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ABSTRACT 

Worshipped Gods of Shibagaki Shrine, the 18th Emperor Hanzei to Seiden (alias Tazihi-Shibagaki 
-No-Miyaato): 406 ~ 410 years: is dedicated to Tazihi-No-Mizuhawake-No-Ookimi. Aidono in Shibagaki 
Shrine is dedicated to Sugawara-no-Michizane and Yosamono-sukune. Foundation of Shibagaki Shrine 
is, the first 24th Emperor Ninken: was founded in the late 5th century by the royal command of (488-498 
years brother of Emperor Richū grandson). 

Shrine is located approximately in the middle between Ootumiti (Chouo-kaidou) and Tazihi- dou 
(Takeutikaidou). Shibagaki-Kyuuseki tell Capital Trace (Imperial Palace) of the 18th Emperor Hanzei 
of Yamato regime at an internal of ancient Matubara-Sou. Imperial Palace is 5 years, was the last 
capital of kawachi dynasty Place the capital to this land. In addition, according to Kojiki" and "Nihon 
Shoki, it is Tazihi-No-Shibakaki-No-Miya and what there is namely Motomiya. In Jogan 6(864) year, 
Shibagaki Shrine had Houhei of 56th Emperor Seiwa(858-876). 
Shibagaki Shrine in Keicho year (1596-1697) was burned down by flames of war. Shibagaki Shrine in 

Kyubaku era has given the chrysanthemum crest your curtain from Kyoto Imperial Palace.In Meiji 
22(1889) year, in Shibagaki Shrine, Shinsen-heihaku was assumed a holy shrine of the old history with 
the designation to from the government. In the past temporary, Shibagaki Shrine was also when it was 
referred to as Hiroiwa-Shrine and Tenman-gū. Shibagaki Shrine is, in 1917, has been designated to 
Shiseki than Osaka.  
In the current than Osaka Prefecture, has been designated these areas to buried cultural distribution 

areas. The monument of "Tazihi-Shibagaki-No-Miyaato" before western Torii erected it from Osaka 
Prefecture in Taisho 8(1919). The monument of "Emperor Hanzei-Shibagaki-Miyaato" in South Gate 
(formerly-Kannentera-Sanmon) was erected by Osaka Prefecture. 

Architectural style of the Honden is a Nagare-zukuri. Scale of Honden height 3.85m, frontage 4.15m, is 
a depth 3.54m and the area 14.69m2. Scale of Heiden is height 4.68m, frontage 4.15m, depth 2.87m 
and the area 11.91m2. Architectural style of the Haiden is a Nagare-zukuri. Scale of Haiden is height 
4.41m, frontage 4.15m, is a depth 6.30m and the area 26.15m2. Keidai-Sassha is dental-Shrine, 
Inari-sha, Ootosi-sha, hikinai-Taza-Shrine and Shou-miya.  Six toriis are (Haiden, two Inari- sha, 
dental Shrine, Ootoshi-sha, the myōjin family Torii of south gate) and are a maximum of 3.95m. A stone 
Tourou is 19 engines and is a maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at least 1.63m. 
 

キーワード：丹比柴籬宮、流造、歯神社、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語 
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1．はじめに 

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

市、古代河内国の物部氏地域である柴籬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。応神天皇に始まり仁徳天皇、その子の履中天皇（長男）、反正天皇（３男）、允恭天皇（４男）と続いていく河内王

朝。御陵は百舌鳥に、仁徳天皇の御陵を中心に北に反正天皇、南に履中天皇の御陵が並ぶ、古市には応神天皇と

允恭天皇の御陵がある。一方天皇が政務を執られた宮殿として、応神天皇が難波上町台地大隈の宮、仁徳天皇が

難波上町台地高津の宮、反正天皇が丹比（松原）柴籬の宮、雄略天皇が（八尾）志紀の宮そして顕宗天皇が近つ飛

鳥にあった。河内（当時は難波から和泉まで）が、政治行政の中心地であった。 

柴籬神社の詳細概要は、次のとおりである。主祭神は、正殿の 18 代反正天皇（別名は多治比瑞歯別命：406～

410 年：多治比瑞歯別大王を祀り、相殿の菅原道真 to 依羅宿禰を祀っている。柴籬神社の創建は、第２４代仁

賢天皇（488～498 年：兄 履中天皇の孫）の勅命により５世紀後半に創建された。柴籬神社は大津道（長尾街

道）と丹比道（竹内街道）間のほぼ中央に位置している。柴籬宮跡は、古の松原荘の内にて大和政権の第18代

反正天皇の皇居跡と伝える。皇居跡は５年間、この地に都を置き河内王朝（ｶﾜﾁｵｳﾁｮｳ）の最後の都とした。神社

の総面積は、約 3000 坪である。写真 1-1 は柴籬神社の平面図で、 写真 1-2 は柴籬神社の案内板で、写真 1-3 は

柴籬神社の玉垣である。 

 

 
写真 1-1.柴籬神社の平面図 写真 1-2.柴籬神社の案内板 写真 1-3.柴籬神社の玉垣

 

大正６（1917）年には、大阪府より史蹟に指定された。現在では大阪府より、これらの地域を埋蔵文化財分布

地に指定されている。大正 8（1919）年、西鳥居前にある「丹比柴籬宮（ﾀｼﾞﾋｼﾊﾞｶﾞｷ-ﾉ-ﾐﾔ）址」の石碑は大阪府よ
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り建立した。昭和 19（1944）年、南門にある「反正天皇柴籬宮（ｼﾊﾞｶﾞｷﾉﾐﾔ）址」の石碑は大阪府より建立した。 

本殿の建築様式は流造で、面積は 14.69ｍ2 である。幣殿の規模は、面積 11.91ｍ2 である。拝殿の建築様式は流

造で、面積は 26.15ｍ2 である。境内末社は、歯神社、稲荷社、大歳社、式内田坐神社、小宮である。鳥居は、明神系

鳥居の４基（稲荷社 2 基、歯神社、大歳社）で、最高は 3.95m である。灯籠は、石灯籠の 19 基（最高 3.30ｍ、平均

2.14ｍ、最低 1.63ｍ）である。 

反正天皇陵墓・百舌鳥耳原北稜は、南海高野線堺東駅の東側にある。全長１４８ｍ 前方後円墳で周濠がある。５

世紀後半に建造された。大きさは仁徳天皇や履中天皇の御陵に較べると小ぶりであるが威厳のあることには変わりな

い。静かな御陵であるが郊外でなしに都心の住宅街や学校のそばにあり、日々散策するにはこの方が良く、多くの人

を見守っておられるという感じであった。反正天皇陵墓の順位は次の通りである。①古墳時代の陵墓高(6 位)、②古

墳時代の陵墓標高(７位)、③古墳時代の陵墓全長(8 位)、④黎明期、古墳・飛鳥・奈良時代の陵高(8 位)、⑤黎明期、

古墳・飛鳥・奈良時代の陵墓全長(10 位)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柴籬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柴籬神社の社殿・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。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

2．柴籬神社の資料 

2-1.第 18 代反正天皇 

第 18 代反正天皇の在位は、406-410 年である。多遅比瑞歯別尊（ﾀｼﾞﾋ-ﾉ-ﾐｽﾞﾊﾜｹ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・水歯別命（古事記）。

『宋書』・『梁書』に記される「倭の五王」中の倭王珍（彌）である可能性が高い。系譜によると仁徳天皇の第三皇子で、

母は葛城襲津彦の女・皇后は磐之媛命（ｲﾜ-ﾉ-ﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。反正天皇は、履中天皇・住吉仲皇子の同母弟、

允恭天皇の同母兄に当たる。「皇夫人」と称されたのは、史上に津野媛（ﾂﾉﾋﾒ・大宅臣の祖和珥木事の女）ただ一

人で、「皇太夫人」とは異なる。皇后を立てなかったのは、成務天皇に次いで史上 2 人目である。妃は弟媛（ｵﾄﾋﾒ。

津野媛の妹）である。子女は香火姫皇女（ｶｲﾋﾒ-ﾉ-ﾋﾒﾐｺ、甲斐郎女）、円皇女（ﾂﾌﾞﾗ-ﾉ-ﾋﾒﾐｺ）、財皇女（ﾀｶﾗ-ﾉ-ﾋﾒﾐ

ｺ、古事記に財王で男性）と高部皇子（ﾀｶﾍﾞ-ﾉ-ﾐｺ、古事記に多訶弁郎女で女性）である。 

 

表 2-1 は第 18 代反正天皇の内容で、写真 2-1 は反正天皇の陵墓正門で、写真 2-2 は反正天皇の陵墓玉垣であ

る。皇居である都は丹比柴籬宮（ﾀｼﾞﾋ-ﾉ-ｼﾊﾞｶｷ-ﾉ-ﾐﾔ、大阪府松原市上田七丁目の柴籬神社が伝承地）である。反

正天皇は、容姿美麗で、生まれながらにして綺麗な歯並びであったので、瑞歯別の名があるという。父の仁徳天皇の

崩後、叛乱を起こした同母兄の住吉仲皇子をその近習である曽婆訶理（隼人）を利用して誅殺した。401 年 1 月 4 日

に立太子（皇太弟）。同 6 年 3 月 15 日に履中天皇が崩御し、翌 406 年 1 月に即位。兄弟継承はここに始まる。反正

天皇陵（みささぎ）は、①所在地：大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町、②形状：前方後円墳 、③規模：墳丘長 148m、④

  

表 2-1.第 18 代反正天皇の内容 写真 2-1.反正天皇の陵墓正門 写真 2-2.反正天皇の陵墓玉垣 
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築造年代：５世紀後半、⑤史跡指定：宮内庁治定「百舌鳥耳原北陵」、考古学名は田出井山古墳である。写真 2-1 と

2 は反正天皇陵墓である。 

 

2-2.第 24 代仁賢天皇 

第 24 代 仁賢天皇は、18 代反正天皇兄の履中天皇の孫であるため、

神社の創立も深い意味がある。第24代仁賢（ﾆﾝｹﾝ）天皇は、古墳時代の

在位は488-498）である。名は億計天皇（ｵｹ-ﾉ-ｽﾒﾗ-ﾐｺﾄ）・大石尊（ｵｵｼ-

ﾉ-ﾐｺﾄ）、意祁命・意富祁王（ｵｵｹ-ﾉ-ﾐｺ）である。仁賢天皇は、履中天皇

の孫である（表 2-2）。 

先代は顕宗天皇の同母兄で、次代は武烈天皇である。皇居の都は石

上広高宮（ｲｿ-ﾉ-ｶﾐ-ﾉ-ﾋﾛﾀｶ-ﾉ-ﾐﾔ。奈良県天理市石上町、あるいは同

市嘉幡町か）である。父は市辺押磐皇子（ｲﾁ-ﾉ-ﾍ-ﾉ-ｵｼﾊ-ﾉ-ﾐｺ）母は荑

媛（ﾊｴﾋﾒ、葛城蟻臣の女）である。皇后は春日大娘皇女（ｶｽｶﾞ-ﾉ-ｵｵｲﾗ

ﾂﾒ-ﾉ-ﾋﾒﾐｺ）である。妃は糠君娘（ﾇｶｷﾐ-ﾉ-ｲﾗﾂﾒ）-和珥臣日爪女 春日

山田皇女（ｶｽｶﾞ-ﾉ-ﾔﾏﾀﾞ-ﾉ-ﾋﾒﾐｺ）-安閑天皇の皇后である。御名と大脚・大為であり、異称は億計天皇・大石尊・意

祁命等である。子女は高橋大娘皇女、朝嬬皇女、手白香皇女、樟氷皇女、橘仲皇女、武烈天皇、 真稚皇女、春日

山田皇女である。 

略歴として、455 年に父の市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、弟の弘計王（後の顕宗天皇）と共に逃亡して身

を隠した。まず、丹波国与謝郡（丹後半島東半）に逃げ、後には播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟

共に名を変えて丹波小子（ﾀｲﾜ-ﾉ-ﾜﾗﾜ）と称した。縮見屯倉首（ｼｼﾞﾐ-ﾉ-ﾐﾔｹ-ﾉ-ｵﾋﾞﾄ）に雇われて牛馬の飼育に携

わっていたが、481 年に、弟王が宴の席で王族の身分を明かした。清寧天皇は、子がなかったため喜んで迎えを遣

わし、翌年に 2 王を宮中に迎え入れた。4 月に億計王が皇太子となった。 

 

2-3.柴籬神社の地名由来 

地名由来は、第 18 代反正天皇の弟である第 19 代允恭天皇が即位に

つき大和の飛鳥に都を移す。このため丹比柴籬宮は、歴史の舞台から離

れて後、その宮跡が「松生いし、丹比（ﾀｼﾞﾋ：古代の道：和泉国から南河

内を東西に横断した南大和）の松原」と呼ばれ、その地名が「松原」にな

っている。 

松原の地域は、丹比柴籬宮（竹や柴を粗く格子に組んで作った垣）

の造営時に、古事記、日本書紀によると、その治世は平穏にして穀物は

豊作続きで、人民は富み賑い平和な時代であったとされ，瑞〔水〕歯別命

とあるように歯が瑞々しく立派であると記載されている。大正６（1917）年大

阪府より史跡に指定され現在は埋蔵文化財分布地にも指定されている。

大阪府よりは南門横に「反正天皇柴籬宮跡（写真 2-3）」、西鳥居前に「多比柴籬宮址（写真 2-4）」の石碑が建立され

ている。この時期には反正天皇）は中国にまで名が轟かせていた倭の五王（讃，珍，済，興，武）の一人である。 

 

2-4.御祈禱事項 

神殿祭は ①安産岩田帯、②初宮詣、③厄除祈願、④卓抜、⑤家内安全、⑥入試、⑦結婚式、⑧成人祭、⑨勧

学祭、⑩商業繁栄、⑪誕生祭である。外祭は、①地鎮祭、②棟祭、③竣工祭、④新宅清抜、⑤工場宅神祭、⑥井戸

抜などである。 

 

2-5.柴籬神社の御神徳 
2-5①.安産、病気平癒の神様 

御祭神と「御大」との伝承は、古事記、日本音紀にも記され、天皇がお生まれになられた淡路島の産官神社境内

には、産湯に用いた瑞井の井戸も保存され、今日の宮中産湯の作法は、当御祭神に始まったと記録され、一般にも

普及して、現在に至っております。父の仁徳天皇は朝タに「枯野」という船で運ばれた「大御大」としたとあり、「お水」と 

表 2-2.第 24 代仁賢天皇  

 

写真 2-3.反正天皇

柴籬宮祉 

写真 2-4.丹比柴

籬宮祉 
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もいわれ、古来より「神棚にお仕え」し「妊婦の安産」と「乳児のアサとり」の御霊水として、又、当社には、玉井殿という

井戸というが境内に存し「病気が直る」御霊水として、千数百年の昔より、持ち帰る崇敬者が絶えなかったと記録され、

御祭神 1550 年祭に当る昭和 62 年に現有する二代目の井戸を修復し、崇敬者の皆様にご利用頂ける次弟である。 

 

2-5②.家内安全、厄除の神様 

記・紀に皇子時代兄の履中天皇を石上神宮に表敬する折、一連の天下の大事件を解決し、全ての穢を除き清め

る為に、清めの仮宮を造り、事件解決の国民的英雄として功績を国民に評価された故事にちなんで以来「家内安全、

厄除の神」として、又、「諸事悩喜を叶う神」として、崇敬されている。 

 

2-5③.歯の神様 

  天皇は別名瑞歯別命（みずは わけのみこと）と呼ば

れた。別（わけ）は多くの河内王朝の天皇につく名称であ

るが、瑞歯は記紀によると 「御歯の長さ 広さは２分 上

下等しく斉（ととの）ひて 既に珠（たま）を貫けるが如し」

とあり、類をみない程健康的な歯並びであったことから瑞

歯と命名されたとする。また大変な美男子であったとのこ

と。取材調査中に女性の参拝者が多かったのもこれで頷

けた。イベントを多くして全国にＰＲすれば全国から歯医

者さんや美容師さんそして多くの女性がお参りに来られるかもしれない。なお反正天皇の安産と御霊水の謂れ、また

長寿であったことから、安産病気平癒延命の神様としても祀られている。 

神社内には末社「はがみさん」があり、天皇のお顔と御歯の石像「歯磨面」がおかれている。歯の神の石面は日本

で唯一つの歯磨き面の実測は、顔面の高さは 0.48ｍ、顔面の上 0.33ｍ、中 0.36ｍ、顎 0.28ｍである。歯の幅は 0.25

ｍと高さは 0.06ｍである。 歯神社御礼日の 5 周年をにして、「歯磨面」を建立した。指先で触れると丈夫な歯になると

言われる。上面歯右は夷（エビス）歯といい、上面歯左は大黒歯といわれる。 

 

2-5④.延命の神様 

末社に大歳社が祖られ、土地や作物の神として、又、別命社名から大きく年を取るという神として延命神とも云われ、

或いは、末社「住吉・歯神社」の裏地に延命を願う放生の池が、且って現存していた。別名亀車池とも云われ、御祭

神の長寿にあやかり、亀や鯉を近郊近在より奉納する崇敬者が絶えないところから、延命の神と崇敬されていた。 

 

2-5⑤.学問の神様 

 当社は一時天満宮と称される時代があり、御祭神として相殿に菅原道真公を杞り、今日、学問の神として、崇敬さ

れている。 

 

2-5⑥.商売繁昌の神様 

 創建時より脇宮として稲荷明神、勝手明神が杞られ、数ある稲荷社でも最も古い神として崇敬されている。 

 

2-5⑦.交通安全の神様 

末社に住吉大神を杞り、海上交通の神として、近年自動車・単車の清袚の参詣が絶えない。 

 

3.柴籬神社の由来と現在 

3-1.柴籬神社の和文由来と現在 

御祭神は、正殿の 18 代反正天皇（別名は多治比瑞歯別命：406～410 年：多治比瑞歯別大王を祀り、相殿の菅

原道真、依羅宿禰を祀っている。柴籬神社の創建は、第２４代仁賢天皇（488～498 年：兄 履中天皇の孫）の

勅命により５世紀後半に創建された。柴籬神社は大津道（長尾街道）と丹比道（竹内街道）間のほぼ中央に位置

  

写真 2-5.歯神社の説明文と「歯磨き面」 
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している。柴籬宮跡は、古の松原荘の内にて大和政権の第 18 代反正天皇の皇居跡と伝える。皇居跡は５年間、

この地に都を置き河内王朝の最後の都とした。 

また古事記と日本書紀によると、丹比柴籬宮とあるのは、即ち本宮である。記、紀によると、この時代は平穏に

して穀物は豊作で、人民は冨みに賑わい、平和な時代であった。宮跡の地名は極殿山、大門、中門、学堂、若

宮、反正山、東宮、堂経、中橋、高見などがある。貞観６（864）年には、第 56 代清和天皇（858-876）の宝幣（ﾎｳ

ﾍｲ）を給った。慶長年中(1596-1697)に兵火により焼失された。 

寛永年中（1624-1645）、宮代神宮寺の観念寺二代目の住持の覚夢（寛永４：1627 年没）によって再建され、今

日に至っている。旧幕時代には京都御所より菊花御紋章幕を賜わった。明治５（1872）年、神佛混合の時には、

境内に神宮寺広場山観念寺もあったが、神佛分離により廃寺となり、今の南門のみが残り、また、境内絵馬堂

の瓦に｢観音寺｣の名が刻だれる。明治２２（1889）年、柴籬神社は政府より神撰幣帛を給う指定がある古い歴史

の尊い宮とされた。昔は一時、広庭神社及び天満宮と称した時もあった。 

文化財は、①観念寺門、②三十六歌仙額、③三十六歌仙額平兼盛、 ④三十六歌仙額大中臣能宣、⑤三十六歌仙

額奉納板、⑥古文書である。 

 

   
写真 3-1.願正寺 写真 3-2.願正寺釣鐘 写真 3-3.柴籬神社の由来標 写真 3-4.柴籬神社の石碑

 

大正６（1917）年には、大阪府より史蹟に指定された。現在では大阪府より、これらの地域を埋蔵文化財分布

地に指定されている。大正8（1919）年、西鳥居前にある「丹比柴籬宮址」の石碑は大阪府より建立した。昭和19

（1944）年、南門にある「反正天皇柴籬宮址」の石碑は大阪府より建立した。 

本殿の建築様式は流造で、面積は 14.69ｍ2 である。幣殿の規模は、面積 11.91ｍ2 である。拝殿の建築様式は流

造で、面積は 26.15ｍ2 である。境内末社は、歯神社、稲荷社、大歳社、式内田坐神社、小宮である。鳥居は、明神系

鳥居の４基（稲荷社 2 基、歯神社、大歳社）で、最高は 3.95m である。灯籠は、石灯籠の 19 基（最高 3.30ｍ、平均

2.14ｍ、最低 1.63ｍ）である。 

 

表 3-1.大阪府松原市、柴籬神社の詳細資料 

1 主祭神 正殿には反正天皇を祀る。相殿には菅原道真と依羅宿禰を祀る。 

2 神社創建 24 代仁賢天皇（４８８～498：履中天皇の孫）の勅命により５世紀後半に創建された。 

3 勧請神 
『古事記』や『日本書紀』によると、406 年反正天皇が第 18 代天皇として即位した後、都を難波か

ら河内の丹比（ﾀｼﾞﾋ）に移し、丹比柴籬宮（ﾀｼﾞﾋ-ｼﾊﾞｶﾞｷ-ﾉ-ﾐﾔ）を造営した。 

4 天 皇 瑞歯別命（反正天皇：406～410 年：瑞歯別大王） 

5 主な祭事 

①１月１日元旦祭、②１月１5 日小正月大とんど祭、③2 月３日節分祭、④2 月下旬稲荷社二の午

祭、⑤7 月 19,20 日夏祭、⑥8 月 8 日歯神社祭、⑦10 月 9,10 日 秋祭，⑧11 月中に七五三祭、

⑨１２月３１日除夜祭。 

6 宮 司 名誉宮司：安松昌信(やすまつ まさのぶ)、宮司：安松昌志(やすまつ まさし) 

7 鎮座地 〒580-0016 大阪府松原市上田 7 丁目 12 番 22 号 

8 電話ＦＡＸ 0720-331-2138 FAX072-330-5802 

9 交通手段 近鉄南大阪線「河内松原」駅より歩 10 分 南へ約 600M 

10 位 置 北緯 34 度 34 分 19.39 秒、東経 135 度 33 分 34.7 秒  
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11 本 殿 流造、高さ 3.85ｍ、間口 4.15ｍ、奥行き 3.54ｍと面積 14.69ｍ2     

12 幣 殿 高さ 4.68ｍ、間口 4.15ｍ、奥行き 2.87ｍと面積 11.91ｍ2。 

13 拝 殿 流造、高さ 4.41ｍ、間口 4.15ｍ、奥行き 6.30ｍと面積 26.15ｍ2。  

14 境内末社 歯神社、稲荷社、大歳社、式内田坐神社、小宮。  

15 鳥 居 6 基（拝殿前、稲荷社 2 基、歯神社、大歳社、南門）、最高 3.95m、明神系鳥居。  

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

17 文化財 
①観念寺門、②三十六歌仙額、③三十六歌仙額平兼盛、 ④三十六歌仙額大中臣能宣、⑤三

十六歌仙額奉納板、⑥古文書。 

18 記念碑 
1.南門（旧観念寺山門）に、「反正天皇柴籬宮址」の石碑が大阪府によって建立。 

2.西鳥居前に「丹比柴籬宮（ﾀｼﾞﾋ-ｼﾊﾞｶﾞｷ-ﾉ-ﾐﾔ）址」の石碑が大阪府によって建立。 

19 その他 

1.反正天皇の別名は多遅比瑞歯別命と呼ばれ、「歯」の神さん」として信仰。 

神社には「歯磨き面」が建立し、面の歯を指先でなぞれば霊験あらたかとか。 

2.南門はかって境内にあった神宮寺の広場山観念寺の山門であった。 

 

3-2.柴籬神社の英文由来と現在 

Worshipped Gods of Shibagaki Shrine, the 18th Emperor Hanzei to Seiden (alias Tazihi-Shibagaki-No-Miya 

-ato): 406 ~ 410 years: is dedicated to Tazihi-No-Mizuhawake-No-Ookimi. Aidono in Shibagaki Shrine is 

dedicated to Sugawara-no-Michizane and Yosamono-sukune.Foundation of Shibagaki Shrine is, the first 24th 

Emperor Ninken: was founded in the late 5th century by the royal command of (488-498 years brother of 

Emperor Richū grandson).Shrine is located approximately in the middle between Ootumiti (Chouo-kaidou) 

and Tazihi- dou (Takeutikaidou).  

Shibagaki-Kyuuseki tell Capital Trace (Imperial Palace) of the 18th Emperor Hanzei of Yamato regime at an 

internal of ancient Matubara-Sou.Imperial Palace is 5 years, was the last capital of kawachi dynasty Place 

the capital to this land. In addition, according to Kojiki" and "Nihon Shoki, it is Tazihi-No-Shibakaki-No-Miya 

and what there is namely Motomiya. Imperial Palace of place names Kiwamuto-no-yama, Daimon, middle 

gate, School of Athens, Wakamiya, Hanzei-mountain, Crown Prince, Doukei, Nakahashi, Takami, and the like. 

In Jogan 6(864) year, Shibagaki Shrine had Houhei of 56th Emperor Seiwa(858-876). Shibagaki Shrine in 

Keicho year (1596-1697) was burned down by flames of war. Shibagaki Shrine is Kanei year (1624-1645), 

Miyashiro-Jinguuji of Kannenzi 2thJuuzi of Kakumu: rebuilt by (1627 1627 deaths), has led to today.  

Shibagaki Shrine in Kyubaku era has given the chrysanthemum crest your curtain from Kyoto Imperial 

Palace. In Meiji 22(1889) year, in Shibagaki Shrine, Shinsen-heihaku was assumed a holy shrine of the old 

history with the designation to from the government. In the past temporary, Shibagaki Shrine was also when 

it was referred to as Hiroiwa-Shrine and Tenman-gū. 

Cultural Properties of Shibagaki Shrine is Kannentera-mon, 36Kasengaku, 36Kasengaku-Hirakensei, 36 

Kasengaku-Oonakatomi-No-Yoshinobu, 36Kasengaku- dedication plate, Palaeography / ancient documents. 

Shibagaki Shrine is, in 1917, has been designated to Shiseki than Osaka. In the current than Osaka 

Prefecture, has been designated these areas to buried cultural distribution areas. 

The monument of "Tazihi-Shibagaki-No-Miyaato" before western Torii erected it from Osaka Prefecture in 

Taisho 8(1919). In South Gate (formerly-Kannentera-Sanmon), monument of "the Emperor Hanzei- 

Shibagaki-Miyaato "is built by Osaka Prefecture. Architectural style of the Honden is a Nagare-zukuri. Scale 

of Honden height 3.85m, frontage 4.15m, is a depth 3.54m and the area 14.69m2. Scale of Heiden is height 

4.68m, frontage 4.15m,  depth 2.87m and the area 11.91m2. Architectural style of the Haiden is a 

Nagare-zukuri. Scale of Haiden is height 4.41m, frontage 4.15m, is a depth 6.30m and the area 26.15m2. 

Keidai-Sassha is dental-Shrine, Inari-sha, Ootoshi-sha, hikinai-Taza- Shrine and Shou-miya. Six toriis are 

(Haiden, two Inari- sha, dental Shrine, Ootoshi-sha, the myōjin family Torii of south gate) and are a 

maximum of 3.95m. A stone Tourou is 19 engines and is a maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at least 

1.63m. 
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表 3-2.大阪府松原市、柴籬神社の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods 

Seiden in Shibagaki Shrine is enshrined the Emperor Hanzei. Souden in Shibagaki 

Shrine is dedicated to Sugawara-no-Michizane and Yosamono- sukune. 

2 Foundation 
Shibagaki Shrine of the foundation is 24s Emperor Ninken was the second half of 

the 5th century by the royal command of (488~498 Emperor Richū grandson). 

3 
Enshrined 

Gods 

Enshrined Gods is said to "Kojiki" and "Nihon Shoki", 406 years Emperor Hanzei 

was enthroned as the 18th emperor. Then transferred from the capital "Namba" in 

Tazihi of Kawachi, it was built the Tazihi-Shibagaki-No-Miya. 

4 
Emperor of 

Japan 

Worshipped Gods is Mizuhawake-No-Mikoto(Emperor Hanzei: 406-410 years: It is 

Mizuhawake great king). 

5 
Annual 

Festival 

① January 1: New Year's Day festival, ② January 15: Small New Year holidays 

festival, ③ February 3: Traditional end of winter festival, ④ February: Inari 

festival, ⑤ July 19,20 day: Summer festival, ⑥ August 8: Tooth Shinto shrine 

festival, ⑦ October 9,10 day: During autumn festival, ⑧ November: Seven-Five 

-Three Festival festival, ⑨ December 31: A New Year's Eve festival. 

6 Guuzi Honorary Guuzi:Masanobu YASUMATU, Guuzi:Masashi YASUMATU) 

7 Site 〒 580-0016 7-12-22, Ueda, Matsubara-shi, Osaka 

8 ＦＡＸ TEL:0720-331-2138 FAX：072-330-5802 

9 Access 
Kintetsu Minami-Osaka Line about to "Kawachi Matsubara" walk 10 minutes south 

from the station 600M 

10 
Longitude 

Latitude 

North latitude 34 degrees 34 minutes 19.39 seconds, east longitude 135 degrees 33 

minutes 34.7 seconds 

11 Honden 
Architectural style of the Honden is a Nagare-zukuri. Scale of Honden height 3.85m, 

frontage 4.15m, is a depth 3.54m and the area 14.69m2. 

12 Heiden  
Scale of Heiden is height 4.68m, frontage 4.15m,  depth 2.87m and the area 

11.91m2 . 

13 Haiden 
Architectural style of the Haiden is a Nagare-zukuri. Scale of Haiden is height 

4.41m, frontage 4.15m, is a depth 6.30m and the area 26.15m2. 

14 Sassha 
Keidai-Sassha is dental-Shrine, Inari-sha, Ootoshi-sha, hikinai-Taza-Shrine and 

Shou-miya. 

15 Torii 
Six toriis are (Haiden, two Inari- sha, dental Shrine, Ootoshi-sha, the myōjin family 

Torii of south gate) and are a maximum of 3.95m. 

16 Tourou 
A stone Tourou is 19 engines and is a maximum of 3.30m, an average of 2.14m, at 

least 1.63m. 

17 
Cultural 

Properties  

①Kannentera-mon, ②36Kasengaku, ③36Kasengaku-Hirakensei, 

④36Kasengaku-Oonakatomi-No-Yoshinobu, ⑤36Kasengaku- dedication plate, 

⑥Palaeography / ancient documents. 

18 Monument 

The monument of "Emperor Hanzei-Shibagaki-Miyaato" in South Gate 

(formerly-Kannentera-Sanmon) was erected by Osaka Prefecture. 

In front of Torii of the west gate, a monument of "Tazihi-Shibagaki-No 

-Miyaato" erects it by Osaka. 

19 
 

Others 

Another name of the Emperor Hanzei is called Tajihi-no-mizuhawake-no- mikoto 

and believes as God of "the tooth". 

Erected a "toothpaste surface" to Shrine, Toka miracle efficacious if Nazore the 

teeth of the surface at your fingertips 
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South Gate was the main gate of the square mountain-Kannentera of jinguuji that 

were in the selfish precincts. 

 

 

3-3.柴籬神社の韓文由来と現在 

 모시는 신은 정전 18 대 한제이 천황 (일명 타지히미즈하 와케노 미코토 : 406〜410 년 : 타지히미즈하 

와케노 대왕을 모셔 상전의 요사모노 수쿠네를 모시고 있다. 시비가키 신사 창건은 제 24 대 닌켄 천황 

(488〜498 년 : 형 리추 천황의 손자)의 칙명에 의해 5 세기 후반에 창건되었다. 시바가키 신사는 오츠 도로 

(나가오 가도)와 타지히 도로 (타케우치 가도) 사이의 거의 중앙에 위치하고 있다. 시바가키 신사의 터는 

옛날 마츠바라장 안의 야마토 정권의 제 18 대 한제이 천황의 황궁 터라고 전해지고 있다. 황궁 터는 5 년간 

이 땅에 도읍을 두고 카와치 왕조 마지막 수도로 했다. 

또한 고사기와 일본 서기에 따르면, 타지히 시바가키 신사란 곧，본궁을 말한다. 이 시대는 평온하고 

곡물이 풍작을 이뤄 백성은 활기가 있었고 평화로운 시대였다. 궁터의 지명은 극전간, 큰문, 중문, 학당, 

와카미야, 하지야마, 동궁, 당경, 나카바시(다리), 타카미 등이 있다. 정관 6 (864) 년에는 제 56 대 세이와 

천황 (858 〜876)의 금품을 배부했다. 게이쵸 기간 (1596〜1697)에 전쟁으로 인해 소실되었다. 

간에이 기간 (1624〜1645), 미야시로 진구사의 관념사 2 대째 주지의 카쿠무 (칸에이 4 : 1627 년 사망)에 

의해 재건되어 오늘에 이르고 있다. 구 막후 시대에는 교토 고쇼루부터 국화문장막을 받았다. 메이지 5 

(1872) 년 신불혼합의 시대에는 경내에 진구사 광장산 관념사도 있었지만, 신불분리에 의해 폐사가 되어 

지금의 남문만 남아 있고 또한, 경내 에마당 기와에 "관음사"의 이름이 새겨졌었다. 메이지 22 (1889) 년 

시바가키 신사는 정부로부터 봉헌물을 제공받는 오랜 역사가 있는 유명한 신사로 지정이 되었다.옛날에는 

한때 히로니와 신사 및 텐만신사라고도 칭했던 때도 있었다. 

문화재는 ① 관념사문 ② 36 가선액자 ③ 36 가선 타이라노카네모리 ④ 36 가선 오오나카 토미노요시노부 

⑤ 36 가선 액자봉납판, ⑥ 고문서이다. 

 타이세이 6 (1917) 년에는 오사카 후로부터 사적으로 지정되었다. 현재는 오사카후에서, 이 지역을 매장 

문화재 분포 지역으로 지정하고 있다. 다이쇼 8 (1919) 년서쪽 토리이 앞에있는 「탄비 시바가키 신사지」의 

비석은 오사카후에서 건립했다. 쇼와 19 (1944) 년남문에 있는「한제이 천황 시바가키 신사지」의 비석은 

오사카후에서 건립했다. 

본전의 건축 양식은 나가래 양식으로, 면적은 14.69ｍ2 이다. 폐전 규모는 면적 11.91ｍ2 이다. 배전의 건축 

양식은 나가래양식으로 면적은 26.15ｍ2 이다. 경내 말사는, 치아신사, 이나리 신사, 오오토시사, 

시키샤타자신사, 작은신사가 있다. 토리이는 묘진계 도리의 4 기 (이나리사 2 기, 치아신사, 오오토시사)로 

최고는 3.95m 이다. 등불은 석등룡의 19 기 (최대 3.30m, 평균 2.14m 최소 1.63m)가 있다. 

 

表 3-3. 大阪府松原市、柴籬神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 정전에는 한제천황을 모심。상전에는 스가와라 미치자네와 요사미 수쿠네를 모심。 

2 신사창건 24 대 닌켄천황（４８８～498：리튜천황의 손자）의 칙령에 따라 ５세기후반에 창건되었다。 

3 권청신 
『고사기』나『일본서기』에 따르면, 406 년 한제천황이 제 18 대 천황으로 즉위한 후, 

도읍을 난바에서 카와치의 타지히로 옮기고, 타지히 시바가키노 신사를 건축했다。 

4 천   황 미즈하와케노 미코토（한제이 천황：406～410 년：미즈하와케 대왕） 

5 주된제사 

①１월１일 차례제, ②１월 15 일 정월 다이톤도 축제, ③2 월 3 일 절분제,  

④2 월 하순 이나리신사 니노규제, ⑤7 월 19, 20 일 하제, ⑥8 월 8 일 하신사 제, 

⑦10 월 9,10 일 추제，⑧11 월중에 시치고산제, ⑨12 월 31 일 제야제。 

6 궁   사 명예궁사：야스마쯔 마사노부, 궁사：야스마쯔 마사시 

7 진좌지 〒580-0016 오사카후 마쯔바라시 우에다 7 쵸메 12 번 22 호 

8 전화・ＦＡＸ 0720-331-2138 FAX 072-330-5802 

9 교통수단 긴테츠 미나미 오사카선「카와치 마쯔바라」역에서 도보 10 분 남쪽으로 약 600M 

10 위   치 북위 34 도 34 분 19.39 초, 동경 135 도 33 분 34.7 초  



 10

11 본   전 류조, 높이 3.85ｍ, 폭 4.15ｍ, 길이 3.54ｍ와 면적 14.69ｍ2     

12 헤 이 전 높이 4.68ｍ, 폭 4.15ｍ, 길이 2.87ｍ와 면적 11.91ｍ2。 

13 배   전 류조, 높이 4.41ｍ, 폭 4.15ｍ, 길이 6.30ｍ와 면적 26.15ｍ2。  

14 경내말사 하신사, 이나리신사, 오오토시신사, 시키나이 타자신사, 고미야。  

15 도 리 이 
6 기（배전앞, 이나리신사 2 기, 하신사, 오오토시신사, 남문）, 최고 3.95m, 메이신계 

도리이。  

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

17 문 화 제 
①칸넨사문, ②산주록카센액, ③산주록카센액 타이라노 카네모리,  ④산주록카센액 

오오나카토미노 요시노부, ⑤산주록카센액 호우노우 이타, ⑥고문서。 

18 기  념 비 

1.남문（구칸넨사 산문）에, 「한제이 천황 시바가키 신사터」의 비석이 오사카후에 의해 

건립。 

2.서쪽 도리이 앞에「타지히 시바가키노미야 터」의 비석이 오사카후에 건립。 

19 기   타 

1.한제이 천황의 별명은 타지히노 미즈하와케노 미코토라고도 불리워, 「이빨의 

신」으로 숭배。 신 사에는「이 닦는 천황」이 건립되어, 천황의 이를 손끝으로 

문지르면 영감이 있다고 함。 

2.남문에는 경내에 있었던 진구사의 히로바산 칸넨사의 산문이 있었다。 

 

3-4.柴籬神社の中文由来と現在 
神社的正殿里供奉的是被称为多治比瑞齿别大王的第 18 代天皇——反正天皇(又称多治比瑞齿、406-410 年)、配殿里

供奉的是菅原道真和依罗宿尔。柴篱神社是奉第 24 代天皇仁贤天皇(488-498 年、兄：履中天皇之孙)之命、于公元 5

世纪后半建造的。 

柴篱神社在大津道(长尾街道)和丹比道(竹内街道)之间、大约中间的位置。柴篱宮遗迹据传是以前松原庄内的大

和王朝第 18 代天皇反正天皇的皇宫。这座皇宫历经 5 年、是最后将这片地作为都城的河内王朝最后的国都。 

另外根据古事纪和日本书纪中记述、丹比柴篱宮也被称作本宫。是保佑这一时代和平稳固、稻谷丰登、人民生活富

足、平安的神宫。宮迹里的各建筑分别被命名为极殿山、大门、中门、学堂、若宫、反正山、东宫、堂经、中桥、

高见等。贞观 6 年(864 年)、第 56 代天皇——清和天皇(858-876)还赐给过这里宝币。不过、这些宫迹在庆长年中

(1596-1697)因为战火而被烧毁了。 

宽永年中(1624-1645)、经宮代神宫寺的观念寺第二代主持觉梦(宽永 4(1627)年、年殁）重建后、一直保留至今。

在旧幕时代、京都御所还给这里下赐过带有菊花御纹的章幕。在明治 5(1872)年、神道教和佛教混合的年代、神宫境

内曾经建过神宫寺广场山观念寺、后来因为神道教和佛教的分离而废寺了、现在仅剩南门遗迹、还有境内绘马堂里

刻着【观音寺】名字的瓦片。在明治 22(1889)年、柴篱神社由政府指定颁布了神择钱币和布帛、也因此被认定为有

历史背景的宫迹。在古时候、这里也曾一度被称为广庭神社和天满宫。这里的文化遗产有 1观念寺寺门 2 三十六歌

仙额 3 三十楼歌仙额平兼盛 4 三十六歌仙额大中臣能宣 5 三十六歌仙额奉纳板  6 古文书 

大正 6 年(1917 年)、这里由大阪府认定为历史遗迹。现在经大阪府认定、这一区域为“埋藏有文化遗产的分布地

区”。大正 8 年(1919 年)、在西鸟居前、大阪府设立了【丹比柴篱宮遗址】的石碑。昭和 19 年(1944 年)、大阪府

又在南门设立了【反正天皇柴篱宮遗址】的石碑。 

木殿的建筑式样是神社建筑传统的流造形式、面积为 14.69 ㎡。币殿的面积为 11.91 ㎡。前殿的建筑样式是流造、

面积为 26.15 ㎡。境内的附属神社有齿神社、稻荷社、大岁社、式内田坐神社和小宫。鸟居是明神系鸟居（稻荷社

两座、齿神社和大岁社各有一座）、最高的有 3.95 米。另外共有 19 座石灯笼（最高的有 3.30 米、平均高度为 2.14

米、最低的又 1.63 米）。 

   

表 3-4.大阪府松原市、柴籬神社の詳細資料 

 主要供奉 正殿供奉反正天皇。配殿供奉菅原道真和依罗宿尔。 

2 创建时间 第 24 代仁贤天皇(488-498、履中天皇之孙)的御令、建于 5世纪后半。 

3 请神者 
据《古事记》和《日本书纪》的记载、406 年第 18 代天皇反正天皇即位后、把都城从难波移

到了河内的丹比、建造了丹比柴篱宫。 
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4 天皇 瑞齿别命(反正天皇：406-410 年、又称瑞齿别大王) 

5 主要祭典 

① 1 月 1 日元旦祭 、②1月 15 日小年点火堆祭、③ 2 月 3 日节分祭、 ④2月下旬稻荷神

社第二个午日祭、⑤ 7 月 19、20 日夏祭、⑥8月 8日齿神社祭、 ⑦ 10 月 9、10 日秋祭、 ⑧ 

11 月中的七五三祭、 ⑨ 12 月 31 日 除夕夜祭。 

6 宮 司 名誉宮司：安松昌信、宮司：安松昌志 

7 地址 〒580-0016 大阪府松原市上田 7丁目 12 番 22 号 

8 電話ＦＡＸ TEL：0720-331-2138 FAX：070-330-5802 

9 交通方式 近鉄南大阪線「河内松原」駅徒歩 10 分 向南走约 600 米。 

10 位 置 北纬 34 度 4分 19.39 秒、东经 135 度 33 分 34.7 秒。 

11 本 殿 流造、高 3.85ｍ、宽 4.15ｍ、进深 3.54ｍ面积为 14.69 ㎡。    

12 幣 殿 高 4.68ｍ、宽 4.15ｍ、进深 2.87ｍ面积为 11.91ｍ2。 

13 前 殿 流造、高 4.41ｍ、宽 4.15ｍ、进深 6.30ｍ面积为 26.15ｍ2。  

14 附属神社 齿神社、稲荷社、大岁社、式内田坐神社、小宮。  

15 鸟居 6 座(前殿前、稲荷社 2座、齿神社、大岁社、南门)、最高 3.95m、明神系鸟居。  

16 灯笼 石灯笼 19 座(最高 3.30ｍ、平均 2.14ｍ、最低 1.63ｍ）。 

17 文化遗产 
①观念寺门、②三十六歌仙额、③三十六歌仙额平兼盛、④三十六歌仙额大中臣能宣、⑤三

十六歌仙额奉納板、⑥古文书。 

18 纪念碑 
1.南门(旧观念寺山门)处设有大阪府设立的“反正天皇柴篱宫址”。 

2.西鸟居前设有大阪府设立的“丹比柴篱宫址”。 

19 其他 

1.反正天皇又被称为多迟比瑞齿别命、是掌管牙齿的神。神社境内设有磨牙的面壁、传说用

指尖触碰面上的牙齿就能实现心愿。 

2.南门是曾经境内神宫寺——广场山观念寺的山门。 

 

4．柴籬神社の社殿 

4-1. 柴籬神社の社殿の写真 

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。 

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

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

幣殿（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。 

神社建築（本殿）の特

徴として①.屋根に妻を

持つこと、②床を高く張

ること、③瓦を用いない

こと、④土壁を用いない

こと、⑤装飾の質素なこ

とであることが指摘され

る。 

本殿の建築様式の大

分類は、平入（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。 

写真 4-1.柴籬神社の宮司 写真 4-2.柴籬神社の本殿の外側 
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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 は柴籬神社の宮司である。写真 4-2 は柴籬神社の本殿の外側である。 

 

 

写真 4-3.柴籬神社の千木と鰹木 写真 4-4.柴籬神社の本殿天井と宮司

 

写真 3-3 は柴籬神社の千木と鰹木で、写真 3-4 は柴籬神社の本殿天井と宮司である。 

 

 

写真 4-5.幣殿の屋根 写真 4-6.手前が幣殿 写真 4-7.柴籬神社の幣殿の外壁

 

写真 4-5 は幣殿の屋根で、写真 4-6 は手前が幣殿、写真 4-7 は柴籬神社の幣殿の外壁である。 

 

 

写真 4-8.柴籬神社の拝殿の正面 写真 4-9.柴籬神社の拝殿の写真 写真 4-10.拝殿の名誉宮司 

 

写真 4-8 は柴籬神社の拝殿の正面で、写真 4-9 は柴籬神社の拝殿の写真で、写真 4-10 は拝殿の名誉宮

司である。 

 

4-2.柴籬神社の社殿 

表 4-1 は松原市、柴籬神社の社殿規模で、神社について統計分析を行った。すなわち、間口は、すべて 4.15ｍ値

である。奥行きは、最大値 4.20ｍ・平均値 3.18ｍ・最小値 2.10ｍである。高さとは、最大値 4.68ｍ・平均値 4.16ｍ・最

小値 3.71ｍである。社殿の高さは、拝殿小を省くと高い値である。面積は、最大値 17.43ｍ2・平均値 13.19ｍ2・最小値

8.72ｍ2 である。 

図 4-1 は柴籬神社の社殿規模である。間口はすべて同じ距離である。奥行きは、拝殿大が最も大きく、本殿が大き

く、幣殿が中間で、拝殿小が小さい値である。社殿の高さでは、拝殿が大きく、拝殿は高くなっている。図 4-2 は神社

の社殿面積（ｍ2）で、拝殿小は最小めんせきであり、拝殿大は最大面積である。 
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表 4-1.神社の社殿規模（ｍ） 図 4-1. 柴籬神社の社殿規模（ｍ） 図 4-2.神社の社殿面積（ｍ2） 

 

4-2.柴籬神社の末社 

 

  

写真 4-11.田坐神社 写真 4-12.小宮 写真 4-13.稲荷社 写真 4-14.歯神社 写真 4-15.大歳社 

 

写真 4-11 は田坐神社で、写真 4-12 は小宮で、写真 4-13 は稲荷社で、写真 4-14 は歯神社で、写真 4-15 は大

歳社である。柴籬神社末社の規模は、次の通りである。間口は、最大値 3.33ｍ、平均値 1.96ｍと最小値 0.69ｍである。

奥行きは、最大値4.29ｍ、平均値2.65ｍと最小値0.80ｍである。高さは、最大値4.40ｍ、平均値3.26ｍと最小値1.95

ｍである。面積は、最大値 11.89ｍ2、平均値 6.65ｍ2 と最小値 0.56ｍ2 である（表 4-2）。末社の面積は大きい順から大

歳社が広く、2 番目は稲荷社が広い面積である。この両末社は 10ｍ2 以上である。3 番目に大きい面積は歯神社であ

る。 

 

表 4-2.末社の建築規模 図 4-3.末社の建築規模（ｍ） 図 4-4.末社の建築面積（ｍ2） 

 

末社の間口・奥行き・高さの規模（図 4-3）は、歯神社・稲荷社と大歳社が比較的に大きいことが確認された。一方、

田坐神社と小宮の間口・奥行き・高さの規模は比較的に小さいことが計数的に理解できる。末社の建築面積（図 4-4）

について、歯神社・稲荷社と大歳社は比較的に広く、田坐神社と小宮は比較的に狭い。 

 

5.柴籬神社の鳥居測量と写真と数値解析 

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

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

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

島鳥居を除く)と出ない(鹿島鳥居)のが区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。 
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柴籬神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。稲荷(いなり:台輪(だいわ)形である。稲荷(いなり:台輪

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

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

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

構造の笠木・島木は斜め切断されている。 

 

5-1.柴籬神社の鳥居の写真 

 

 
 

写真 5-1.稲荷社前 写真 5-2.歯神社前 写真 5-3.南門前 写真 5-4.大歳社前 写真 5-5.南門 

 

写真 5-1 は柴籬神社の稲荷社前の鳥居が 2 基で、明神系鳥居である。写真 5-2 は柴籬神社の歯神社前にある鳥

居である。写真 5-3 は柴籬神社社殿前の参道に聳えている鳥居である。写真 5-4 は柴籬神社西参道の南側にある

大歳社前の鳥居である。写真 5-5 は、境内に神宮寺広場山観念寺があり、神佛分離により廃寺となり、今は南門(旧

観念寺山門)が残っている。 

 

5-2. 柴籬神社の鳥居測量値 

表 5-1 は、柴籬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.柴籬神社の鳥居測量値（m） 

 
 

柱円周の最大値 1.20ｍは南門左で、平均値は 0.82ｍで、最小値 0.60ｍは稲荷社 2 である。柱直径

の最大値 0.36ｍは南門左で、平均値は 0.27ｍで、 最小値 0.18ｍは稲荷社 2 である。柱間距離の最大

値 2.80ｍは南門左で、平均値は 2.10ｍで、最小値 1.75ｍは歯神社である。貫下点の最大値 2.86ｍは

南門左で、平均値は 2.30ｍで、最小値 1.93ｍは歯神社である。貫上点の最大値 3.16ｍは南門左で、

平均値は 2.52ｍで、最小値 2.11ｍは歯神社である。笠木下点の最大値 3.68ｍは南門左で、平均値は

2.82ｍで、最小値 2.36ｍは歯神社である。笠木上点の最大値 3.78ｍは南門左で、平均値は 2.95ｍで、

最小値 2.52ｍは歯神社である。反増しの最大値 3.95ｍは南門左で、平均値は 3.05ｍで、最小値 2.60

ｍは歯神社である。ここで、最大値は南門左側にある鳥居である。一方、最小値は南門左側にある鳥

居であることが確認できた。 

図 5-2 は柴籬神社の５基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。柴籬神社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
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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) = 1.183X + 0.463  ……決定係数(R2 =0.989) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =1.222X + 0.254  ……決定係数(R2 =0.993)  …測量値……(5-2) 

 

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

 

 

図 5-2.柴籬神社の柱間距離と笠木高さ（ｍ） 図 5-3.柴籬神社の柱間距離と貫高さ（ｍ） 

 

柴籬神社には、５基の鳥居があり、測量値を行った。図 4-3 は柴籬神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図のデ

ータである。■表示は貫上で、◆表示は貫下のデータである。柴籬神社の５基鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を

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

Y は貫の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(貫上の高さ■) = 0.947X + 0.534   ……決定係数(R2 =0.979) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.832X + 0.5521  ……決定係数(R2 =0.971)  …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の決定係数は、共の 0.996 であることが判明した。 

 

6.柴籬神社の石灯籠と考察 

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

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

わらび手という装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は火

をともすことは無いが、実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。円筒状が一般的であるが、

四角形、六角形、八角形のものも見られる。 基礎 最下部の足となる部分である。 

 

   

写真 6-1.社殿前 写真 6-2.階段横 写真 6-3.稲荷社 写真 6-4.絵馬前 写真 6-5.歯神社 
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写真 6-1 は本殿前の左右である。写真 6-2 は本殿の横と左側である。写真 6-3 は幣殿左。写真 6-4 は拝殿左、写

真 6-5 は拝殿前左、写真 6-6 は碑壇左、中、右側である。 

 

 

写真 6-7 は鳥居の横である。写真 6-8 は本殿右である。写真 6-9 は幣殿右である。写真 6-10 は拝殿右と前右で

ある。写真 6-11 は鳥居の左。写真 6-12 は玉垣内 3 灯籠である。表 6-1 は.柴籬神社の石灯籠測量値である。高さ

は 1.65～4.00ｍの範囲で、平均値は 2.12ｍである。灯籠型式としては、神前型･御神燈、神前型･常夜燈の３タイプで

ある。石灯籠の建立年代としては、＠＠＠年～＠＠＠年の年間である。表図 6-1 は、松原市、柴籬神社の石灯籠の

高さ順である。柴籬神社の石灯籠の高さ順の高さの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）

の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は灯籠の位置で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2 である。 

Y(灯籠の高さ) = 0.011X3-0.136Ｘ2 +0.534Ｘ +1.135  ……決定係数(R2 =0.909) …測量値……(5-1) 

決定係数の R2 は 0.909 であることが判明した。したがって、松原市、柴籬神社の石灯籠の高さ順の傾向について、

解明することができた。 

 

 

7.おわりに 

7-1.河内五王の反正天皇 

古事記、日本書紀によると第１８代反正天皇（別名：多治比瑞歯別命）は、「多治比の柴籬の宮に坐（いま）して天

の下治めたまひき。河内の丹比に都つくる 是を柴籬の宮と謂す」と伝えている。反正天皇（406-４１０年）は、この地

を都として政務を執られた。近鉄河内松原駅より東南に歩１０分の所で、回りは住宅街で静かな所（松原市上田７丁

目）である。昔、この地は難波と大和を結ぶ大津道と多比道の中間にあり反正天皇が河内と大和を治めるには重要か

つ便利な拠点であった。宮は柴籬や松林に囲まれていたに違いないが、建造物はまだ高度なものができる以前のも

のなので遺跡の発掘発見は難しいかと思われる。反正天皇の時代は日本書紀によれば、「風雨時に順ひて、五穀成

熟（みの）れり 人民富み賑わい天下太平なり」とある。仁徳天皇が河内の治水灌漑工事を進め、農地開拓の成果が

あがって成長発展した良き時代であった。また中国宋書によれば、この時代倭国に五王あり宋に人を派遣し交渉を

深めたとある。倭の五王は履中、反正、允恭、安康、雄略天皇に該当するとされ、反正天皇も輝かしい河内王朝の有

    

写真 6-6.社務所 写真 6-7.遥拝所 写真 6-8.南門 写真 6-9.大歳社 写真 6-10.西門 

 

表図 5-1.松原市、柴籬神社の石灯籠の計測値（ｍ） 
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力な天皇の一人であった。 

 

7-2.柴籬神社の鳥居解析 

図 7-1 は柴籬神社の鳥居名対と貫・笠木との関係である。神社の鳥居は、正面参道にある南門に

前の鳥居は最大値である。稲荷神社の鳥居 1 と 2 は稲荷社の前に建立している。鳥居の中で最も小さ

い鳥居は、歯神社の前である。図 7-2 は柴籬神社の鳥居と反増しとの関係である。反増しは、歯神社

が低く、南門に前の鳥居は最大値である。 

 

図 7-1. 柴籬神社の鳥居名に関する貫・笠木との関係 図 7-2.柴籬神社の鳥居と反増しとの関係 

 

柴籬神社の鳥居と反増しとの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を

与えられる。ここで、X は鳥居名で、Y は神社の反増しの高さである。、決定係数は R2 である。Y(神社の反増しの高さ) 

= 0.106X2 +0.318X+2.836……決定係数(R2 =0.987)と表示し、決定係数の R2 は 0.987 であることが判明した。 

7-3.柴籬神社の石灯籠 

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

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

03（1687）年の年間である。松原市、柴籬神社の石灯籠の高さ順である。柴籬神社の石灯籠の高さ順の高さの関係

を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は灯籠の位置

で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2 である。Y(灯籠の高さ■) = 00057X2 -0.432Ｘ +1.922 と表示し、決定係数(R2 

=0.8497)でる。決定係数の R2 は 0.8497 であることが判明した。したがって、松原市、柴籬神社の石灯籠の高さ順の

傾向について、解明することができた。 

7-4.柴籬神社の経緯度 

 

  

表図 7-1.松原市、柴籬神社を含む北緯と東経との関係 
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東経 135 度 33 分の神社は柴籬神社で､最も小さい値である。135 度 35 分の神社は①八尾神、②八尾天満宮、③

樟本北、④樟本南、⑤樟本神、⑥許麻神、⑦渋川神、⑧穴太神社である。これらの神社の東経は同一線上に鎮座し

ている。135 度 36 分の神社は、弓削神社。135 度 37 分の神社は、弓削東と由義神社。135 度 38 分の神社は、恩智

神社。135 度 39 分の神社は、枚岡神社である（表図 7-1）。北緯 34 度 34 分の神社は柴籬神社で、最も小さい値で

ある。北緯 34 度 36 分の神社は①弓削東、②弓削神、③樟本北、④樟本南、⑤樟本神、⑥渋川神と⑦恩智神社であ

る。これらの神社の北緯は同一線上に鎮座している。北緯 34 度 37 分の神社は ①八尾神、②八尾天満宮、③許麻

神、④由義神社である。34度38分の神社は穴太神社で、34度40分の神社は枚岡神社で、最北端に鎮座している。 

 

7-5.古墳時代の陵墓（第 18 代反正天皇） 

第 18 代反正天皇陵墓 

①所在地：大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町      ②形状：前方後円墳  

③規模：墳丘長 148m（全国ｘ位） 高さ 14ｍ     ④築造年代：５世紀後半  

⑤史跡指定：宮内庁治定「百舌鳥耳原北陵」 

 

 
 

写真 7-1.陵墓札舎 写真 7-2.石碑 写真 7-3.反正天皇陵墓周辺 写真 7-4.反正天皇陵墓の調査団 

 

柴籬神社から西に車で約１０分の南海高野線堺東駅 東へ反正天皇の御陵がある。全長１４８ｍ 前方後円墳で周

濠がある。５世紀後半に建造された。写真 7-1 は陵墓札舎で、写真 7-2 は反正天皇陵墓・百舌鳥耳原北稜の石碑で

ある。写真 7-3 は正天皇陵墓周辺で、 写真 2-4 は反正天皇陵墓の調査団である。陵墓における大きさは、仁徳天皇

や履中天皇の御陵に較べると小ぶりであるが威厳のあることには変わりない。静かな御陵であるが郊外でなしに都心

の住宅街や学校のそばにあり、日々散策するにはこの方が良く、多くの人を見守っておられるという感じであった。 

この地は摂津住吉、河内多治比、和泉大鳥が接する交通の重要な場所であり、また大阪湾からも近い。この河内

王朝の巨大な威容の御陵は河内の民衆のみならず、海から来る九州播磨の人々、渡来人に大きな感銘を与えたで

あろうことがよくわかる。昭和天皇は皇太子時代にまた大正皇后陛下も参拝されている。 

 

 

図表 7-2.古墳時代の天皇陵墓の北緯 
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図表 7-2 は古墳時代の天皇陵墓の北緯である。北緯 34 度 32 分の陵墓は 22 代清寧天皇のみであ

る。34 度 33 分の陵墓は、15 代応神天皇/ 16 代仁徳天皇/17 代履中天皇/23 代顯宗天皇/24 代仁賢

天皇/25代武烈天皇で6陵墓が並んでいる。34度34分の陵墓は、14代仲哀天皇/18代反正天皇/19

代允恭天皇/21 代雄略天皇で 5 陵墓が並んでいる。20 代安康天皇は 34 度 41 分である。14 代神功

皇后は 34 度 42 分で、最北端にあることが確認された。さらに北側にある陵墓は 26 代繼體天皇 34

度.50 分である。 

 

  

図表 7-3.古墳時代、天皇陵墓の北緯と東経との関係 

 
古墳時代、天皇陵墓の北緯と東経との関係を考察した。図表 7-3 は古墳時代、陵墓の経緯度の表と図である。

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。東経と北緯の関係から図を見れば、3 月月状で、放物線（２次関数のグラフ）状になっている。2 変数

（X と Y）の直線回帰方程式を与えられると傾向が明確になる。 

 

7-6.黎明期・古墳時代の天皇陵墓 

7-6a.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の経緯度 

表図 7-4.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の北緯 

 

表図 7-4 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 図 7-3.黎明期・古墳時代、天皇陵墓の経緯度
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ことが確認された。 

図 7-3 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。 

 

7-5ｂ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高 
図表 7-5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。 

 

 

ここでは 18 代反正天皇陵の標高は 7 位であることが判明できた(図表 7-5)。黎明期・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。 

 

7-5ｃ.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の陵高 

 

図表 7-6. 黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高（ｍ） 

 

図表 7-6 は黎明期と古墳時代、天皇陵墓の陵高である。黎明期と古墳時代の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

図表 7-5.黎明期・古墳時代の天皇陵墓の標高（ｍ） 
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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 代反正天皇 14m と⑭24 代仁賢天皇 13m である（図表 7-6）。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、18 代反正天皇は 13 位であるこ

とが明白に判明できた。 

 

7-5ｄ. 黎明期・古墳時代の天皇陵墓の全長 

図表 7-7. 黎明期・古墳時代の陵墓の全長（ｍ） 

 
図表 7-7 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 代反正天皇 148m、⑰23 代顯宗 114m と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 7-7)。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、⑯18 代反正は

16 位であることが明白に判明できた。 
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別表 1.大阪府松原市 柴籬神社の年表  

和 歴 西暦 内     容 

仁徳元 313 16 代仁徳天皇(313-399 年)の子は、17 代履中天皇と 18 代反正天皇と 19 代允恭天皇である。 

履中元 400 17 代履中天皇(400-405 年)の弟は、18 代反正天皇と 19 代允恭天皇で、孫は 23 代顕宗天皇。 

反正元 406 18 代反正天皇（406-410）の子孫はない。 

允恭元 412 19 代允恭天皇（411-453）の子は、20 代安康天皇と 21 代雄略天皇である。 

允恭 20 432 
当社は大津道（長尾街道）と丹比道（竹内街道）の間、ほぼ中央に位置。当宮は大和政権の第１８代反

正天皇の宮跡と伝え、古事記によれば壬申の４３２年から４３７まで治世。 

安康元 453 
応神天皇(15 代 270 年)--子、仁徳(16 代 313 年)---子、履中(17 代 400 年)---弟、反正(18 代 406

年)---弟、允恭(19 代 412 年)---子、安康(20 代 453 年) 

貞観 0６ 864 第 56 代清和天皇の貞観６年（８６４）宝弊給わる。 

観応 0２ 1351 
北朝の足利直義が祈願を参詣し、戦国時代、河内国守護畠山氏が神社を保護する。旧幕時代、京都

御所より菊花紋章幕給わる。(由義神社と同時期）。 

慶長年中 1596 （１５９６～１６１５）年に兵火により焼失。 

寛永年中 1624 （１６２４～４４）年に観念寺の２代目住職覚夢により再建され、現在に至っている。 

元禄年間 1688 反正陵古墳、竹の周垣の設けありしと伝えらるるも其後不鮮。 

元治元年 1864  反正陵古墳、御拝所外？、灯籠 2 基、陵標、鳥居等建設、御隍堤防其他修築。 

明治 01 1868  反正陵古墳、維新前、堺奉行所の支配下に在りしを以て、所属村の庄屋奉仕し、毎年下草刈取及清
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掃等の事に従事せり。 

明治 0５ 1872 
神佛分離により観念寺は神仏分離令により廃寺、同寺の釣鐘は上田願正寺に移り、本尊十一面観音

像は上田の観音堂に移転。僅かに神宮寺の往時の姿をとどめるものとしては、南門のみ。 

明治 20 1887 

反正陵古墳、6 月、鈴山を陪塚に編入される。もと方違神社境内にして、当時丘下に小祠あり、大歳神

社と称したりしも、陪塚に編入と同時に、他に移転せらる。また字天王の陪塚も同時に編入せられしも

のにして、塚上にも一小祠あり、愛宕神社と称したりしも、陪塚に編入と共に、他に還されたり。 

明治 21 1888 
反正陵古墳、御隍水下賜村に於て、自費を以て、延長 204 問、幅平均 12 間半、深さ日 3 尺 5 寸に達

する。御隍の大？？をなせり。堤防其他修集。 

明治 22 1889 政府より神撰幣帛を給ふ指定があるなど、非常に歴史古くして由緒深く尊い宮である。 

明治 29 1896 反正陵古墳、4 月、御拝所前に駒寄新設し，其周に棗の生垣を続けられる。 

明治 30 1897 
反正陵古墳、御拝所前東及西の民有隣接地に、別荘其他家屋を建設せりを似て、此地 3 反 7 畝 12

歩を買収、御陵地に編入せられたり。又官有地 32 坪を大阪府より引継げり。 

明治 31 1898 
反正陵古墳、4月、15坪を大阪府へ返附せり。さらに、7月、後圓の頂上、御所在附近、口径3間5分、

深さ一間陥没したるを以て、勅使参向修理起工奉告祭を挙行、修理に着手、竣功の際其奉告祭。 

大正 06 1917 
反正陵古墳、5 月、皇太子殿下御参拝。および見張所建設。 

柴籬宮が大阪府により史跡指定され、この地域を埋蔵文化財分布地に指定。 

大正 08 1919 
柴籬神社の西鳥居前にも「丹比柴籬宮址：大阪府」の石碑が建立。『古事記』の反正天皇の段には「水

歯別命・（反正）、多治比(タジヒ)の柴垣宮に坐(ｲﾏ)しまして、天(ｱﾒ)のしたおさめたまひき。 

大正 11 1922 反正陵古墳、2 月、西側堤防接続地にありし民有地、1 反 25 歩を買上げ、御兆域に編入せらる。 

大正 13 1924 反正陵古墳、大阪府の記念事業に係る、車寄広場 50 坪建設。さらに、 11 月には皇后陛下御参拝。 

昭和１９ 1944 １月、柴籬神社の南門の脇には「反正天皇柴籬宮跡」の石碑が建立（大阪府）。 

昭和 62 1987 御祭神 1550 年の記念祭にあたる年で、2 代目の井戸を修復」 

平成 17 2005 
井原西鶴が数度にわたり当社に参拝しており、『柴籬宮 むくけうへてゆふ 柴垣の都哉』の句を読んで

いる。 句碑の傍には句に詠まれている「ﾑｸｹﾞ」の花が植樹。句碑建立。 
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別図 1.柴籬神社の境内配置図 

 


