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ABSTRACT 
The implementation emperor of the benevolent administration, a large-scale civil engineering projects in 

Japan first. The emperor hanzei first year Foundation is a (406 years). 406 years, Enshrined Gods of 

Namba Shrine was built in the land of Kawachi (Kawachi Matsubara City) in memory of Nintoku by positive 

anti-emperor. For 943 years, and senza to settsu plain, and was transferred to the current location when 

toyotomi hideyoshi built osaka castle. 

Haishi of Namba Shrine is Uga-no-Mitama-no-kami (children of Susanoo) and Susanoo-no-Mikoto. 

Susanoo-no-mikoto is god of a storm, the rainstorm, god of the good luck charm, the god of marriage and 

a guardian deity of the easy delivery. Uga-no-Mitama-no-kami is a rich harvest of God and the God of the 

staple grains abundant harvest. Shrine Ranking is a shrine of the prefectural status.The current main 

shrine was reduced to ashes by an air raid of the former Great War and did a temporary Imperial Palace 

in 1948 and rebuilt it in 1974. Architectural style of Haiden and Honden is Nagare-zukuri both. 

Bakurou-Inari Shrine of Keidai Massha is enshrined in the west of Honden. Originally, Kotohira Shrine 

was festive in the corner of the southeast of "Horie" and "Otabisho". The history of Kotohira Shrine is 

unknown, and it is thought that the foundation of the Edo era is original and worshiped you. Kotohira 

Shrine is adjacent to the west gate. Originally, Kotohira Shrine was festive in the corner of the southeast of 

"Horie" and "Otabisho".14 poster "Aidono" shrine is enshrined in the corner of the southeast direction of 

Namba Shrine. Torii of 5 groups, and is located in the square side of the north, south, east and west, it is in 

the "Inari Shrine" before on the west side of the "Keidai". The number of the garden lanterns is ten engines. 

The position of the tourou is before the shrine, Kotohira shrine before, before the 14 poster "Aidono" shrine 

and Kitamonzen and Nishimonzen.  
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1.はじめに 

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

区、古代摂津国の難波神社で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2014)報告の一部である。仁徳天皇が初め

て大阪に都を置かれた。それまでは河内が中心で、本拠地は河内だったので、河内王朝と言っているのではないか？。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。 

主祭神は、16 代仁徳（ﾆﾝﾄｸ）天皇（313-399）である。天皇は日本 初の大規模土木事業を実施した。祭神は、配

祀：素戔嗚尊／須佐之男命（ｽｻﾉｵ）・宇迦之御魂神／倉稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ）/素戔嗚尊の子。素盞鳴尊：嵐／暴風雨

の神、厄除けの神、縁結びの神、安産の守護神。宇迦之御魂神：生産の神／五穀豊穣の神である。神社創建は、反

正天皇元年（406 年）である。旧社格は、府社である。主な祭は、①歳旦祭、②玉の緒祭、③博労稲荷春祭、④由加

大祭、⑤菖蒲神事、⑥氷室祭（夏祭）、⑦例祭（秋祭）、⑧博労稲荷・火焚祭、⑨新穀祭である。本殿は、先の大戦の

空襲で全焼し、１９４８年仮宮を、１９７４年に再建され、本殿様式：流造、拝殿様式：流造である。境内摂社は、博労

稲荷神社は本社の西側にある。浪速の町が栄えるに従って、船場は商家の中心で、稲荷への信仰があつく、主祭神
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の名を奪い、難波神社のことを「稲荷社」「稲荷宮」と誤用された。（正式名は仁徳天皇社だった） 鳥居は５基（東西南

北の四方側にある鳥居と境内の西側に稲荷神社前鳥居）。高さは 高 7.58ｍである。 

かって、当社は上本町に在り難波神社は摂津国総社として「難波大宮」または「平野神社」（正式名）と呼ばれてい

た。ご利益は生活安寧、厄除、除災招福、五穀豊穣、商売繁盛等である。住民発達史や環境変遷史との関わりで、

神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。ゆえに、本稿は、古代国家の命運を決

定づけた舞台としての難波神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

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

鳥居の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ難波神社の社殿・拝殿、

鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。筆者らは鳥居の笠木(上端と下段)と貫（上端と下段)について回帰方程

式によって勾配と決定係数を解明した。今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理し

たい。さらに、短時間の調査であつたため、未解明の事項が少なくない。国際化時代に相応すべく、神社の由来に

ついては多国語（英語、韓国語）の翻訳を添付した。 後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

2.難波神社の資料 

2-1.第 16 代仁徳天皇の系図 

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（図 2-1 古墳時代の天皇系図）。本稿では、第 15 代

応神天皇（270-310）を中心としての子孫の天皇は、第 16 代仁徳天皇（313-399）、第 17 代履中天皇（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）に至る。古墳群から想定することができる表 2-1 は古墳時代の天皇の宮名称である。 

 

図 2-1.古墳時代の天皇系図 
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表 2-1.黎明期と古墳時代の天皇の宮名称 

 

 

2-2.仁徳天皇を祀る 初の神社は難波神社 

仁徳天皇のお子様の反正天皇が、お父様を偲んで今の河内松原に創建された。仁徳天皇は、この大阪に初めて

都を置かれ大阪の街を大開拓されました。堺市には世界 大級の仁徳天皇の陵墓がある。高台に登られ民の暮らし

ぶりを観察された天皇は、食事時なのにご飯を炊く煙が上がらない事に気付かれ、民の貧窮を悟られたので炊煙が

上がるまで税金を免除された。この逸話は大阪市歌にもなっている。 

 

2-3.難波遷都 

仁徳天皇は、元（313）年正月三日に即位され、都を難波に御遷され高津宮といった。すなわち、大阪市中央区の

大阪城の近辺である。従来の皇居地は大和国内となっていた。それなのに仁徳天皇は初めて摂津の難波津に遷さ

れた。天皇の御即位当時は、皇祖母である神功皇后が三韓を御征伐になった後、韓地服属時代であって、先代の

応神天皇から三韓との交通が も盛んな時期であった。港は、現在の博多地方が指定され、さらに、天皇が難波津

を加えた。皇居を新造した事は、空前の御英断であった。難波は大阪で、外交や貿易上無くてはならない重要な地

点であるからである。 

その後、大化改新がもたらした難波遷都は大阪を素晴しくした。大阪は第 36 代（645-654）孝徳天皇の御代にも、

豊臣秀吉の時代にしても、大業を成す難波を選んでいた。ゆえに、仁徳天皇の難波遷都は、非常に興味深いことで

ある。難波の高津宮は日本書紀に皇居の構造を述べると、｢宮垣室屋(ﾐｶｷｵﾎﾄﾉ)､ 弗亜色也(ｳﾊﾇﾘｾｽﾞ)｣と書いてあ

る。日本書紀に「底つ磐根に宮柱太しき立て高天原庭に槫風高知りて云云」といってあるのは即ち夫れである。即ち、

高臺を設けて船舶の出入を望み、又夏は涼臺として使用したとも想われる（長野、1974）。ミ籬 

 

2-4.天下の台所・船場の発展は当社の移転が先駆け 

豊臣秀吉公は大阪城を築くにあたり石山本願寺・生国魂神社・坐摩神社・当社を移転させた。当社の現在地は、

源頼朝公より寄進された土地で、当社が 初にこの船場に移り、続いて北御堂・南御堂・御霊神社・坐摩神社と移転

して来た。大阪城三の丸を築く時には町家 17000 戸が立ち退きさせられ、その殆どの人々がこの船場に移って来た

ため大阪で 大の繁華街となり大いに賑わった。有名な「摂津名所図会」には、大阪にやって来たら先ず当社に参り

なさい」と書かれている。 
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2-5.主な祭典行事 

表 2-2.難波神社の主な祭典行事 

歳旦祭 1 月 1 日 玉の緒祭 2 月節分の日 博労稲荷（春祭） 4 月午の日 

由加大祭 6 月 3 日 菖蒲神事 6 月 8 日 氷室祭（夏祭） 7 月 20・21 日

例祭（秋祭） 10 月 21 日 博労稲荷・火焚祭 11 月 15 日 新穀祭  11 月 23 日 

湯立神事  （献湯）毎月 1 日・節分の日の朝   

 

由加大祭（6 月 3 日）、旅所に配祀の由加大神（彦狭知命）の大祭、盗難を除き給うといわれる。献湯（毎月 1 日及

び節分の日の朝）、境内で湯を沸し、巫女が舞い、御祭神に湯を供える神事が行なわれる((表 2-2)。（神社案内記、

2014） 

3.難波神社の由来と現在 

3-1.難波神社の和文由来と現在   

 当社は、西暦 406 年、18 代反正（ﾊﾝｾﾞｲ）天皇（406-410）が河内国、丹比柴離宮：ﾀｼﾞﾋ-ｼﾊﾞｶﾞｷ（現在の河内松原

市上田）に都を移された時、同地に父帝の仁徳天皇を偲んで建立したのが始まりである。 

 

  

写真 3-1.難波神社の由緒碑と由緒札舎と神号標 

 

その後、943 年、６1 代朱雀（ｽｻﾞｸ）天皇（930-946）の御代に天皇のご命令で大江の坂平野郷（現在の天王寺区）

に移り、摂津国の総社（数社の祭神を一個所に総合した神社）として「難波大宮」又は「平野神社」と呼ばれた。写真

3-1 は難波神社の由緒碑と由緒札舎である。 

 1071 年延久 3 年の正月、７１代後三条（ｺﾞｻﾝｼﾞｮｳ）天皇（1068-1073）が住吉（ｽﾐﾖｼ）に行幸される途中の夢に稲荷

の神が現れ道案内をすると告げた。天皇は素盞嗚尊（病疫を救う）と倉稲魂尊（五穀豊穣を誓われる）を一緒に祀るよ

うに命じられ、現在に至る。図 3-1 は.難波神社の素盞嗚尊と倉稲魂尊の系図である。 

今の地に移されたのは、1583 年、豊臣秀吉（ﾄﾖﾄﾐ･ﾋﾃﾞﾖｼ：1537-1598 年））が大坂城を建てた時で、当地は上難

波村と云われ、当社も「上難波宮」又は「仁徳天皇社」と称したが、1875 年「難波神社」と改めた。 
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図 3-1.難波神社の素盞嗚尊と倉稲魂尊の系図 

  

本殿は、先の大戦の空襲で全焼し、１９４８年仮宮を、１９７４年に再建。本殿様式：流造、拝殿様式：流造である。

鳥居５基は、東西南北の四方側と境内の西側に稲荷神社前鳥居である。高さは 高 7.58ｍ。灯籠１０基は 金刀比

羅神社前２基、十四柱相殿神社前２基、西門前２基、社殿前２基、北門前２基である。高さは 高 4.00ｍである。 

 

表 3-1.大阪市中央区、難波神社の日文詳細資料 

1 主祭神 
16 代仁徳（ﾆﾝﾄｸ）天皇（313-399）。 

仁政の天皇、日本 初の大規模土木事業を実施。 

2 神社創建 反正天皇元年（406 年）  

3 勧請神 

406 年、難波神社は反正天皇によって仁徳天皇をしのんで河内の地（河内松原市）に創建さ

れたのが始まりで、943 年、摂津平野に遷座、豊臣秀吉が大阪城を築いたときに現在地に移

したと言われる。 

4 祭 神 

配祀：素戔嗚尊／須佐之男命（ｽｻﾉｵ）・宇迦之御魂神／倉稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ）/素戔嗚尊の

子。素盞鳴尊：嵐／暴風雨の神、厄除けの神、縁結びの神、安産の守護神。宇迦之御魂神：

生産の神／五穀豊穣の神  

5 旧社格 府社  

6 主な祭 
①歳旦祭、②玉の緒祭、③博労稲荷春祭、④由加大祭、⑤菖蒲神事、⑥氷室祭（夏祭）、

⑦例祭（秋祭）、⑧博労稲荷・火焚祭、⑨新穀祭。 

7 宮 司 前川 壽（まえかわ ひさし） 

8 鎮座地 〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-1-3  

9 交通手段 
地下鉄心斎橋駅 3 番出口、 

大阪市営地下鉄御堂筋線／中央線 ／四つ橋線「本町」駅より徒歩約 5 分  

10 位 置 北緯 34 度 40 分 44.3 秒、 東経 135 度 29 分 58.4 秒。標高：20ｍ 

11 電話・FAX TEL 06-6251-8000 FAX 06-6251-5110・公式 HP http://www.nanba-jinja.or.jp/  

12 本 殿 
本殿は、先の大戦の空襲で全焼し、１９４８年仮宮を、１９７４年に再建。 

本殿様式：流造、拝殿様式：流造。  

13 境内摂社 
博労稲荷神社は本社の西側にある。浪速の町が栄えるに従って、船場は商家の中心で、稲

荷への信仰があつく、当神社のことを「稲荷社」「稲荷宮」と誤用された。 

14 境内末社 金刀比羅神社は難波神社の西門横に鎮座している。もとは堀江のお旅所の東南隅にお祭
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りしていた。由緒は不詳で、江戸時代の旅所創建当初に祭ったと思われる。十四柱相殿神

社は、境内の東南隅にある。以前は、数社に分れてお祭りしたが、火災・模様替え等により、

末社の移転、併合がされた。１８８８年に鉾蔭（ﾎｺｶｹﾞ）神社、安邦（ﾔｽｸﾆ）神社の祭神を六

柱相殿神社へ合祀、十四柱相殿神社と改称。 

15 鳥 居 
鳥居５基（東西南北の四方側にある鳥居と境内の西側に稲荷神社前鳥居）。高さは 高

7.58ｍ。 

16 灯 籠 灯籠１０基(大灯籠６基は、社殿前２基、西門２基、北門２基)、高さは 高 4.00ｍ。 

17 ご利益 生活安寧、厄除、除災招福、五穀豊穣、商売繁盛 他  

18 その他 摂津国総社として「難波大宮」または「平野神社」と呼ばれていた。 

 

3-2.難波神社の英文由来と現在   

For 406 years, in 18s Emperor Hanzei(406-410), the capital was moved to Tazihi-Shibagaki-No- 

Miya(Ueda, Matsubara-shi, Kawachi) of the hakawachi country. The Namba Shrine, did you erected in 

memory of the Emperor Nintoku of Chichitei is beginning at the same time. For 943 years, Namba 

Shrine moved to current tennouzi-ku by an order of 61s Emperor Suzaku(930-946). Settsu Province- 

Sousha was called or "Namba-Oomiya" and "Hirano- Shrine" as a shrine that was comprehensive in one 

place Saizin of several companies. For New Year holidays of 1071, 71s Emperor Go-Sanjō (1068-1073) 

was told to the dream that was in the middle of being performed a royal visit by Sumiyoshi. The 

contents of the dream were ordered to enshrine Susanoo-no-Mikoto (Relief plague) and Ukanomitama 

(Staple grains are fertile) together. Haishi reaches it at the present.  

1583, was transferred to the land of now, it is time to Toyotomi Hideyoshi (1537-1598 years)) was built 

the Osaka Castle. Here is said to Ue-Namba village, this shrine was called or Ue-Namba-Miya and 

Emperor Nintoku-Sya. Namba Shrine was revised in 1875. The building of Namba Shrine, 1766 years 

was in the fire. Majorities such as Zinpou or Mikoshi were destroyed by fire at the same time. The 

building of rebuilt Namba Shrine constructed expansion and the reconstruction of "Shiniki" with a plan 

from 1935 with the opening to traffic of the Mido line for five years. Namba Shrine building was 

completed in 1939, which resulted in obtaining the Shinobi Kyukan by building a magnificent "Every 

direction torii". 1945, by the air raid of second War, Namba Shrine was burned to the ground, leaving 

the "Tamagaki and torii". In 1948, it was the "Karimiya" you have completed. 1974, donated by the Jozai 

hefty enthusiasm and revered person, Namba Shrine was rebuilt to become a respectable figure worthy 

of the shrine facing the Mido-line is the center of Osaka. 

 The current main shrine was reduced to ashes by an air raid of the former Great War and did a 

temporary Imperial Palace in 1948 and rebuilt it in 1974. Architectural style of Haiden and Honden is 

Nagare-zukuri both. Torii of 5 groups, and is located in the square side of the north, south, east and west, it is 

in the "Inari Shrine" before on the west side of the "Keidai".Maximum height of the Torii is 7.58m. The 

number of the garden lanterns is ten engines. The position of the tourou is before the shrine, Kotohira shrine 

before, before the 14 poster "Aidono" shrine and Kitamonzen and Nishimonzen. Highest value of Tourou is 

4.00m. 
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 表 3-2.大阪市中央区、難波神社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

16th emperor nintoku (313-399). The implementation emperor of the benevolent 

administration, a large-scale civil engineering projects in Japan first. 

2 Foundation  The emperor hanzei first year (406 years) 

3 
Enshrined 

Gods 

For 406 years, namba shrine was built in the land of kawachi (kawachi matsubara 

city) in memory of nintoku by the emperor hanzei. For 943 years, and senza to settsu 

plain, and was transferred to the current location when toyotomi hideyoshi built osaka 

castle. 

4 Haishi 

Haishi is a (children of susanoo) uga-no-mitama-no-kami and susanoo-no-mikoto. 

Susanoo-no-mikoto is god of a storm, the rainstorm, god of the good luck charm, the 

god of marriage and a guardian deity of the easy delivery. Uga-no-Mitama-no- kami is 

a rich harvest of God and the God of the staple grains abundant harvest.  

5 
Old Shrine 

Ranking 
Shrine Ranking is a shrine of the old prefectural status.  

6 
Main 

Festival 

new year’s ceremony, life festival, bakurou-inari spring festival, yuga big festival, 

shoubu-shinzi, ice-house-cave summer festival, autumn festival, bakurou-inari･

hitakisai, shinjou festival. 

7 Chief Priest Maekawa Hisashi 

8 Site 〒541-0059 4-1-3, Bakuroumachi, Chuo-ku, Osaka-shi 

9 Access 
Shinsai-bashi Subway Station exit-3. From Osaka municipal subway Midosuji Line / 

Chuo Line / Yotsubashi Line "Honcho" station about 5-minute walk 

10 Position 
44 seconds 40 minutes 34 degrees north latitude, 58 seconds 29 minutes 135 degrees 

east longitude. Elevation: 20m. 

11 TEL・FAX TEL 06-6251-8000 FAX 06-6251-5110・HP http://www.nanba-jinja.or.jp/  

12 Honden 

The main shrine was reduced to ashes by an air raid of the former Great War and did a 

temporary Imperial Palace in 1948 and rebuilt it in 1974. 

Architectural style of Haiden and Honden is Nagare-zukuri both. 

13 
Keidai 

Massha 

Bakurou-Inari Shrine of the head office Western. Town of Naniwa is according to 

prosper, Semba was the center of the merchant's family, and faith to Inari was 

warm, and Namba shrine was misused with "inarisha" "inarisha Palace". 

14 
Keidai 

Massha 

Kotohira Shrine is enshrined on the west gate side of Namba Shrine. Originally, 

Kotohira Shrine was festive in the corner of the southeast of "Horie" and "Otabisho".

The history of Kotohira Shrine is unknown, and it is thought that the foundation of 

the Edo era is original and worshiped you. 14 poster "Aidono" shrine, located in the 

southeast corner of the direction of Keidai. 

15 Torii 
Torii of 5 groups, and is located in the square side of the north, south, east and west, it 

is in the "Inari Shrine" before on the west side of the "Keidai".Maximum height of the 
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Torii is 7.58m. 

16 Tourou 

The number of the garden lanterns is ten engines. The position of the tourou is 

before the shrine, Kotohira shrine before, before the 14 poster "Aidono" shrine and 

Kitamonzen and Nishimonzen. Highest value of Tourou is 4.00m. 

17 Profit 
Life tranquility, Good luck charm, staple grains abundant harvest, business 

prosperity others. 

18 Other   
Namba Shrine was called "Namba Omiya" or "Hirano Shrine" as "Settsu Province 

(Settsu no kuni) souja". 

 

3-3.難波神社の韓文由来と現在   

당사는서기 406 년 18 대 한제이 천황(406-410) 년이 카와치국, 타지히시바가키 신사: (현재의카와치 

마쯔바라시 우에다)에 도읍을 옮겼을 때 그곳에 아버지 황제의 닌토쿠 천황을 추모하고자 건립한 것이 

시초이다. 그후 943 년 61 대 스자쿠 천황(930-946) 년의 때에 천황의 명령으로 대강의 비탈히라노향 

(현재의 텐노지구)에 옮겨 셋츠국의 총사(여러 제신을 한곳에 종합한 신사)로서 「난바오미야」또는 

「히라노신사」라고 불렸다. 

 1071 년 엔큐 3 년 정월 71 대 고산죠 천황(1068-1073)이 스미요시에 행차하는 도중의 꿈을 말했다.   

스사노오노 미고토(병을 낳게함)와 우카노미카마노 미고토(오곡풍작을 맹세하는)를 함께 모시라는 명령을 

받고 현재에 이른다. 

지금의 땅에 옮겨진것은 1583 년 도요토미히데요시(1537-1598 년)가 오사카성을 세운때로, 이곳은 

위난바 마을로 전해져 이 신사도「위난바신사」또는「닌토쿠천황 신사」라고 칭했으나, 1875 년 

「난바신사」로 고쳤다. 이 건물은 1766 년 화재로 신보, 가마등 다수가 소실되었다. 그후 재건된 건물은 

미도수지의 개통에 따라 1935 년부터 5 개년 계획으로 신역의확장, 개축공사, 1939 년에 완성하고 장려한 

사방 도리이를 건조하여 옛날의 그리움을 얻는데 이르렀다. 그러나, 제 2 차세계대전의 공습에 의해 

1945 년 3 월 14 일, 도리이와 옥단을 남기고 전소, 1948 년 임시 준공을 했다. 후손이나 숭배자의 열정과 

값비싼 물품의 기부에 의해 1974 년 오사카의 중심지 미도스지에 접하는 신사에 어울리는 훌륭한 

모습으로 재건되었다. (신사 안내기를 수정) 

 

 表 3-3.大阪市中央区、難波神社の韓文詳細資料 

1 주제신 
16 대 진토쿠 천황（313-399）.  

진세이 천황,일본최초의 대규모 토목사업을 실시.  

2 신사창건 한제이 천황 원년（406 년）  

3 권청신 

406 년, 난바신사는 한제이 천황에 의해 인덕천황을 그리워하며 카와치 

（마츠바라시）에 창건된것이 시작으로, 943 년, 셋츠히라노에 진좌,  

토요토미 히데요시가 오사카성을 축성했을 때 현재의 장소로 옮겼다고 

전해짐.  

4 제  신 

배제：스사노오노 미고토／타케하야 스사노오노 미코토・우카노 

미타마노카미／우카노 미타마/스사노오노 미고토의 손. 스사오노우노 

미코토：아라시／폭풍우의 신, 액땜의 신, 연분의 신, 순산의 수호신. 
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우카노미 타마노 신：생산의 신／오곡풍성의 신 

5 구사격 구후사 

6 주된 제 

① 세해제사, ②절분제, ③바크로우 이나리 봄 제사, ④유가대제,  

⑤쇼우분신사, ⑥히므로제（여름제사）, ⑦열제(가을제사), ⑧바크로우 

이나리・히타키제, ⑨니이나메제.  

7 궁   사 마에카와 히사시 

8 진좌지 〒541-0059 오사카시 중앙구 바크로쵸 4-1-3  

9 교통수단 

지하철신사이바시역 3 번출구,  

오사카시영 지하철 미도수지선／중앙선 ／요츠바시선「혼마치」역부터 도보 

약 5 분 

11 위   치 북위 34 도 40 분 44.3 초,  동경 135 도 29 분 58.4 초 

12 표   고 20ｍ 

13 전화・FAX 
TEL 06-6251-8000 FAX 06-6251-5110・공식 HP 

http://www.nanba-jinja.or.jp/  

14 본   전 
본전은, 2차대전의 공습으로 전파되었고, 1948년 가시설을 지었고, 1974년에 

재건했다. 본전양식：류조, 배전양식：류조.   

15 경내섭사 

마크로 이나리 신사는 본전의 서쪽에 있다. 나니와의 마을이 번영함에따라, 

항구의 상가를 중심으로, 선장은 상가의 중심으로, 이나리신에의 신앙이 

두텁고, 당신사를 「이나리 신사」「이나리노미야」라고 오용 되었다. 

16 경내말사 

코토히라 신사는 난바신사의 서문옆에 진좌되어 있음. 원래는 호리에의 

여행명소의 동남쪽에서 제를 지냈다. 유래는 불명으로, 에도시대의 창건 

초기에 제를 지냈다고 보여짐. 14 주상전 신사는, 경내의 동남쪽에 있음. 

이전에는, 몇군데로 나뉘어서 제를 지냈으나, 화제・모양이 변하여, 

말사를이전, 합사하였다. 1888 년에 호코카게 신사, 야스쿠니 신사의 제신을 

육주상전 신사로 합사, 14 주상전 신사로 개칭.  

17 도리이 
도리이５기（동서남북의 4 방측과 경내의 서쪽에 이나리 신사 전 도리이）. 

높이는최고 7.58ｍ.  

18 등  룡 
등룡은 10 기(대등룡 6 기는, 사전앞에 2 기, 서문 2 기, 북문 2 기), 높이는 

최고 4.00ｍ.  

19 이  익 생활안녕, 액땜, 제해초복, 오곡풍작, 상가번영 등 

20 기  타 셋츠국 총사로서「난바대신사」또는「히라노 신사」로 볼리우고 있다.  

 

3-4.难波神社的日文由来与現在   

该神社的起源是公元 406 年第 18 代天皇反正天皇(406-410 年)迁都至河内国丹比柴离宫(现在的河内松原市上

田)时、为了缅怀同一地区的父皇仁德天皇而建的神社。此后、在 943 年第 61 代天皇朱雀天皇(930-946 年）在位期

间、受天皇之命迁至大江的坂平野乡（现天王寺区）、作为摄津国的总社(将若干个神社的祭神合祭在一处的神

社）被称为“难波大宫”或“平野神社”。 

延久 3（1071）正月、第 71 代天皇后三条天皇(1068-1073 年)在行幸住吉的途中告知了所做的梦。他命令将素盏
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鸣尊(救病之神)与仓稻魂尊(五谷丰登之神)一起祭祀、而后至现在。 

1583 年丰臣秀吉(1537-1598 年)建大阪城时迁至现在之地、此地曾被称为上难波村、此神社亦曾被称为“上难波

宫”或“仁德天皇社”、1875 年改称为“难波神社”。 

此神社的建筑物于 1766 年遭遇火灾、神宝、神舆等多数被烧毁。此后、随着御堂筋的开通、从 1935 年起以五年

计划对重建的建筑物进行了神域的扩张、改建、并于1939年完工、建造了壮丽的四方鸟居、使人们得以能够回忆

起其原貌。但是、在第二次世界大战期间遇到了空袭、于 1945 年 3 月 14 日除了鸟居与玉垣之外的全部建筑被烧

毁、神社移至 1948 年竣工的临时宫殿。由氏子（祭祀同一个氏族神的居民）与信徒热情地捐献净财、于 1974 年以与

面向大阪市中心御堂筋的神社相称的宏伟外观而得以重建。(修改神社导文而成） 

 

表 3-4.大阪市中央区难波神社的中文详细资料 

1 主祭神 
第 16 代天皇仁德天皇(313-399 年）。是仁政的天皇、实施了日本最初的大规模土木事

业。 

2 神社创建 反正天皇元年(406 年）  

3 劝请神 
起源是 406 年反正天皇为了缅怀仁德天皇而创建于河内(河内松原市）的神社。943 年

迁移至摄津平野、丰臣秀吉建大阪城时迁至现在之地。 

4 祭 神 

 配祀神：素戋鸣尊/须佐之男命・宇迦之御魂神/仓稻魂命/素戋鸣尊之子。素盏鸣尊：

岚／暴风雨之神、消灾之神、月老之神、安产之守护神。宇迦之御魂神：生产之神／五

谷丰登之神。  

5 神社等级 旧府社  

6 主要的祭祀 
①岁旦祭、②玉之緒祭、③博劳稻荷春祭、④由加大祭、⑤菖蒲神事、⑥冰室祭（夏

祭）、⑦定期祭祀（秋祭）、⑧博劳稻荷・火焚祭、⑨新谷祭、⑩湯立神事。 

7 宮 司 前川 壽 

8 供奉地 邮编 541-0059、大阪市中央区博劳町 4-1-3  

9 交  通 
地铁心齋桥站 3 号出口、 

大阪市营地铁御堂筋线、中央线、四桥线“本町”站起徒步约 5 分种。 

10 位  置 北纬 34 度 40 分 44.3 秒、东经 135 度 29 分 58.4 秒。标 高: 20 米 

11 电话、传真 电话：06-6251-8000、传真：06-6251-5110、网页：http://www.nanba-jinja.or.jp/。

12 正  殿 
正殿在二次大战中因空袭而全部被烧毁、1948 年移至临时宫殿、1974 年重建。 

正殿样式：流造；拜殿样式：流造。  

13 境内摄社 

博劳稻荷神社位于总社的西侧。随着浪速市街的繁荣、以船场的商家为中心、对稻荷的

信仰很深厚、故该神社被称为“稻荷社”、“稻荷宫”。 并且被和"稻荷神公司""稻荷宫"误

用本神社的事情了。 

14 境内末社 

金刀比罗神社坐落于难波神社西门旁。原在堀江御旅所的东南角祭祀。渊源不详、据

传是在江户时代创建之初即祭祀。十四柱相殿神社位于境内的东南角。以前曾分祀于

若干个神社、因火灾、内部整修等而移至末社而被合并。1888 年、将钵荫神社、安邦

神社的祭神合祀于六柱相殿神社、改称为十四柱相殿神社。 

15 鸟  居 鸟居 5 座(东西南北四方位与境内西侧的稻荷神社前鸟居）。最高为 7.58 米。 

17 灯  笼 灯笼 10 座(大灯笼 6 座为神殿前 2 座、西门 2 座、北门 2 座)。最高为 4.00 米。 
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18 利  益 生活安宁、袱除不详、除灾招福、五谷丰登、生意兴隆、其他。 

19 其  他 作为摄津国总社曾被称为“难波大宫”或“平野神社”。 

 

4.難波神社の社殿と神木 

4-1.難波の高津宮 

難波の高津宮については之を詳にすることは難しいが、日本書紀に據ってその皇居の御構造を述べると、｢宮垣

室屋(ミｶｷｵﾎﾄﾉ)､弗亜色也(ｳﾊﾇﾘｾｽﾞ)｣と書いてあって、御殿もその周囲の垣根も通常ならば白璧を似て荒壁の上を

塗るべきであるが、その上塗りもせず、桷といって棟から四方の角へ渡す材木や、桁、梁、柱などの用材も磨かず、

餝
かざり

らず、その儘
ま ま

に使用せられた。又屋根に葺く萱も軒端に出たままに、剪り揃えないで夫れなりにして置かれたので

ある。今で云えばバラック建築とでもいう様な粗末なものであったに違いない。其処で日本の従来の家屋であるが、

太古既に立派な「八尋殿」八間の太室屋、「斎服殿」高庫などと云う名称かおるのをみると、建築術も時代相応に存

在して居たであろう。併し我々が今日から想像する様に広荘優美なものではなかったに相違ない。その建築法は、先

ず南面の日当りの良い場所を見定めて、真中に穴を掘って太い柱を立ててその周囲にも同じくは柱を立てて、梁を

上げ桁をかける。是等の材木はすべて藤や葛を使用して結び付けたものである。屋根は茅萱で葺き、その上に風雨

に備える為に丸太を数木並べる。之を堅魚木といい又棟の上には千木をも設ける 

日本書紀に「底つ磐根に宮柱太しき立て高天原庭に槫風高知りて云云」といってあるのは即ち夫れである。さて是

に依って見ると、宮殿とは申しながら後世の皇居に比べると極めて簡単粗雑なものであったようである。ところが仁徳

天皇の御代には、己に朝鮮文化の影響を受け、生活様式がかなり進歩して居た為に此の堀立小屋の様な建物とは

比較にならない程建築術が発達して居たのである。即ち高臺を設けて船舶の出入を望み、又夏は涼臺として使用し

たとも想われる（長野、1974）。 

難波神社の御旅所の配祀は彦狭知命（ﾋｺｻｼﾘﾉﾐ ｺﾄ）である。当地は、もと高津神社（ｺｳﾂﾞ）の御供田であったが、

1699 年（元禄 12 年）当社のものとなり、1907 年（明治 40 年）彦狭知命をお祭りする堀江（ﾎﾘｴ）神社を合杞し、現在に

至っている。1945 年（昭和 20 年）第 2 次世界大戦の大空襲により本殿、拝殿は勿論、名物の樹令 500 年と云われる

老樟、大銀杏などことごとく焼失した。当社には、古く橘姫をお祭りしてあったと伝えられている。門前通りを立花通り

というのは、その故であると云われている。 

 

4-2.難波神社の社殿の写真   

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、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。 

拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうための社殿で、祭祀の時に参列者などが着座するところでもあり、吹き抜けと

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

幣殿（ﾍｲﾃﾞﾝ）は、神職などが着席するところであり祭儀を行い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、

両者をつなぐような構造になっているのが特徴で、中殿ともいう。幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体に

なっている幣殿もある。幣殿がない神社もある。 

神社建築（本殿）の特徴として.屋根に妻を持つこと、床を高く張ること、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
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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様式である。 

 

   

写真 4-1.難波神社の社殿全景と本殿（鰹木） 

 

写真 4-1 は難波神社の社殿全景と本殿（鰹木）の順に撮影している。 

 

 

表 4-1.難波神社の社殿計測値（ｍ） 図 4-1.難波神社の社殿の高さ、間口と奥行き図。

 

表4-1は、難波神社の社殿計測値である。社殿の高さでは、 大値は本殿（14.10m）、平均値は13.88ｍ、 小

値は幣殿（13.65ｍ）。社殿の間口では、 大値は拝殿（13.05m）、平均値は 6.81ｍ、 小値は本殿（2.84ｍ）。社殿の

奥行きでは、 大値は拝殿（15.93m）、平均値は 7.42ｍ、 小値は幣殿（2.84ｍ）。社殿の面積では、 大値は拝殿

（207.89m2）、平均値は 76.67ｍ2、 小値は本殿（10.93ｍ2）である。図 4-1 は表 4-1 の値から図示を行ったグラフ

である。本殿（14.10ｍ）、幣殿（13.65ｍ）と拝殿（13.90m）の平均高さは 13.88ｍでほぼ高い値であるが、間口と奥行き

の差は異なっていることが明白になっている。 
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写真 4-2.難波神社の拝殿と宮司と研究班 

 

写真 4-2 は難波神社の拝殿と宮司と研究班との記念資料である。研究調査団は、素晴しい宮司の姿

に感謝と感激していた瞬間であった。拝殿の写真は感動しながらいろいろな角度から撮影した。 

 

4-3.難波神社の末社と環境 

 

 

表 4-2.難波神社の末社計測値（ｍ） 図 4-2.難波神社の末社計測図 

 

末社の高さでは、 大値は稲荷神社（6.18m）、平均値は 4.77ｍ、 小値は金刀比羅神社（4.04ｍ）。末社の間口

では、 大値は稲荷神社（6.22m）、平均値は 3.69ｍ、 小値は金刀比羅神社（1.82ｍ）。末社の奥行きでは、 大値

は稲荷神社（7.50m）、平均値は 3.71ｍ、 小値は金刀比羅神社（1.68ｍ）。末社の面積では、 大値は稲荷神社

（46.55m2）、平均値は 18.44ｍ2、 小値は 14 柱相殿神社（3.57ｍ2）である。 

 

4-3-1.金刀比羅神社の大物主大神 

金刀比羅神社（ｺﾄﾋﾗ-ｼﾞﾝｼﾞｬ）、琴平神社（ｺﾄﾋﾗ-ｼﾞﾝｼﾞｬ）、金比羅神社（ｺﾝﾋﾟﾗ-ｼﾞﾝｼﾞｬ）は、香川県仲多度郡琴平

町にある金刀比羅宮を総本宮（主祭神：大物主神を祀る神社）で日本全国に存在する。大物主大神（ｵｵﾓﾉﾇｼ-ﾉ-ｵ

ｵｶﾐ）は、日本神話に登場する神の蛇神であり、水神または雷神としての性格をもつ。さらに、稲作豊穣、疫病除け、

酒造り（醸造）などの神として篤い信仰。また、国の守護神である一方で、祟りなす強力な神ともされている。なお、大

国主の分霊であるため大黒天と称される金刀比羅神社の御祭神は西門付近に鎮座している。元来、堀江のお旅所

の東南隅にお祭りしていた。由緒は不詳ですが、江戸時代の旅所創建当初に祭られたものと思われる。1908 年（明

治 41 年）9 月 3 日、旅所から当社に移転しましたが事情は不明です。 
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写真 4-3.金刀比羅神社の由来と社殿（平常時と夏祭り]） 

 

写真 4-3 は金刀比羅神社の由来と社殿（平常時と夏祭り]）である。御造営記念誌の南条禰宜記によると、ご祭神

は大物主大神である。本殿は桁行三尺（0.909ｍ）と梁行四尺（1.212ｍ）五五である。この末社は、もと堀

江行宮の東南隅にお祭りしてありました。由緒は不詳でありますが遠く江戸時代御旅所創建当初祀られたる

ものと思われます。明治 41（1908）年 9 月 3 日（指全社甲 105 元号）境外神社行宮より移転許可したるものと、

当社神明帖にあります。この間の事情は詳らかでありませんが、思うに旅所境内南側に接する処に大阪で始

めて電燈事業が始まり、ここに煉瓦の高層建築が立つなど、環境的な事情も考慮して本社に移転遷座したる

ものと思われます（長野敏一、1974）。 

 

4-3-2.難波神社の稲荷神社 

稲荷神を祀る神社を稲荷（ｲﾅﾘ-）神社と呼ぶ。京都市伏見区にある伏見稲荷大社が神道上の総本社で、朱い鳥

居と、神使の白い狐がシンボルで知られている。「稲荷」と記すのが基本だが、「稲生」や「稲成」ともする食物神・農業

神・殖産興業神・商業神である。稲荷神社は、宇迦之御魂神（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）＝倉稲魂尊（ｳｶﾞ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）とも書く穀物・食

物の神を主祭神とする。 

稲荷神社の御祭神は倉稲魂尊である。稲荷神社は本社の西側にある。浪速の町が栄えるに従って船場は商家の

中心となり、「稲荷」への信仰があつく、古い記録にも「稲荷社」「稲荷宮」とある。近年においても、一般には「博労町

のおいなりさん」「博労いなり」として有名である。現在、この稲荷社の奉賛会として「玉穂会」があり、会員も多く、春の

初午祭、秋の火焚祭は賑わっている。博労稲荷の火焚祭は、11 月 15 日、願いごと氏名などを書いた火焚串を燃や

し商売繁昌、病魔退散、家内安全等を祈願する行事である。稲荷社と呼ばれた難波神社は、正式名を上難波仁徳

天皇宮あるいは上難波神社と称し、ﾄ荘氏、江戸の初期に出された大阪 初の案内記の「芦分船」にも「稲荷有るを

知りて、平野（旧社名]有るを知らず」と書かれていた。主祭神の仁徳天皇より有名な大阪屈指のお稲荷さんであった

(難波神社の話のタネ、2014)。 

商売の守護神お稲荷さんとは、人が生活する上で も大切なものが食物（日本の主食は米）である。稲を守る稲荷

の神が、あらゆる産業の守護神となり、商売繁盛の守り神となりました。関西では「エビスさん」が商売繁盛の神として

有名であるがご神像を見ると鯛を抱え、釣竿を持っておられるように本来は漁民の守り神であります。（神社案内記、

2014）。 
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写真 4-4.稲荷神社の社殿の入口、偏額、幣殿と本殿（鰹木） 

 

江戸時代の案内記、難波丸網目によると稲荷社(注、難波神社のこと)は博労町に有。社人、甲田安藝。祭

神三座、第一平野大明神（仁徳天皇也）第二牛頭天皇。第三稲荷大明神（写真 4-4）。 

昔上難波には平野大明神を尊崇して上の宮と号し又下難波には牛頭天王を勧請して下の宮と号す。第 71

代後三条院延久三年正月に当社へ御幸ましましける時、一人の老翁出て道の案内をなす有、其名を問給へば

これはこれ稲荷大明神也とて其あとをうしなへり。是によりて右二社の神に相並て三座となし御建立あり。

ならびに長楽寺安楽寺なと云神宮寺を別当に付せられ社司監物図書にも装束をくだし給はり臨時の祭会も

誠に厳重にして尊敬浅からず霊験あらたに有りし宮居なりしとかや。」。 

 

4-3-3.難波神社の１４柱相殿神社 

 境内の東南隅にある。以前は数社に分

れてお祭りしてあったようですが、火災、

模様替え等により、末社の移転、併合が

行なわれたようで、1888 年（明治 21 年）

に鉾蔭神社安邦神社の祭神を 6 柱相殿

神社へ合杞、14 柱相殿神社と改称しまし

た。 

本殿の建築様式は桁行三間、梁行一

間（大阪府府社難波神社神明帖）でありる。（写真 4-5）。 

 

表 4-3.難波神社の十四柱相殿神社の御祭神 

天照皇大神    

ｱﾏﾃﾗｽｽﾒｵｵｶﾐ 

豊受姫大神    

ﾄﾖｳｹﾋﾒｵｵｶﾐ 

応神天皇     

ｵｳｼﾞﾝﾃﾝﾉｳ 

春日四柱大神    

ｶｽｶﾞ-ﾖﾊｼﾗ-ﾉｵｵｶﾐ 

猿田彦大神 

ｻﾙﾀﾋｺｵｵｶﾐ 

罔象女神 

ﾐヅﾊﾉﾒﾉｶﾐ 

迦具土神 

ｶｸﾞ-ﾂﾁ-ﾉ-ｶﾐ 

菅原道真公 

ｽｶﾞﾜﾗﾐﾁｻﾞﾈｺｳ 

楠木 正成公 

ｸｽﾉｷ ﾏｻｼｹﾞｺｳ 

豊臣秀吉公 

ﾄﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼｺｳ 

徳川家康公    

ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽｺｳ 

    

  

御祭神は、表 4-3 を相殿に奉斎するものであります。前記神明帖にある安邦神社と鉾蔭神社の祭神を六柱

相殿神社へ合祀するとありますから、安邦と鉾蔭神社には八柱が祭ってあったものと推測されます。今この

写真 4-5.難波神社の 14 柱相殿神社 
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六柱相殿神社と竝安邦と鉾蔭神社の八柱の祭神は詳かではありませんが寛政の頃の摂津名所図絵の当社境

内配置図の如きものの中、末社の分を見ると勲一等社、大神宮博労稲荷、末社、観音薬師等が出ています。

又浪華百事談によると少し末社の配置が変って居ります。思うに当社は市内繁華の中にある関係上、江戸時

代を通じ明治に至るまで、再々の模様替、又は火災等によって末社の移転又は併合が行われしものと思われ

ます。明治 21（1888）年になり金比羅神社を除き 1 社相殿の 14 柱神社が出来たものと思われます（長野敏

一、1974）。 

 

4-4.難波神社の神木・楠  

写真 4-6 は、当難波神社の御神木の楠（大阪市指定の保存樹第１号）である。樹齢 400 年以上（業者によれ

ば約 700 年）で、幹回りは 4.3ｍある。戦災により火傷を負いながらも逞しく生き残る市内中心部で 古の楠である。こ

の神木楠に触れると「力」を頂けると、触れられる方が沢山います。 

 

 

写真 4-6.難波神社の御神木の楠（大阪市指定の保存樹第１号） 

 

4-5.難波神社の御神紋・アヤメ（花菖蒲） 

難波神社の御神紋花は菖蒲（あやめ）である。当社が平野（現在の上本町〉から現在地に移転した時、老婆が毎年、

端午の節句(毎年 5 月 5 日)に堀江に生える花菖蒲を供えられた故事により御神紋になったと伝えられている。ゆえに、

この故事に習い毎年 6 月 8 日に菖蒲神事を行っている。 

仁徳天皇が御病気になられた時、枕元に邪気を祓う菖蒲（サトイモ科・花菖蒲とは全く別のもの）を置けば全快する

との神様のお告げで治られた話とが混同されたと思われる。花菖蒲を献上した故事により、夏祭に行なわれていた堀

江お旅所への渡御に「菖蒲台」が加わっていた。菖蒲神事は巫女が花菖蒲を刈り取り神様にお供えする珍しいお祭

りであるが、昔はアヤメも花菖蒲も厳密には区別していなかったようである。 

植物学的には「花菖蒲」、「あやめ」、「かきつばた」は、すべてアヤメ科アヤメ属だから皆同じ仲間で極めて近い関

係である。ところが菖蒲湯の菖蒲はサトイモ科で別物。葉っぱがにているだけ。花も咲くことは咲くけどきれいな花で

はなく、蒲（がま）の穂みたいな黄色い花である。5 月 5 日端午の節句の菖蒲湯に入れるあの菖蒲に花が咲くと、菖蒲

園なんかに咲いている菖蒲（花菖蒲）なのかな（つまり、菖蒲の花＝花菖蒲）と思っていたらこれが全く違いますね（Ｈ

Ｐ引用）。  

 

5.難波神社の鳥居と写真 

難波神社は、城の築城時に現在地に移転させられた。当社は元々天王寺区上本町にあり、八丁四方（ほぼ城の

堀の内の広さ）の広大な境内を有する大阪で指折りの大社でした。この時の立ち退き料として 2 千石を頂きました。
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（生国魂神社は３百石）。上難波・下難波に移った当社は、豊臣秀吉公の庇護を受け四方に鳥居を有する大社でし

た。（6 万坪弱、今の住吉大社の約二倍の境内）。 

当時城で四方鳥居を許可されたのは当社と住吉大社のみ、また楼門付きの拝殿を許されたのは当社のみであっ

た。難波神社は大阪夏の陣によって焼けた社殿の再建費は補償されず、豊臣氏に協力した為か逆に境内の９割を

没収されてしまった。更には、再建した社殿も火災により焼失し、境内地は売られて次第に小さくなった。 

難波神社御堂筋に面した鳥居を含め４方面側にも鳥居が建立。本殿の西側にある稲荷神社は、船場の商家を中心

に信仰を集め、近年においても「博労（ばくろ）町のおいなりさん」として親しまれている。難波神社における 5 基鳥居

の計測値は、表 4-1 の 4 通りである。 

 

表 5-1.難波神社の鳥居の計測値（ｍ） 

 

 

柱間距離では、 大値は東門鳥居（5.36m）、平均値は 4.29m と 小値は稲荷鳥居（2.37ｍ）である。貫上の高さで

は、 大値は東門鳥居（6.22m）、平均値は 4.97m と 小値は稲荷鳥居（2.75ｍ）である。笠木上の高さでは、 大

値は東門鳥居（7.32m）、平均値は 5.85m と 小値は稲荷鳥居（3.43ｍ）である。反り増しの高さでは、 大値は東門

鳥居（7.58m）、平均値は 6.10m と 小値は稲荷鳥居（3.54ｍである。 

 

 

写真 5-1.難波神社の東門と南鳥居の偏額 写真 5-2.難波神社の西門 写真 5-3.難波神社の南門 

 

写真 5-1 は難波神社の東門と南鳥居の偏額。 写真 5-2 は難波神社の西門。写真 5-3 は.難波神社の南門である。 
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写真 5-4.難波神社の北門 写 真 5-5.組 合

寄進の鳥居 

写真 5-6.難波神社の西門内

側から撮影 

写真 5-7.難波神社の稲荷神

社鳥居 

 

写真 5-4 は難波神社の北門。写真 5-5 は組合の社号標。写真 5-6 は難波神社の西門内側から撮影。写真 5-7 は

難波神社の稲荷神社鳥居である。 

 

難波神社には、５基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-1 は難波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）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は笠木の

高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = 1.282(柱間距離) +0.353  ……決定係数(R2 =0.998) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =1.255(柱間距離) +0.150 ……決定係数(R2 =0.994) …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.282 と 1.255 で、その差は 0.27 である。笠木上の勾配は笠木下より大である。笠木上の決定

係数(0.998 は笠木下(0.994)より大で、その差は 0.004 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木上の値は笠木下より大き

いことが判明した。 

図 5-1. 難波神社、鳥居の笠木の高さ 図 5-2. 難波神社、鳥居の貫の高さ 

 

図 5-2 は難波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。難波神社の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）の直線

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

 

Y(貫上の高さ■) =1.149(柱間距離) +0.037  ……決定係数(R2 =0.997) …測量値……(5-3) 
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Y(貫下の高さ◆) = 1.038(柱間距離) +0.055  ……決定係数(R2 =0.990) …測量値……5-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、1.149と1.038で、その差は0.110である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数(0.997)

は貫下（0.990）で、その差は 0.007 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木と同様に、貫上の値は貫下より大きいことが

判明した。 

6.難波神社の石灯籠と写真 

   

写真 6-1.社殿前の灯籠 写真 6-2.金刀比羅神社前の灯籠 写真 6-3.北門灯籠

 

   

写真 6-4.北門外側の灯籠 写真 6-5.十四柱相殿神社 

 

 

図 6-1 難波神社の石灯籠の計測値とグラフ 

 

図 6-1 は難波神社の石灯籠の計測値とグラフである。左側のグラフは境内順であるが、右側のグラフは境内順で

はなく、灯籠の高さ順を表示した。難波神社の石灯籠では、 大値は社殿前と北門の灯籠（4.00m）、平均値は

2.87m と 小値は金刀比羅前（1.71ｍ）である。難波神社にある石燈籠の高さでは、３段階に区分できる。低い灯籠は
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1.71～1.75m、中間は 2.90m で、高い灯籠は 4.00ｍである。 

 

7.難波神社と文楽 

7-1.難波神社の稲荷社文楽座 

反正天皇が大阪府松原市に柴籬宮（しば

がきのみ）やを開かれたとき、父帝の仁徳天

皇をご祭神として創建されたと伝えられる。ま

た、文化 8 年（1811）、「博労町のおいなりさ

ん」として親しまれた。難波神社、文楽の発

祥地である。植村文楽軒によって創設された

人形浄瑠璃の小屋は、文楽軒の芝居とよば

れれ、今日の「文楽」の名称の元になりました。 

境内には稲荷社文楽座跡の碑が立っていま

す。当社は都会のオアシスとして親しまれ、

商売繁盛を祈願する商人、また工事の安全を祈願する建設会社の人々が多数参拝に訪れています。 

昔は当地を上難波荘といい、今の難波を下難波荘といった。共に源頼朝公より寄進された社領で、上難波には主

祭神の仁徳天皇とお稲荷さんを祀り、下難波には素戔男尊（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）を祀る神社であった。今は上難波の名前

は忘れられたが、主祭神を祀る上難波が難波の中心であったので難波神社と称した。 

 

7-2.難波神社と文楽（発祥の地？） 

 文楽は江戸時代初期に生まれ、男性によって演じられる。太夫（浄瑠璃語り）、三味線、人形遣いの「三業（ｻﾝｷﾞｮ

ｳ）」で成り立つ三位一体の演芸である。文楽（ﾌﾞﾝﾗｸ）とは、日本の伝統芸能である人形劇の人形浄瑠璃の代名詞で

ある。長享 2（1488）年、能勢頼則により連歌興行。天文 19（1550）年、琵琶法師も三味線を手がける。寛永元（1624）

年、江戸、京都、大阪で人形浄瑠璃が盛んになる。慶安 04（1651）年、竹本義太夫、大坂に生まれる。延宝元（1673）

年、大坂で坂田藤十郎が和事の芸を演じる。貞享元（1684）年、竹本義太夫、大坂で人形浄瑠璃竹本座を創設し、

上演。『曽根崎心中』大当たり。豊竹若太夫が豊竹座をつくる。  

文化 02（1805）年、淡路島から大阪に出てきた植村文楽軒は、大阪市中央区に芝居小屋を建てて興行したのが始

まりで、人気がなかった。文化8年（1811）、博労町のおいなりさん」として親しまれる難波神社境内に移り（稲荷神社と

金刀比羅神社も境内にあり）、文楽の起こりとされる。文化 8（1811）年、人形浄瑠璃の芝居小屋を建立。文化 10

（1813）年、娘義太夫が流行。安政 03（1856）年、掲示板によると「文楽軒の芝居」と呼ぶ。 

明治 05（1872）年、政府の求めに応じて松島遊郭の新開地の九条へ移った。明治 17（1884）年、三味線の 2 代目

豊沢団平を擁した「彦六座」が当社に開業した。三味線の名人・団平を擁する彦六座が当社の北門内に開業し、大

変な評判をとった。文楽軒も近くの御霊神社境内に小屋を移して対抗した。昭和 27（1952）年、彦六座は「稲荷座」と

改称した。豊沢団平と妻千賀の夫婦愛を描く溝口健二監督の「浪花女」は、人形浄瑠璃を題材とする唯一の映画で

ある。文学では御霊神社を舞台とする、有吉佐和子の「一の糸」がある。明治 31（1898）年、2 代目の豊沢団平が舞台

で倒れたため「稲荷座」は解散した。後には文楽座に吸収された。小屋は引き続き浅尾奥山の歌舞伎や五郎十郎の

写真 7-1.難波神社の稲荷社文楽座跡と文楽標 
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喜劇がかかった。 

その後、明治 45（1912）年、建物が毀された。東門の鳥居横に「稲荷社文楽座跡」の石碑がある。昭和 05（1930）年、

文楽座が四ツ橋に開場。昭和 20（1945）年、空襲で焼失。昭和 21（1946）年、復興。昭和 30（1955）年、文楽が文化

財保護法に基づく重要無形文化財に指定。昭和 59（１984）年、人形浄瑠璃発祥の地 大阪に「国立文楽劇場」が開

場。平成 15（2003）年、ユネスコ無形文化遺産保護条約の発効以前の「傑作の宣言」がなされ「人類の無形文化遺産

の代表的な一覧表」に掲載され、無形文化遺産に登録の予定。平成 21（2009）年、無形文化遺産、第 1 回登録で正

式に確定された。従って、文楽発祥の地は難波神社である。また、彦六座が難波神社に小屋を構え賑わっていた。 

8.難波神社と人工洞窟・岩窟（氷室）の神様 

仁徳天皇の御代に天皇の御兄、額田大中彦皇子（ﾇｶﾀ-ﾉ-ｵｵﾅｶﾂﾋｺ-ﾉ-ﾐｺ＝仁徳天皇の異母兄弟＝応神帝と高

城入姫との間に生れ子）が奈良の闘鶏野（ツゲﾉ）に狩りをされた時、野中に氷室を発見された。村の長の大山主に

尋ねると、冬季地中に大きな穴を掘り、ススキなどの草を厚く敷き、その氷を積み重ね、サンドイッチ状に草で覆えば、

氷を夏まで保存できると答えた。皇子はその氷を天皇に献上されたところ、大変喜ばれた天皇は国の制度として１０カ

所の氷室を造られた。この由縁により当社の夏祭りは「氷室祭（7 月 20・21 日）」と言い、御祭神に氷をお供えする珍し

い祭りである。（神社案内記、2014）。 

 

    

写真 8-1.氷運搬の図 写真 8-2.献氷 写真 8-3.氷室（人工洞窟）の奥部と入口部分 

 

写真 8-1 は夏祭に氷を運搬した図である。写真 8-2 は夏祭りのために供えられた献氷である。写真 8-3 は氷室（人

工洞窟）の奥部と入口部分である。奥部にある岩石は細長いものが多く見られた。 

 

 

写真 8-4.難波神社の氷室上部と入口部分 写真 8-5. 難波神社の神池 

 

難波神社と人工洞窟・岩窟（氷室）。神窟とも言えるかもしれない。神窟の上部は長さ 6.3ｍで、幅 2.48ｍである(写

真 8-4)。神窟内部の奥行き 2.44ｍ、高さ 1.00ｍ、幅 1.70ｍであ(写真 8-4)る。神窟前には神池がある(写真 8-5)。神池

の神窟近くには素晴しい岩橋が見られた。その周辺には素晴しい燈籠がある聖域を感じられる場所である。 
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9.おわりに 

9-１.難波神社と関連神社との経緯度 

 

図 9-1.大阪市中央区に近い神社の経緯度 図 9-2. 大阪市中央区に近い神社の経緯度 

 

図 9-1 は大阪市中央区に近い神社の経緯度で、北緯が 3 段階に分類できる。すなわち、34 度 38 分の第 1 グルー

プ、34 度 40 分の第 2 グループと 34 度 41 分の第 3 グループである。図 9-2 は大阪市中央区に近い神社の経緯度

である。難波神社（東経 135 度 30 分と北緯 30 度 40 分を中心に東北方面と西北方面に鎮座している中心的な神社

であることが判明できる。 

 

9-2.仁徳天皇の陵墓 

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 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 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。本稿

後半では、この方法論について整理し提言を行っている。ここで、第 16 代仁徳天皇陵墓の内容を要約できる。 

①所在地：大阪府堺市堺区大仙町、        ②形状：前方後円墳、 

③規模：墳丘長 486m（全国 1 位） 高さ 35ｍ、  ④築造年代：５世紀前期-中期、 

⑤史跡指定：宮内庁治定「百舌鳥耳原中陵」である。 

 

9-3.黎明期・古墳時代の天皇陵墓 

写真 9-1.仁徳天皇陵墓標 写真 9-2.仁徳天皇陵墓と鳥居 
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9-3a.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の経緯度 

 

表図 9-1.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の北緯 

 

表図 9-1 は古墳時代の北緯である。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 代清寧天皇陵墓が、 南端である。

北緯 34 度 33 分の皇陵墓は、10 代崇神・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 代雄略の 5 天皇である。それから 11 代垂

仁、20 代安康、13 代成務、14 代神功と 26 代繼體

で、 北端あであることが確認された。 

図表 9-2 は、黎明期・古墳時代における天皇

陵墓の関係図である。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。 

 

9-3ｂ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高 
図表 9-3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 高値には 12 代景行

天皇陵 99ｍから 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 代仁徳天皇 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 28ｍである。 

 

図表 9-2.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 12 位であることが判明できた(図表 9-3)。古墳時代の 14 の天皇陵墓の

標高において、16 代仁徳天皇の標高は 11 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＝0.21Ｘ2-8.02Ｘ +109 であり、決定係数は、Ｒ2＝0.978 である。 

 

9-3ｃ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の陵高 

図表 9-4 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・

⑨21 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＝0.0759Ｘ2-2.7113Ｘ+36.74：決定係数は、Ｒ2＝0.942）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、16 代仁徳天皇は 2 位であることが明白に判明できた。 

 

図表 9-4. 黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高（ｍ） 

 

 

  

図表 9-3.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高（ｍ） 
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9-3ｄ. 黎明期・古墳時代の天皇陵墓の全長 

 

図表 9-5. 黎明期・古墳時代の陵墓の全長（ｍ） 

 

図表 9-5 は黎明期・古墳時代の陵墓の全長である。陵墓全長の 長 16 代仁徳天皇 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 12 代景行 310m はである。5 位までの陵墓全長は 300

ｍ以上である。200ｍから 300m 間の陵墓全長は、⑥14 代神功 275m、⑦20 代安康 249m、⑧10 代崇神 242m、⑨14

代仲哀 242m、⑩19 代允恭 228m、⑪11 代垂仁 227m、⑫26 代繼體 227m と⑬代成務 219m である。100ｍから 200m

間の陵墓全長は、⑭24 代仁賢 175m、⑮18 代反正 148m、⑯23 代顯宗 114m と⑰22 代清寧 112m である。⑱位の陵

墓全長は 21 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＝0.8297X2-37.21Ｘ+512：決定係数は、Ｒ2＝0.938）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、16 代仁徳天皇 m は 1 位であることが明白に

判明できた。 
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別表 1. 難波神社の年表 

和歴 西暦 難波神社年代順の内容 

神功-応

神 

200 

-310 

第 15 代応神天皇（270-310）、①201 年は応神天皇が生年、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。

神功 16 215 14+代神功皇后（200-270）、ロ－マ帝国、全住民に市民権を賦与。 

神功 39 238 220-280、中国、三国時代。 

神功 40 239 
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。 

神功 44 243 卑弥呼、魏王に物を贈る。 

神功 48 247 倭女王卑弥呼､狗奴国王卑弓呼と争う。 

応神元 270 15 代応神天皇（270-310）が即位。 

応神 21 280 晋、中国を統一。 

応神 22 291 
帝難波に行幸し、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。 

応神 29 298 
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 
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

奉祀したのが大隅神社の起源。応神天皇が崩御と没年。 

仁徳元 313 
16 代仁徳天皇（313～399）、応神天皇と仲姫之命（なかつひめ）の子。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) 

仁徳元 
313 

-399 

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。 

反正元 406 
18 代反正天皇（406-410）、河内国、丹比柴離宮(ﾀｼﾞﾋ-ｼﾊﾞｶﾞｷ)、現在の河内松原市上田に都

をうつされた時、同地に父帝の仁徳天皇をしのんで当社に建立。 

天慶 06 943 
61 代朱雀天皇（930-946）の御代に天皇のご命令で大江の坂平野郷（現在の天王寺区）に移り

遷座。摂津国の総社として「難波大宮」又は「平野神社」と呼ばれた。 

延久 03 1071 
７１代後三条天皇（1068-1073）、住吉（ｽﾐﾖｼ）に行幸される途中、夢のお告げにより素盞嗚尊

（除災）と倉稲魂尊（五穀豊穣）を一緒に祀るように命じられ、現在に至る。 

長享 02 1488 103 代後土御門天皇（1464-1500）、文楽、能勢頼則により連歌興行。 

天文 19 1550 105 代後奈良天皇（1526-1557）、文楽、琵琶法師も三味線を手がける。 

天正 11 1583 106 代正親町天皇（1557-1586）、当地は上難波村といわれ、当社は「上難波神社」又は「仁徳天皇
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社」と称す、豊臣秀吉が大阪城を築城の時、天王寺区上町より現在地に遷座。 

寛永元 1624 108 代後水尾天皇（1611-1629）、文楽、江戸・京都・大阪で人形浄瑠璃が盛んになる。 

慶安 04 1651 110 代後光明天皇（1643-1654）、文楽、竹本義太夫、大坂に生まれる。 

寛文 0６ 1666 
112 代霊元天皇（1663-1687）、火災により、天正期の建物は神宝や神輿とともに焼失。その後も

本殿は度々火災により、また御堂筋の工事の際に立て替えられる。 

延宝元 1673 文楽、大坂で坂田藤十郎が和事の芸を演じる。 

貞享元 1684 
文楽、竹本義太夫、大坂で人形浄瑠璃竹本座を創設し、上演。『曽根崎心中』大当たり。豊竹

若太夫が豊竹座をつくる。 

元禄 12 1699 113 代東山天皇（1687-1709）、もと高津神社（ｺｳﾂﾞ）の御供田であったが、当社のものになる。 

文化 02 1805 
文楽、人形浄瑠璃、淡路島から大阪に出てきた植村文楽軒は、大阪市中央区に芝居小屋を建

てて興行したのが始まりで、人気がなかった。 

文化 08 1811 

2 代目植村文楽軒が、当神社の境内に、人形浄瑠璃の小屋を開いた（文楽軒の芝居）。「博労

町のお稲荷さん」として親しまれる難波神社は、文楽の原点である。境内には稲荷社文楽座跡

の碑が建立。現在では、地域のオアシスとして商売繁盛を祈願する商人や建設会社の関係者

が参拝に訪れる。注：博労稲荷が有名になり過ぎたため難波神社のことを稲荷社と誤用された

のであり、あくまでも当社は難波神社である。 

文化 10 1813 文楽、娘義太夫が流行。 

安政 03 1856 121 代孝明天皇（1846-1867）、文楽、掲示板によると「文楽軒の芝居」と呼ぶ 

元治元 1864 仁徳陵古墳、拝所及び灯籠二基、陵標、鳥居等建設、環隍及堤防其の他修築。 

明治元 1868 

122 代明治天皇（1867-1912）、仁徳陵古墳、維新以前、堺奉行の直轄地にして、輿力三人の作

業掛と、其下に同心四名の山方役ありて、日々交代勤番居りしが、是等は枯損木処分等の事を

取扱ひ、下草刈取等、其他一般監督の任に當れり。 

明治 05 1872 
文楽、政府の求めに応じて松島遊郭の新開地の九条へ移った。仁徳陵古墳、前方東南隅の半

腹、崩壊せしに付、係官臨検せし処、石棺及甲冑瑠璃器等、副装品発見せしも、直ちに復旧。 

明治 08 1875 「難波神社」と改名。 

明治 10 1877 仁徳陵古墳、本陵背後（後円部)の一部、及(墳丘)東半腹に松・杉・柏等苗樹植付けられ。 

明治 17 1884 

文楽、三味線の2代目豊沢団平を擁した「彦六座」が開業した。当社の北門内に開場し、人気を

集めたため、三味線の名人・団平を擁する彦六座が大変な評判をとった。文楽軒も近くの御霊

神社境内に小屋を移して対抗した。豊沢団平と妻千賀の夫婦愛を描く溝口健二監督の「浪花

女」は、人形浄瑠璃を題材とする唯一の映画である。文学では御霊神社を舞台とする、有吉佐

和子の「一の糸」がある。 

明治 20 1887 
1887-1890 年、仁徳陵古墳、本陵苫竹叢生繁茂せしかば、是を悉く皆伐採し、此の三年間を五

回に分ち、約 3 万 4526 坪に、松・杉・檜・樫等の笛木 19 万 2645 本植付け。 

明治 21 1888 
鉾蔭神社と安邦神社の祭神を 6 柱相殿神社へ合、14 柱相殿神社と改称した。仁徳陵古墳、御

拝所木榾を、石棚鉄扉の改造、御陵道また改修。彦六座が全焼・再建。 

明治 22 1889 
仁徳陵古墳、４月、民有地なりし東側二重隍を買い上げられ、明治 25 年より明治 27 年に至る、

3 ヶ年間の継続事業として修築竣功せり。 
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明治 23 1890 
仁徳陵古墳、後円頂上御所在付近の石隍を、旧形を存して修築し、東の門扉を西に移し、且つ

木扉を鉄扉に改造せり。 

明治 25 1892 
1892-1894、仁徳陵古墳、(明治 22 年買上げの東側二重隍を)三ヶ年の継続事業として修築竣

功せり。 

明治 28 1895 仁徳陵古墳、I 万 5 千本の松・杉・ヒノキ、クスの苗を補植。 

明治 29 1896 
仁徳陵古墳、2月、現三重隍は、貯水池の村有なりと、他は悉く民有なりしも、是を全部買上げら

れ。此反別合針 7 町 1 反 1 畝 10 歩。また二重隍提塘敷の東側及南側民有地買い上げられる。

明治 31 1898 
掲示板によると 2 代目の豊沢団平が舞台で倒れたため「稲荷座」は解散した。後には文楽座に

吸収された。小屋は引き続き浅尾奥山の歌舞伎や五郎十郎の喜劇がかかった。 

明治 36  1903 仁徳陵古墳、従来の左右屈曲棚御拝所石棚を一字形に改造。 

明治 45 1912 文楽、元稲荷座の建物が毀された。東門の鳥居横に「稲荷社文楽座跡」の石碑がある。 

大正 06 1917 仁徳陵古墳、08 月、皇太子殿下御参拝。 

大正 13 1924 
仁徳陵古墳、大阪府において、皇太子殿下御成婚記念事業として、参拝道改修拡張、車寄廣

場 150 坪建段。11 月には皇后陛下ご参拝。 

昭和 11 1935 御堂筋の開通に伴い、5 ヶ年計画をもって神域の拡張。 

昭和元 1945 
神社は第 2 次世界大戦の空襲により、鳥居と玉垣を残し本殿と拝殿は全焼した。その後、社殿

は仮宮として再建された。 

昭和 21 1946 文楽、復興。 

昭和 23 1948 竣工の仮宮は、氏子や崇敬者の熱意と多額の浄財の寄進。 

昭和 30 1955 124 代昭和天皇（1926-1989）、文楽が文化財保護法に基づく重要無形文化財に指定。 

昭和 49 1974 

神社は大阪の中心地である御堂筋に面する立派な社殿を再建（７月）され、現在に至る。境内に

は、「稲荷社文楽座跡碑」がある。巨大な神木の楠は、大阪市の保存樹の樹齢約 400 年として

第１号指定。 

昭和 59 １984 人形浄瑠璃発祥の地 大阪に「国立文楽劇場」が開場。 

平成 15 2003 
125 代今上天皇（1989-）、文楽、ユネスコ無形文化遺産保護条約の発効以前の「傑作の宣言」

がなされ「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に掲載され、無形文化遺産に登録の予定。

平成 21 2009 文楽、無形文化遺産、第 1 回登録で正式に確定された。 

 

参考：「陵墓誌一宮市部見廻区域内」抜粋。仁徳陵古墳(第 16 代仁徳天皇陵ー百舌鳥耳原中駿) 「百舌烏古墳

群の陵墓写真集』平成 21 年堺市縛物館より 

 

 

 

別図 1.大阪市中央区、難波神社境内図 
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平成 15（2003）年、ユネスコ無形文化遺産保護条約の発効以前の「傑作の宣言」がなされ「人類の無形文化遺産

の代表的な一覧表」に掲載され、無形文化遺産に登録の予定。平成 21（2009）年、無形文化遺産、第 1 回登録で正

式に確定された。従って、文楽発祥の地は難波神社である。また、彦六座が難波神社に小屋を構え賑わっていた。 

 

 


