその名が残るように」と詔した。 

大隅島(現東淀川区)と姫島(現西淀川区)は、陸地化し淀川べりに展開する市街区 

である。この時代の大連は大伴金村と物部麁鹿火であった。 

霊亀 02 716 
44 代元正天皇（715-724）、西淀川区史には、「摂津国として大隅と媛嶋の二牧を罷目せしめ、佰

姓これを佃食（たつくり）ふ事を聴（ゆる）す」」（『続日本紀』）。 

天文 18 1549 

105 代後奈良天皇（1526-1557）、江口合戦、さらに元亀・天正の騒乱を経て、慶長・元和

の大阪の陣に至るまで、幾多の戦乱を経過する間に、当社も兵火に焼かれて頽廃し、多

くの貴重な古記録や社宝も失われた。 
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慶長 12 1607 
107 代後陽成天皇（1586-1611）、無本寺は三大院と改め、真言・禅宗の社僧は法祐坊から全良和

尚まで８代継続。 

貞亨 0３ 1686 
112 代霊元天皇（1663-1687）、玄光和尚は大道寺と改め、三世雲門和尚は竹凉菴を起こし、修行

僧は１００人を超すときもあり、禅修行と神社の維持・祭祀を受け継いできました。 

宝永 04 1707 113 代東山天皇（1687-1709）、宮寺である曹洞宗大道寺の社僧天順が拝殿を再興。 

文政 10 1827 
120代仁孝天皇（1817-1846）、本殿の修復が行なわれ、東西 52間、南北 63間あった境内地は明

治初年の払い下げで、四囲は民有地となり、今は、昔日の面影を留めるのみである。 

元治  

元年 

1864 122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、御拝所・燈徳 2 基、陵標、鳥居等建設、並に御山

内御在所附近、環隍、中堤其他修築。 

慶応 02 1866 122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、12 月、初めて誉田八幡宮社僧総代、東一院に長

役仰付らる。 

慶応 03 1867 122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、正月、村井勘左衛門外５人に守戸仰付られ、苗

字帯刀差許さる。 

明治 01 1868 

122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、明治維新前、誉回八幡宮の縁起に、２９代欽明天皇

（559 年）、ご陵前に 15 代応神天皇、神功皇后等七座の神を祭り。(中略)祭神の事を掌ると共に本

陵を守護し奉る事となれり。 

明治 04 1871 122 代明治天皇（1867-1912）、応神天皇を主祭神とし、社名も大隅神社と改める。 

明治 05 1872 122 代明治天皇（1867-1912）、村社に列す。村社に列す。 

明治 06 1873 
122 代明治天皇（1867-1912）、大道寺 13 世のとき明治維新を迎え、大道寺・竹凉菴を廃し、賀茂

大明神社は、今の社名（大隅神社）と改めた。 この碑より北 50ｍの飛地に大道寺の墓地が現存。 

明治 14 1881 
122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、881-1882 頃、陪塚は、官有地なりしを、宮内省

所管に移される。 

明治 18 1885 

淀川の出口に、古代の大隅島があった。大隅島は大洪水の時も、２ｋｍ四方は水没しなかった。そ

の中央に大隅神社がある。河岸には銅鐸、九州的な銅矛が出土した有名な江口である。弥生時

代、鉄製の環状の頭がついた素環頭の刀が出土。大隅島は早くから多くの地域文化や人々の集

合地であった。『日本書紀』によると応神天皇の大隅宮で。牛や馬の放牧地であった。  

近畿地方には近江や山城や河内などの隼人が分注した隼人がいる。大隅島は近畿の隼人の要の

ような土地、九州の隼人の中継地のような所ではないか？。 

明治 20 1887 122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、01 月、サンド山を買上げ、陪塚に編入。 

明治 23 1890 

122代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、0６月、古澤清吉より、田及畦畔 287坪買上げ、御

拝所前及御陵道付近拡張、又中堤東側凹所、二の縁との間にありし、田に 145 坪を山脇勧太

郎より買上げ、中堤として御陵地に編入。 

明治 03 1897 
122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、12 月、御拝所石棚に改造、駒寄建設及燈籠二

基、更に新設。 

明治 37 1904 122 代明治天皇（1867-1912）、幣殿を設け、拝殿を再興改築した。 

明治 40 1907 122 代明治天皇（1867-1912）、大阪府告示第 183号、神饌幣帛料供進社に指定される。 

明治 42 1908 
122 代明治天皇（1867-1912）、春日神社・厳島神社・松山神社・伊邪那美神社・稲生神社・八幡神

社・天満神社を合祀。 

大正 04 1915 123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、御拝所前に駒寄友及其両側に石棚建設。 

大正 06 1917 123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、05 月、皇太子殿下御参拝あらせらる。 

大正 06 1917 123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、12 月、勤番所改造。 

大正 07 1918 
123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、末、誉田八幡宮御例祭挙行の際、関扉の裏門

に、奮形を存して、土塀改造、階段、砂利敷、石垣等模被替。 

大正 09 1920 
123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、12 月、御拝所前北側凹地の低地、田 138 坪、

松ヨネより買上げ、御陵地に編入。 
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大正 10 1921 
123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、11 月、林野管理局より、野方技手出張、隣地

主立会、場界査定、並びに界標改設、自壺号至 174 号。 

大正 14 1925 
123 代明治天皇（1912-1925）、応神陵古墳、08 月、大阪府の記念事業に係る、参拝道及車

寄広場建設。 

昭和 15 1940 124 代昭和天皇（1926-1989）、社殿を改築。 

昭和 19 1944 124 代昭和天皇（1926-1989）、松山神社が旧地に戻る。 

平成 08 1996 
125 代今上天皇（1989-現在）、拝殿と社殿を改築。合祀された神社の狛犬が拝殿前にずらりと並

ぶ。 

平成 21 2009 合祀百周年記念式典を斉行した。 

 

松葉好太郎著・刊行（陵墓誌ー古市部見廻区域内）大正 14年(1925)より抜粋 

応神陵古墳(第 15代応神天皇一恵我藻伏縄陵ー陪塚八) 

 


