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ABSTRACT 

Kata-no-amatukami-no-yashiro is a Shrine there Kuzuha, Hirakata-city, in Osaka.The name is 
also read as "Katano-Amatukami-no-Yashiro". "According to the Shoku Nihongi" and "Iwashimizu 
Shrine omen", the Emperor Kanmu is 787 years, it is with local provided an altar for worship ｔhe 
Emperor Konin is a father to Katano. 

Honden is the Hinoki skin roofing in the Nagare-zukuri which was erected in 1402. Massha 
adjacent to each other is lined with Honden of Hachiman Shrine. Honden of Hachiman Shrine was 
designated as an important cultural property important cultural property of the country in 1917. 
Massha of Kibune Shrine is in the northeast of Honden where virgin forests grow thick. This place 
has been reportedly Kuzuha-Palace Site of The Emperor Keitai. The Keidai whole area of Shrine 
was appointed in one "Yashiro of Kuzuha-Palace Site" of "Hirakata-The eight beauty spots" in 1984 
by Hirakata-city. Furthermore, the origin of Kata-no-amatukami-no-yashiro 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.  

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.  

 
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： Translation of History, Architecture of the shrine Sugawara Michizane Namba Osumi Miya, 
Initiator of Kawachi Dynasty, Multilingual 
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別表 1.交野天神社年代順の内容 

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、大阪府枚方

市、第 26 代継体天皇樟葉宮、交野天神社と古代河内国の物部氏地域で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査

(2015)報告の一部である。交野天神社の所在地は、枚方市樟葉丘２丁目１９-1。北緯 34 度 52 分 3.6 秒 東経 135 度

41 分 23.3 秒で、標高は 32m である）。交野天神社の概要は、次のとおりである。主祭神は第 49 代光仁天皇の神であ

る。配祀は、天児屋根命と菅原道真公である。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 日は月中祭である。 

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。境内末社は、稲荷神社と天満神社の２社である。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。灯籠は、１４基（最高 3.62m、平均 2.67ｍ、最低 2.04ｍ）、建立年代（1835～１９40 年）。  

古墳時代の東淀川区の交野天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交野天神社の社殿・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

た舞台としての交野天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
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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．交野天神社の資料 

 

 

 

 

2-1.河内王朝の応神天皇と継体天皇 

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）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①讃、②珍、③済、④興、⑤武をいう。『日本書紀』などの天皇系譜から「①讃」→履中天皇、「②珍」→反正天

皇、「③済」→④允恭天皇、「⑤興」→安康天皇、「⑤武」→雄略天皇等の説がある。 

朝貢の主な目的は、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。『日本書紀』

には、倭王禰（デイ）について、『宋書』にいう倭王「①賛・②珍・③済」の三兄弟の父、履中天皇・反正天皇・允恭天皇

の三兄弟の父第 16 代仁徳天皇に比定する。第 16 代仁徳天皇の父 15 代応神天皇に比定する。応神天皇は、古墳時

代において、「禰を倭の 5 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。継体天皇は、古

墳時代において、「最後の倭国の王」、「河内王朝の末祖」の名だとみなされる。 

 

 

 

2-2.第 26 代継体天皇（507-531）の生涯 

『古事記』、『日本書紀』によると 26代継体天皇（507-531）は 15 代応神天皇（270-310）5世の子孫である。近江国高

嶋郷三尾野（現在の滋賀県高島市あたり）で誕生。幼い時に父を亡くし、母の故郷である越前国高向（現在の福井県

坂井市丸岡町高椋）で育つ。男大迹王（継体天皇）として 5 世紀末の越前地方（近江地方説もある）を統治した。 

武烈 09（506）年、第 26 代継体天皇（507-531）、『日本書紀』によれば、25 代武烈天皇（498-507）が崩御、大連・大

伴金村、物部麁鹿火、大臣巨勢男人らが協議した。丹波国にいた仲哀天皇の 5 世の孫である倭彦王を抜擢したが、

迎えの兵士をみて恐れをなして、倭彦王は山の中に隠れて行方不明となった。次に越前にいた応神天皇の 5 世の孫

の男大迹王（継体天皇）にお迎えを出した。男大迹王は心の中で疑いを抱き、河内馬飼首荒籠に使いを出し、大連大

臣らの本意を確かめて即位の決心をした。 
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継体元（507）年、26代継体天皇（507-531）、継体天皇58歳、河内国樟葉宮において即位し、武烈天皇の姉の手白

香皇女を皇后とした。継体 10（526）年、26 代継体天皇（507-531）、継体天皇の即位 19 年後は、大倭（後の大和国）に

都を定めることができた。直後に百済から請われて救援の軍を九州北部に送った。新羅と結んだ磐井によって九州北

部で「磐井の乱」が勃発して、その平定に苦心した。日本書紀の記述では継体が 507 年に即位してから大和に都をお

くまで約 20 年も掛って、皇室（実態はヤマト王権）内部もしくは地域国家間との大王位をめぐる混乱があった。継体（ヤ

マト王権）は九州北部の地域国家の豪族を掌握できていないことを示唆した。継体 11（527）年 26 代継体天皇

（507-531）、『古事記』では継体の没年とし、都を立てた翌年に死去したことになる。継体 25（531）年、26 代継体天皇

（507-531）、継体天皇の死亡。皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位、『日本書紀』では、『百済本記』を引用して、天皇及

び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺害された可能性を示唆した。 

    

表 2-4.第 26 代継体天皇（507-531）の生涯 

在位：507 - 531 年? 夫人：尾張目子媛ほか 皇后：手白香皇女 
生涯：450-531 年?  皇居：樟葉宮、筒城宮、弟国宮、磐余玉穂宮  
陵所：三島藍野陵 子女：安閑天皇、宣化天皇、欽明天皇、 他多数  
父母：彦主人王、振媛 異称：袁本杼命・男大迹王、彦太尊、雄大迹天皇、乎富等大公王 

 

表 2-4 は、第 26 代継体天皇（507-531）の生涯を表示した。皇居は樟葉宮、筒城宮、弟国宮と磐余玉穂宮である。

異称は袁本杼命・男大迹王、彦太尊、雄大迹天皇、乎富等大公王等である。図 2-2 は古墳時代（15-26）と飛鳥時代

(27-29)の天皇系図である。第 26代継体天皇の子女は、27代安閑天皇、28代宣化天皇、28代欽明天皇と他多数で

ある。ここで、第 25 代武烈天皇から 29 代の欽明天皇の時代は、498 年から 571 年間の天皇は、短命天皇である。 

 

 

図 2-2.古墳時代（15-26）と飛鳥時代(27-29)の天皇系図 
 

2-3.継体天皇樟葉宮跡伝承地 

起源：継体元（507）年、「日本書紀」は、越前三国(福井県)にいた男大迹王（ｵｵﾄﾞﾉｵｵｷﾐ：26 代継体天皇：諱はヲホ
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ド）は、河内国樟葉宮にて即位になった。即位した樟葉宮の宮跡を祈念するために、当時の氏神である高龗神 （ﾀｶ

ｵｶﾐのｶﾐ）をこの地に移動して祀ったのが起源である。５年にわたる宮を営んだ。樟葉宮跡の位置は不明だが、

交野天神社に囲まれた末社貴船神社の鎮座する小丘付近が仮の推定地とされる。 

 

   

写真 2-1.継体天皇樟葉宮跡伝承地 写真 2-.交野天神社の由来 

 

石碑：天神社の小丘の麓の「此付近継体天皇樟葉宮址」の石碑があり、昭和 46(1971)年、第 26 代継体天皇樟葉宮

跡伝承地は、大阪府の史跡として指定。伝承地は樟葉宮跡の杜（ｸｽﾞﾊのﾐﾔｱﾄのﾓﾘ）ともいい、枚方百景である。 

 

 

 

 

２-4.第２７代安閑天皇 (531-536）の生涯 

 

表 2-5.第２７代安閑天皇 (531- 536）の生涯 

在位期間：531- 536 陵所:古市高屋丘陵（高屋築山古墳） 皇居:勾金橋宮橿原市曲川町 

先代:継体天皇 父親:継体天皇,母親尾張目子媛  

次代:宣化天皇 異称:古事記・広国押武金日天皇, 日本書紀・広国押建金日命 

御名: 勾大兄皇子 皇后:春日山田皇女（仁賢天皇の皇女）、紗手媛、香香有媛、宅媛 

妃：紗手媛（許勢男人大臣の女）香香有媛（紗手媛の妹）、宅媛（物部木蓮子大連の女） 

 
皇居：1889～1956 年まで存続した（現、橿原市）は、宮号による近代の復古地名であった。金橋村がなくなった今でも

駅名（JR 金橋駅）や小学校名を留めている。安閑天皇の皇居跡と言われている金橋神社がある。 

歴史：531 年、継体天皇の即位、66 歳、わずか 4 年で崩御した。『日本書紀』に引く「百済本記」によれば、531 年頃に

天皇と太子・皇子が共に薨去したという所伝があるという。536 年、継体天皇の崩御、安閑天皇の治世の出来事として

『安閑記』に、関東から九州までの屯倉の大量設置と、41 箇所の屯倉の名が列挙され、これに伴う犬養部の設置が記

入。継体天皇の死後、27 代安閑天皇・28 代宣化天皇の朝廷と 29 代欽明天皇の朝廷が並立し、二朝間で内乱があっ

たのではないかとする説もある。 
陵・霊廟：陵（みささぎ）は、大阪府羽曳野市古市 5 丁目にある古市高屋丘陵（ふるちのたかやのおかのみささぎ）に治

定されている。公式形式は前方後円。考古学名は高屋築山古墳（前方後円墳、全長 122m）。皇居では、皇霊殿（宮中

三殿の 1 つ）において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている（表 2-5）。 
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２-5.第 49 代光仁天皇（770-781） 

光仁天皇（709ー 782 年は、第 49 代天皇（在位：770―781）。和風諡号は「天宗高紹天皇」。天智天皇の第 7
皇子・施基親王（志貴皇子）の第 6 子で白壁王と称した（表 2-6）。 

 

表 2-6.白鳳と奈良時代の末期天皇である第 49 代光仁天皇（770-781）の生涯 

「王の墓」と言う 別名：白壁王、天宗高紹天皇 墳丘内に石灯籠が有る。大和茶の名産地 

元号：宝亀、天応 在位：770～781 年 陵墓:奈良県奈良市日笠町、形状：円墳 空堀 

先代:称徳天皇 生涯:709―782 年(73 歳で崩御) 陵墓:広岡山陵→786 年田原東陵(ﾀﾊﾗﾉﾋｶﾞｼﾉﾐｻｻｷﾞ) 

次代: 桓武天皇 皇后:井上（いのへ）内親王 異称:白壁王, 天宗高紹（ｱﾒﾑﾈﾀｶﾂｷﾞ）天皇 

父親:施基親王 夫人:高野新笠,藤原産子,藤原曹司、紀宮子 
母親:紀橡姫 子女：開成、能登内親王、山部親王（桓武天皇）、早良親王、薭田親王、酒人内親王、他戸親

王、弥努摩内親王、広根諸 皇居：平城宮 
形状：円墳 空堀 陵墓規模:径 45ｍ・高さ 6.5ｍの三段築成の円墳で幅 7ｍの空濠がある。 
 

  

 

 

写真 2-1.白鳳と奈良時代の末期天皇である第 49 代光仁天皇（770-781）の陵墓（札舎、参道、鳥居と灯籠） 

 

写真 2-1 は、白鳳と奈良時代の末期天皇である第 49 代光仁天皇（770-781）の陵墓（札舎、参道、鳥居と灯籠）であ

る。 

      

 

 
   

写真 2-2.白鳳と奈良時代の末期天皇である第 49 代光仁天皇（770-781）の陵墓（宮祉、正面、全景と水なし濠） 

 

写真 2-2 は、白鳳と奈良時代の末期天皇である第 49 代光仁天皇（770-781）の陵墓（宮祉、鳥居、全景と水なし濠、

碑石）である。藤原北家の総領藤原永手は、天皇即位の翌年の宝亀２年(771)に急死し、政務の実権を握ったのは式

家の藤原良継だった。井上内親王（桓武天皇には義母）は、30代を過ぎて光仁天皇に嫁ぐのだが、それまでは伊勢神
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宮の斎宮（いつきのみや）の姫であった。新皇太子には、翌年山部親王が就いた。山部親王は、父は他戸王と同じく

光仁天皇であるが、渡来人系の母「高野新笠」から生まれた。天応元年(781）、病を得た光仁天皇は皇太子に譲位し、

同年１２月２３日崩御した。山部親王は即座に、４５歳で「桓武天皇」として即位した。藤原良継（716～777）の娘、乙牟

漏が桓武天皇皇后となる。光仁天皇は翌年広岡山陵に葬られ、延暦５（786）年、田原陵に改葬された。     

称徳天皇の死に関する古事 「称徳帝は道鏡の陰をもあかず思されたので、道鏡は山の芋をもって異型なるものを

献上した。つまり称徳天皇は暗殺されたといえる。 続日本紀によると帝は「大和国佐貫郷高野」に祀られたが、聖武天

皇、光明皇后、元明、元正、基王等皆「佐保山」一帯に眠る。 

陵・霊廟: 陵（みささぎ）は、奈良県奈良市日笠町にある田原東陵（たはらのひがしのみささぎ）に治定されている。崩

御の翌年、広岡山陵に葬られ、延暦 5 年（786 年）、田原陵に改葬された。 広岡山陵（広崗陵、廣高陵）については以

下の説がある。（『大和志』『大日本地名辞書』『和州旧跡幽考』他）聖武天皇佐保山南陵の西側（奈良市法蓮町）に

「広岡」の地名が残っていたことから、そこに求める説。また皇居では、皇霊殿（宮中三殿の 1 つ）において他の歴代天

皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。図 2-3 は白鳳・奈良時代（38～50 代）の皇室系図である。光仁天皇陵から

道を挟んで向かい側に江戸時代後期の士分(武士)、歴史地理学者で「平城宮大内裏跡坪割図」を作成したり大和の

皇陵の調査・修復に尽力した北浦定政（1817 年-1871 年）の顕彰碑と墓がある。また皇居では、皇霊殿（宮中三殿の 1

つ）において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。図 2-3 は白鳳・奈良時代（38～50 代）の皇室系図

である。以下時系列に表示することができる。 

 
図 2-3.白鳳・奈良時代（38～50 代）の皇室系図 

 

 
宝亀 6(775）、49 代光仁天皇（770-781）、井上内親王等が幽閉先で急死。不自然な死には暗殺説。天武天皇の

皇統は完全に絶えたのである。49 代光仁天皇の即位、藤原百川と便宜を謀った藤原蔵下麻呂が急死。宝亀

7(776）、49 代光仁天皇（770-781）、祟りを恐れた光仁天皇より秋篠寺建立の勅願が発せられる。宝亀 8(777）、
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49 代光仁天皇（770-781）、光仁天皇が不豫（病）となり、山部親王も死の淵をさまよう大病を得た。この年の

冬、雨が降らず井戸や河川が涸れ果てたと『水鏡』は記している。これらの事が井上内親王の怨霊によるも

のと考えられ、皇太子不例（病）の 3 日後の同年 12 月 28 日、井上内親王の遺骨を改葬し墓を御墓と追称、

墓守一戸を置くことが決定した。光仁天皇は 70 歳まで政務に精励した。天応元(781）、49 代光仁天皇（770-781）、

第一皇女・能登内親王に先立たれ心身とも衰え、病を理由に皇太子に譲位。12 月崩御。天応 2(782）、49 代

光仁天皇（770-781）、死亡、閏正月頃、天武天皇の曾孫・氷上川継によるクーデタ未遂事件が起きた(氷上川継

の乱）。川継の父は藤原仲麻呂の乱（恵美押勝の乱）で戦死した塩焼王、母は井上内親王の同母妹不破内親王

であった。 
 
 
２-6.天児屋根命 

天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈのﾐｺﾄ）は、 別名：天児屋命、天之子八根命で日本神話に登場する神である。概要：神社の祭

神は天児屋根命とも表記。春日権現や春日大明神とも呼ぶ。居々登魂命の子で、妻は天美津玉照比売命。父は天押

雲命である。岩戸隠れの際、岩戸の前で祝詞を唱え、天照大神が岩戸を少し開いた時に太玉命とともに鏡を差し出し

た。天孫降臨の際瓊瓊杵尊に随伴し、古事記には中臣連の祖と言える。名前の「コヤネ」は「小さな屋根（の建物）」の

意味で考えられる。  

信仰：中臣連の祖神で、中臣鎌足を祖とする藤原氏の氏神として信仰された。祝詞の神、出世の神とも言える。中臣神

社（京都市山科区）、枚岡神社（大阪府東大阪市）、春日大社（奈良県奈良市）、吉田神社（京都市左京区）などに祀ら

れている。また、全国の大鳥神社に祀られる「大鳥連祖神」は天児屋命と同神とされることがある。 

 
 

表 2-7.菅原道眞公の生涯 
時代：平安時代前期 生涯：845―903 年。 改名：幼名：「阿呼」後に「吉祥丸」へ改名 
墓所：太宰府天満宮 主君：宇多天皇→醍醐 別名：尊称：菅公、菅丞相、天神、天神様 
氏族：菅原氏 父母：菅原是善、伴真成の娘 官位：従二位右大臣、 贈正一位太政大臣 
妻 ：島田宣来子 女子：菅原衍子 『梅紋』道真公・天満宮の象徴と使用 
長男：菅原高視 神号：天満大自在天神、日本太政威徳天、 北野天満宮天神 

 

表 2-7 は菅原道眞公の生涯である。内容を以下のように列挙できる。喜光寺(奈良市)の寺伝によれば、出生は現

在の奈良市菅原町の説が多い。道真は幼少より詩歌に才を見せる。 
 

2-8.枚方市の指定文化財 

◎国指定文化財 
●交野天神社本殿、一間社流造、檜皮葺 
大正 6(1917)年 文部省告示で特別保護建造物に指定 昭和 25(1950)年 重要文化財に指定 

●交野天神社末社八幡神社本殿 一問社流造、檜皮葺 
大正 6(1917)年 文部省告示で特別保護建造物に指定 昭和 25(1950)年 重要文化財に指定。 

◎大阪府指定文化財 
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継体天皇樟葉宮跡伝承地 
昭和 4(1929) 年石柱標「此付近の継体天皇樟葉宮址」を大阪府が建立。昭和 34(1929) 年石柱標「史跡継

体天皇緯葉宮跡伝承地」を大阪府教育委員会が建立。大阪府古文化記念物等保存顕彰規則により史跡に指定。

昭和 46(1971) 年大阪府文化財保護条例により史跡に指定。明治 21(1888)年、内務省より古社保存の資金を御

下賜された。大正 6(1917)年、文部省告示を以て特別保護建造物、後に国宝建造物とされ、重要文化財の指定

に指定。昭和 19(1944)年、大破損の為、解体修理を行う予定の処、大東亜戦争が益々苛烈により一時中止し、

終戦後改めて大修理を施す。 
◎枚方市指定文化財 
   ●交野天神社末社貴船神社本殿 一問社流造、檜皮葺、平成 16(2004)年 枚方市指定有形文化財に指

定 
●枚方八景 樟葉宮跡の杜 

3.交野天神社の由来と現在 

3-1.交野天神社の和文由来と現在 

起源：『続日本紀』及び『岩清水神宮 縁起』によると、延暦 6(787)、当神社は平安時代初期の第 50 代桓武天皇が、

郊祀壇（ｺｳｼﾀﾞﾝ)を設けた。父第 49 代光仁天皇（770-7819 を天神（ｱﾏﾂｶﾐ）として祀ったのが起源とされる。これは、中

国では皇帝が毎年冬至に、都の南に天壇を設け、天帝を祀る例がある。さらに、桓武天皇は、父の光仁天皇を祀った

場所が、古墳時代に第 26 代継体天皇即位地の楠葉宮伝承地であった最大の理由と思われる。桓武天皇は、洪業を

御継承になり、都を平安（京都）に定め、先帝を尊崇した。大納言藤原朝臣継縄卿をして天神（ｱﾏﾂｶﾐ）を祀らしめた時、

先帝（第 49 代光仁天皇）の御神霊を配享し、交野天津神と称へられ、楠葉の氏神として奉った。 

祭神：御社殿は二棟あり、東の棟は若宮（交野天神社本殿）で、西の棟は八幡神社本殿（誉田和気命・応神天皇）を

祀っている。原生林が生い茂っている本殿の北東に貴船神社がある。この場所は継体天皇の「樟葉宮跡」と伝えられ

ている。貴船神社は、雨乞いの神様である。すなわち､早天の時雨乞いの祈りをすると、慈悲深い雨が降ったと言われ

る。それは、天神・菅原道真様の慈雨であるから合祀している。神社の境内一帯は 1984 年に枚方市から「枚方八景」

の一つ「樟葉宮跡の杜」に指定された。 

災害と復興：創建当時から、神社の記録によれば、皇室とは関係が深く、社殿の修理などの際には、指導があった。

嘉禎 4（1238）年、鎌倉時代、交野天神社本殿の一間社流造、檜皮葺を修理。応永８（1401）年、交野天神社本殿の再

建。応永 9（1402）年、鎌倉時代、交野天神社本殿の棟札を修理。嘉吉 2（1442）年、本殿、屋根の葺替時に、朝廷より

特使の参向がり、鎧葺（よろいぶき）を檜皮葺に改めた。他に、大東亜戦争にも大災害はあったが保存会の協力により

復興した。 

社殿の構造物：明治21(1888)年、内務省より古社保存の資金を御下賜された。大正6(1917)年、文部省告示を以て特

別保護建造物、後に国宝建造物とされ、現在保護規定名称改正により重要文化財に指定した。以上の如く皇室に最

も関係深い創始にして、朝廷より奉幣の儀度々あった。嘉吉 2（1442）年、鎧葺を檜皮葺に改めたる時も、紀朝臣光忠

卿等の参向があった。昭和 19(1944)年、大破損の為、解体修理を行う予定の処、大東亜戦争が益々苛烈により一時

中止し、終戦後改めて大修理を施す。社殿は『鎌倉時代の様式を残した室町時代初期の建造物で、一間社流造、桧

皮葺』で、我国最古の建築物である。 

彫刻物は鎌倉時代の物を使用、社殿二棟は共に、一間社流造で細小建造物であるが、その構造および装飾は、他

に類例を見ない特種で、我国の建築美術上にも最も価値が認められる。大正 6(1917)年 文部省告示で特別保護建造
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物に指定。昭和 25(1950)年 重要文化財に指定された。八幡神社の一問社流造、檜皮葺は、文部省告示で特別保護

建造物に指定。貴船神社本殿は一問社流造、檜皮葺、枚方市指定有形文化財に指定された。 

  

表 3-1.大阪府枚方市、交野天神社の日文詳細資料 

1 主祭神 第 49 代光仁天皇（770-781）  

2 神社創建 延暦 6（787）年 

3 配 祀 
天児屋根命：あめのこやねのみこと、 別名 天児屋命:あめのこやねのみこと/あめのこやのみこと ：天之子八

根命:あめのこやねのみこと菅原道真公 

4 例 祭 10 月 16 日 

5 宮 司 片岡 弘和 

6 鎮座地 〒573-1104 大阪府枚方市楠葉丘２丁目１９－１  

7 交通手段 京阪電車樟葉駅北東 2km（徒歩約 20 分）。バス京阪バス丸尾停留所（徒歩約 5 分） 

8 位 置 北緯 34 度 52 分 3.6 秒 東経 135 度 41 分 23.3 秒:  標 高:32m 

9 電話・FAX 072-857-7332 

10 本 殿 一間社流造、檜皮葺。大正 6(1917)年 文部省告示で特別保護建造物に指定。重要文化財に指定 

11 拝 殿 正面と奥面の規模は、それぞれ 6.42ｍと 4.62ｍである。 

12 境内末社 
八幡神社は。一問社流造、檜皮葺、文部省告示で特別保護建造物に指定。 

貴船神社本殿は、一問社流造、檜皮葺、枚方市指定有形文化財に指定。 

13 鳥 居 

鳥居は 4 基。鳥居の柱間距離 4.89ｍ、貫上 5.18ｍ、笠木上 6.51ｍ、反リ増し 6.71ｍ。 

建立年代は、一の鳥居(平成２（1990）年、二の鳥居(昭和 12（1937）年、三の鳥居(明治 25（1892）年である。木

製かつ渋い色の鳥居の上には瓦がある。 

14 灯 籠 
石灯籠は２４基である。高さは、最大 m・平均ｍ・最小ｍである。 

建立年代は、１８９０年～１９２５年である。 

15 
文化財 

その他 

○国指定：交野天神社本殿と交野天神社末社八幡神社本殿、○大阪府指定：継体天皇樟葉宮跡伝承地、, 

○枚方市指定：交野天神社末社貴船神社本殿、●『古事記』Suzin記によると三島野古墳群と関連する今城塚

古墳がある。●枚方八景は越前（福井）から継体天皇として 507 年に「樟葉宮跡の社」で即位した。 

 

3-2.交野天神社の英文由来と現在  

ORIGIN ： "According to the Shoku Nihongi" and "Iwashimizu-Zinguu Engi", Enryaku 6 (787), 
Kata-no-amatukami-no-yashiro the first 50s Emperor Kanmu of early Heian period is provided 
Koushidan. Of the 49th Daihikarijin Emperor (770-7819 is the father was enshrined as Amatukami is the 
origin. This, Emperor on the winter solstice every year in China, is provided with a Tendan to the south of 
the capital, there is an example worshiping the Shangdi. 

Furthermore, as for the 50th Emperor Kanmu, a place dedicated to the 49th Emperor Konin of father 
seems to be the biggest reason that was "kusuha-no-miya of Traditional place" which is the 26th Emperor 
Keitai enthronement in Burial Mound age. The 50th Emperor Kanmu succeeded to the big business and 
admired the late Emperor who fixed the capital for peace (Kyoto). Kata-no-amatukami-no-yashiro when 
tightening enshrined the Amatukami by the Dainagon Huziwara-no-asomi–tugu-tada, and arranged your 

tel:072-857-7332
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Holy Spirit of the late emperor (49th Daihikarijin Emperor), the spatula referred to the Kata-no- 
Amatukam, It was worshiped as "kusuha-no-Ujigami".  
ENSHRINED DEITY：His shrine is two buildings. That is, east of the tow in Wakamiya (Kata-no- 

amatukami-no-yashiro Honden), west of the building is dedicated to Hatiman-shrine Honden 
(Homudawake-no-mikoto· Emperor Ōjin). Kibune-shrine is in the northeast of Honden where virgin 
forests grow thick. This shrine is said that "Kuzuha-no-Miyaato" of Emperor Keitai. Kibune-shrine is God 
of praying for rain. That is, when the rain of prayer when the early morning, is said to have fallen is 
merciful Ame. It has been enshrined it because it is Tenzin · Sugawara-no-Michizane like gracious rain. 
Shrine precincts was designated as "The Hirakata eight beauty spots" one of "Kuzuha-no-Miyaato- 
no-Mori" from Hirakata in 1984.  
DISASTER AND RECONSTRUCTION：According to the recording of the shrine, deeply related to the 

imperial family from the foundation at that time, the repair of the shrine there was a guidance. 1238 year 
of the Kamakura period, Kata-no-amatukami-no-yashiro Honden was repaired Ikkensha Nagare-zukuri, 
the Hiwadabuki. 1401 year, Kata-no-amatukami-no-yashiro was rebuilt Honden. 1402 year of the 
Kamakura period, Kata-no-amatukami-no-yashiro was repaired Munahuda of Honden. 1442 year, at 
Yanehukikae of Honden, the special envoy from the court, we have changed the Yoroibuki to Hiwadabuki. 
Kata-no-amatukami-no-yashiro had a great disaster for Greater East Asia War elsewhere, but revived by 
cooperation of “preservation society”. 
STRUCTURE OF THE SHRINE ： 1888 year, Kata-no-amatukami-no-yashiro got the funds of 

Furuyashiro save than the former Interior Ministry. 1917 year, Kata-no-amatukami-no-yashiro is a 
"national treasure building" special "protected monuments" Womotte "Ministry of Education" notice, later, 
the "important by name revision of the current protection regulationsIt was Sshi designation of cultural 
property". Kata-no-amatukami-no-yashiro is in the most relevant deep originator to the imperial family, 
there was a houbei than court. 1944 year, because of large damage, plans to carry out the dismantling 
repair, temporarily suspended by the Greater East Asia War increasingly severe, subjected to a major 
repair again after the war. Main shrine is a building of our country oldest with "a building of the early 
period of Muromachi era when left a way of the Kamakura era in Ikkensha Nagare-zukuri, Hiwadabuki". 
Main shrine, in 1950, designated as an important cultural property. All the sculpture things of the Shinto 
shrine use a thing of the Kamakura era and two main shrines are Ikkensha Nagare-zukuri together and 
are a very small building. 

But, the structure and the decoration are the scoops which do not look at the similar instance elsewhere, 
and value is accepted most on the building art top of our country. Main shrine, in 1917, designated as 
special protection building in the Ministry of Education notice. Main shrine, in 1950, designated as an 
important cultural property. Hatiman-shrine is Ikkensha Nagare-zukuri, designated as special protected 
buildings in Hiwadabuki and Ministry of Education notice. Main shrine of Kibune-shrine is appointed in 
Ikkensha Nagare-zukuri, Hiwadabuki and Katano-shi designation tangible cultural property. 

 

表 3-2.大阪府枚方市、交野天神社の詳細資料（英文） 
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1 
Worshipped 

Gods 
The 49th Emperor Konin (770-781) 

2 Foundation Enryaku 6(787) year  

3 Haishisin Ame-no-Koyane/ Sugawara-no-Michizane 

4 
Annual 

Festival 
October 16 

5 Chief Priest KATAOKA Hirokazu 

6 Site 〒573-1104  2-19-1 Kuzuhaoka, Hirakata-shi, Osaka  

7 Access Northeast 2km of Kuzuha Station of the Keihan train. Bus Keihan Bus Maruo stop 

8 
Latitude     
Ａｌtitude 

North latitude: 34 degrees 52 minutes 3.6 seconds.  

East longitude 135 degrees 41 minutes 23.3 seconds. Elevation: 32m 

10 TEL・FAX 072-857-7332 

11 

Shrine 

Pavilions 

 

Ikkensha Nagare-zukuri、Hiwadabuki. Main shrine, in 1917, designated as special 

protection building in the Ministry of Education notice. 

Main shrine, in 1950, designated as an important cultural property 

12 
Front  

shrine 
Distance of the front and back surfaces, respectively 6.42mb and 4.62m. 

13 
Keidai 

Massha   

Hatiman-shrine is Ikkensha Nagare-zukuri, designated as special protected buildings in 

Hiwadabuki and Ministry of Education notice. 

Main shrine of Kibune-shrine is appointed in Ikkensha Nagare-zukuri, Hiwadabuki and 

Katano-shi designation tangible cultural property. 

14 Torii 

Torii is four engines. The erection generation the first gate (is 2, Heisei (1990) year, two 

torii (12, Showa (1937) year, three torii (Meiji 25(1892) year. 

There is a tile on the torii of the wooden and sour color. 

15 Tourou  
A stone Tourou is 24 engines, and the high is 2.62m, mean 2.24m and minimum 2.00m. 

Lanterns erected age is 1890 - 1925. 

16 

Cultural 

Property  

 

○Country specified, 1950, Katanotenzinsha of Honden and Katanotenzinsha is a Massha 

of Hatiman-shrine of Honden. ○The Osaka designation is ”kusuhanomiya of Traditional 

place” of the Emperor Keitai for 1971 years. ○The designation of Katano-shi is a main 

shrine of Kibune-shrine which is a professional jester of Katanotenzinsha for 2,004 

years. According to the "Kojiki" Suzin Symbol is related to Imashiroduka ancient tomb of 

the Mishima field tombs. ●The Hirakata eight beauty spots was enthroned in 

"Kuzuha-no-Miyaato-no-Mori" in 507 years as Emperor Keitai from Echizen (Fukui). 

 

3-3.交野天神社（카타노텐신사）の韓文由来と現在 
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기원:「속 일본기」및「이와시미즈 신궁 연기에 따르면, 엔랴쿠 6 년(787), 이 신사는 헤이안 시대 초기의 제 50 대 간무천황이 

코우시단을 마련했다. 아버지 제 49 대 코우닌 천황 (770-7819 을 아마쯔 신으로 모신것이 기원이 되었다. 이것은 

중국에서는 황제가 매년 겨울에 도시의 남쪽에 천단을 마련해 천제를 모시는 예가 있었다. 또한, 간무천황은 아버지의 

코우닌 천황을 모신 곳이 고분시대의 제 26 대 케이타이 천황이 즉위한 지역의 쿠즈하노신사 전승지였던 가장 큰 이유라고 

생각된다. 간무천황은 큰 사업을 계승하고, 수도를 헤이안(교토)으로 정하고, 선제를 숭배했다. 다이나곤 후지와라노 아소미 

츠쿠타다로 아마쯔 신을 모실 때 선제 (제 49 대 코우닌천황)의 신령을 배향하고 카타노 아마트 신으로 칭한 후 쿠즈하의 

조상신으로 모셨다 

제신:신전은 두채가 있는데, 동쪽의 한 동은 와카미야 (카타노 천신사의 본전)로 서쪽의 한 동은 하치만 신사 

본전(호무다와케노 미코토・오우진 천황)을 모시고 있다. 원시림이 우거져 있는 본전의 북동쪽에 키후네 신사가 있다. 

이곳은 게이타이 천황의 「쿠즈하 신사 터」라고 전해지고 있다. 키후네 신사는 기우제의 신이다. 즉 새벽에 기우제 

기도를 하면 자비로운 비가 내렸다고 말한다. 그것은 천신・스가와라노 미치마사의 자애로운 비로 합사하고 있다. 신사의 

경내 일대는 1984 년에 히라카타시에서 「히라카타 팔경의 하나인'쿠즈하라 신사 터의 모리」로 지정되었다 

재해와 부흥: 창건 당시 신사의 기록에 의하면, 황실과 관계가 깊고, 신전의 수리 등의 경우에는 황실의 지도가 있었다. 

카테이 4 (1238) 년 가마쿠라 시대, 카타노천 신사 본전의 이켄사나가레조, 히와다부키를 수리했다. 오우에이 8 년(1401) 년 

카타노천 신사 본전의 재건. 오우에이 9 년(1402)년 가마쿠라 시대, 카타노천신로 일본에서 가장 오래된 건축물이다. 사의 

본전 무나후타를 수리. 카키츠 2 년(1442), 본전, 지붕을 수리할 때 조정 특사의 참배가 있었고, 요로이부키를 노송나무 

껍질로 고쳤다. 또한, 대동아 전쟁시 대참사가 있었지만 보존회의 협력으로 재건했다 

신전 구조물 : 메이지 21 년(1888) 내무성으로부터 오래된 신사 보존자금을 하사 받았다. 타이쇼우 6 년(1917) 문부성 고시로 

특별 보호 건조물, 이후에는 국보 건조물이 되어 현재 보호규정 명칭 개정에 따라 중요 문화재로 지정되었다. 이상으로 

볼 때 황실에 가장 관계 깊은 창시로, 조정으로부터 봉납을 받았다. 카끼츠 2 년(1442) 요로이부키를 노송나무 껍질로 

고칠 때에도 키노아소미 미츠타다쿄우 등의 참배가 있었다. 쇼와 19 년(1944) 큰 손상으로 인해 해체 수리를 할 

예정이었으나 대동아 전쟁이 점점 심해져 일시 중지하고 종전 후 다시 대수리를 실시했다. 신전은 「가마쿠라 시대의 

양식을 남긴 무로마치 시대 초기의 건축물에서 이켄사나가레조, 히와다부키 

조각물은 가마쿠라 시대의 물건을 사용, 신전 두채는 모두 이켄사 나가레조로 작은 건축물이지만 그 구조와 장식은 

유례를 볼 수 없는 특종으로 일본의 건축 미술에서도 가장 가치가 인정된다. 타이세이 6 년(1917) 문부성 고시로 특별 

보호 건조물로 지정된 후 쇼와 25 년(1950)에 중요 문화재로 지정되었다. 하치만 신사의 이켄사 나가레조, 히와다부키는 

문부성 고시로 특별 보호 건조물로 지정, 키후네 신사 본전은 이켄사 나가레조, 히와다부키, 카타노시 지정 유형 

문화재로 지정되었다. 

表 3-3.交野天神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 제 49 대 코우닌 천황（770-781）  

2 신사창건 엔랴크 6 년（787） 

3 배 제 아메노코야네노 미코토、 별명 아메노코야네:아메노코야네노 미코토와 스가와라노 미치자네 

4 예 제 10 월 16 일 

5 궁 사 카타오카 히로카즈、책임임원：세키카즈테루오・코리코토 만지로우・야마코토에이지 

6 진좌지 〒573-1104 오사카후 히라카타시 쿠즈하오카２쵸메１９－１  
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7 교통수단 
케이한 전철 쿠즈하역 북동 2km（도보 약 20 분）。버스 케이한 버스 마루오 정류소（도보 
약 5 분） 

8 위 치 북위 34 도 52 분 3.6 초 동경 135 도 41 분 23.3 초:  

9 표 고 
32ｍ 

10 전화・FAX 
072-857-7332 

11 본 전 
이켄사 나가레조, 히와다부키。타이세이 6 년(1917) 문부성 고시로 특별보호 건조물로 
지정。쇼와 25 년(1950) 중요문화제로 지정 

12 배 전 정면과 안쪽면의 규모는、각각 6.42ｍ와 4.62ｍ이다。 

13 경내말사 
하치만 신사는 이켄사 나가레조, 히와다부키、문부성 고시로 특별보호 건물로 지정。키후네 신사 
본전은、 이켄사 나가레조, 히와다부키、 카타노시 지정 유형문화재로 지정。 

14 토리이 

토리이는 4 기。토리이의 기둥 거리는 4.89ｍ、누키 위 5.18ｍ、카사기 위 6.51ｍ、 
소리마시 6.71ｍ。건축연대는、제 일의 토리이는(평성２년（1990）、제 2 의 
토리이는(쇼와 12 년（1937）、제 3 의 토리이는(메이지 25 년（1892）이다。목재와 차분한 색상의 
토리이 위에 기와가 있다。 

15 석 등 
석등은２４기。높이는 최대 m・평균ｍ・최소ｍ이다。 
건립연대는、１８９０년～１９２５년。 

16 
문화재 
기타 

○국가지정：코우노텐 신사 본전과 코우노텐 신사 말사 하치만 신사 본전、쇼와 25 년(1950) 
○오사카후 지정：케이타이 천황 쿠즈하노미야아토 전승지 쇼와 46 년(1971) 
○카타노시 지정：카타노텐 신사 말사 키부네신사 본전 평성 16 년(2004) 
●『고사기』Suzin 기에 따르면 미시마 고분군과 관련된 이마시로즈카 고분이 있다。 
●히라카타 8 경은 에치젠（후쿠이）으로부터 케이타이 천황으로 507 년에「쿠즈하노미야 아토노 
미야」로 즉위했다。 

 

3-4.交野天神社の中文由来と現在 

 
3-1 交野天神社的日文由来与现在 

起源: 据《续日本纪》与《岩清水神宮缘起》，延暦 6(787)年，平安时代初期的第 50 代桓武天皇设立了郊祀

坛，将其父第 49 代光 光 天皇(770-781 年)作为天神而祭祀，即为此神社的起源。对此，有中国的皇帝每年冬天

在京城的南郊设立天坛来祭祀天帝的例子。此外，认为桓武天皇祭祀其父光仁天皇的地方曾是古坟时代第 26 代

即位之地的楠叶宫为最大的理由。桓武继承大业之后，将京城定在了平安(京都)来尊崇先帝。在将大纳言藤原朝

臣继绳作为卿来祭祀天神时，配享了先帝(第 49 代光宁天皇)的神灵，并称之为交野天神社，并作为楠叶的氏族

神予以祭祀。 

祭神：神殿有两栋，东边的一栋为若宫(交野天神社的正殿)，西边的一栋为八幡神社的正殿，祭祀着誉田和

气命•应神天皇。在原生林繁茂的正殿东北有贵船神社。据传，此地为继体天皇的“楠叶宫”的遗址。贵船神社

祭祀的是祈雨之神。即，干旱之时进行祈雨，慈悲之雨就会降临。因为是天神菅原道真的慈雨而合祀之。神社院

内一带于 1984年被枚方市指定为“枚方八景”之一的“楠叶宫遗迹之杜”。 

灾害与复兴：据神社的记录，从创建的当时起就与皇室建立起了深厚的关系，在进行神殿的修理等时，接受

过皇室的指导。在镰仓时代的嘉祯 4(1238)年，对交野天神社的一间社流造、桧皮房顶进行了修理。应永 8(1401)
年，重建了交野天神社的正殿。在镰仓时代的应永 9(1402)年，修理了交野天神社正殿的大梁牌。嘉吉 2(1442)

tel:072-857-7332
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年更换正殿房顶时，朝廷派出了特使，将百叶房顶改为桧皮房顶。此外，虽然在太平洋战争中遭受了大的灾害，

但通过保存会的大力协助而得到了复兴。 
神殿的建筑物：明治 21(1888)年，内务省下发了古社保存资金。大正 6(1917) 年，根据文部省的告示被指

定为特别保护建筑物，随后被指定为国宝建筑物，现在根据保护规定名称改正，被指定为重要文物。如上所述，

此神社与皇室具有深深的关系而创建，举行过多次朝廷在神前献币的仪式。嘉吉 2（1442）年，在将百叶房顶改

为桧皮房顶时，亦有过纪朝臣光忠卿等的趋谒。昭和 19(1944)年，因大破损原定进行解体修理之际，因太平洋

战争日趋猛烈而暂时中止，战后重新进行了大修。神殿为“残留有镰仓时代样式的室町时代初期的一间社流造、

桧皮房顶建筑物”，是我国最古老的建筑物。 

雕刻品为镰仓时代的物品，两座神殿虽均为一间社流造的细小建筑物，但其构造与装饰是无类似例子的特殊

形式，在我国的建筑美术史上亦被认为是最具有价值的。大正 6 年（1917）年，由文部省告示指定为特别保护

建筑物。昭和 25（1950）年，被指定为重要文物。八幡神社的一间社流造、桧皮房顶被文部省告示指定为特别

保护建筑物。贵船神社正殿的一间社流造、桧皮房顶被枚方市指定为有形文化财富。 
  

表 3-4.交野天神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 第 49 代光仁天皇（770-781 年） 

2 神社创建 延暦 6(787)年 

3 配祀 天儿屋根命，別名天儿屋命、天之子八根命及菅原道真公。 

4 定期祭祀 10 月 16 日 

5 宫司 片冈弘和。责任董事：关和辉雄、森本万治郎继、山本英次。 

6 供奉地 邮编：573-1104，大阪府枚方市楠叶丘 2 丁目１９-１  

7 交通 京阪电车樟叶站东北 2 公里（步行约 20 分钟），巴士京阪巴士丸尾车站（步行约 5 分钟） 

8 位置 北纬 34 度 52 分 3.6 秒，东经 135 度 41 分 23.3 秒。 

9 标高 32ｍ 

10 电话・传真 072-857-7332 

11 正殿 
一间社流造、桧皮房顶。大正 6(1917)年，由文部省告示被指定为特別保护建筑物。 
昭和 25(1950)年，被指定为重要文物。 

12 拜殿 正面与里面的规模分别为 6.42 米与 4.62 米。 

13 境内末社 
八幡神社为一间社流造、桧皮房顶，由文部省告示被指定为特別保护建筑物。 
贵船神社正殿为一间社流造、桧皮房顶，被枚方市指定为有形文化财富。 

14 鸟居 

鸟居有 4 座。鸟居的柱间距离为 4.89 米，贯上为 5.18 米，横木为 6.51 米，弯曲部为 6.71
米。 
建立年代为一号鸟居建于平成２（1990）年，二号鸟居建于昭和 12（1937）年，三号鸟

居建于明治 25（1892）年。淡茶色的木制鸟居上铺有瓦。 

tel:072-857-7332
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15 灯笼 
石灯笼有 24 座，高度为最高  米，平均  米，最低   米。 
建立年代为 1890 年～1925 年。 

16 文物 
及其他 

○国家指定：交野天神社正殿与交野天神社末社八幡神社正殿，昭和 25(1950)年。 
○大阪府指定：继体天皇樟叶宫遗迹传承地，昭和 46(1971)年。 
○枚方市指定：交野天神社末社贵船神社正殿，平成 16(2004)年。 
●据《古事记》所述，有与三岛野古坟群有关的今城塚古坟。 
●枚方八景：从越前（福井）作为继体天皇于 507 年在“楠叶宫遗迹之杜”即位。 

 

4．交野天神社の社殿 

4-1.交野天神社の社殿の写真 

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。 

社殿：交野天神社の本殿は、応永 9（1402）年に、一間社流造、桧皮葺（ﾋﾜﾀﾞﾌﾞｷ）に建立した。鎌倉時代の寡禎 4 年

(1238)、室町時代の応栄八年(1401)に修理した。隣接して末社は八幡神社の本殿が並んで建立と推定され、本殿より

やや小振りである。大正 6 年（1917）年、本殿は、八幡神社本殿ともに国の重要文化財に指定した。全体の外観は、雄

大な手法で鎌倉時代の様式を残した。彫刻は、繊細で美しく、室町時代初期の特色を備えている。『古事記』崇神記

によると今城塚古墳がある。すなわち、国夫玖命の弾し矢は、即ち、建波邇安王）を射て死。かれ、その軍（ｲｸさ）悉（ｺ

ﾄｺﾞﾄ）に破れて逃げ散（ｱﾗ）けぬの説がある。 
拝殿：奥にある本殿および手前の末社八幡神社々殿は、共に一間社流れ造り（ｲｯｹﾝｼｬﾅｶﾞﾚﾂﾞｸﾘ）・桧皮葺（ﾋｶ

ﾜﾌﾞｷ）で鎌倉時代から室町時代の特色を持ち、国の重要文化財に指定された。延暦 6(787)年、桓武天皇は、

長岡京の南郊の地を選び郊祀壇（ｺｳｼﾀﾞﾝ）を設けて、父光仁天皇を天神として祀りした。これは、中国の皇帝

が毎年冬至（ﾄｳｼﾞ）に、都の南に天壇(ﾃﾝﾀﾞﾝ)を設けて、天帝（ﾃﾝﾃｲ）を祀る例にならったもので、当社の起

源はこの郊祀壇（ｺｳｼﾀﾞﾝ）にあるといわれる。 

 

4-2.交野天神社の社殿規模 

 

   

写真 4-1.交野天神社の本殿 写真 4-2.交野天神社の側面 写真 4-3.交野天神社の屋根全景 
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写真 4-1 は交野天神社の本殿は、大正 6(1917)年、 文部省告示で特別保護建造物に指定で昭和 25(1950)年、重要

文化財に指定である。写真 4-2 は交野天神社の側面。写真 4-3 は交野天神社の屋根全景である。 

 

   

写真 4-4.交野天神社の本殿の裏 写真 4-5.交野天神社の拝殿は遠方より撮影 

 

写真 4-4 は交野天神社の本殿の裏。写真 4-5 は交野天神社の拝殿は遠方より撮影した。 

 

   

表 4-1.交野天神社社殿の規模 図 4-1.交野天神社の社殿の長さ（ｍ） 図 4-2.交野天神社社殿の面積（ｍ2） 

 

表 4-1は交野天神社社殿の規模である。図 4-1は交野天神社の社殿の長さ（ｍ）である。図 4-2は交野天神社社殿

の面積（ｍ2）本殿の正面は 3.56ｍ、側面は 3.62ｍと面積は 12.88ｍ2 である。拝殿の正面は 6.72 ｍ、側面は 4.62ｍと

面積は 31.05ｍ2 である。八幡神社の正面は 2.68ｍ、側面は 2.82ｍと面積は 7.55ｍ2 である。貴船神社の正面は 1.20

ｍ、側面は 1.58ｍと面積は 1.89ｍ2である。正面の最大値は 6.72ｍ、平均値は 3.54m と最小値は 1.20ｍである。 側面

の最大値は 4.626.72ｍ、平均値は 3.164m と最小値は 1.58ｍである。 面積の最大値は 31.052ｍ2、平均値は 13.34ｍ2

と最小値は 1.89ｍ2である。     
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写真 4-6.末社、八幡神社本殿正面と側面 写真 4-7.末社、貴船神社の正面と本殿 

 

写真 4-6 は末社、八幡神社本殿正面と側面である。写真 4-7 は末社、貴船神社の正面と本殿である。 

 

4-3.交野天神社の末社の八幡神社と貴船神社 

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。 

 

4-3a.八幡神社  
起源：延暦 6 年(787)、50 代桓武天皇(781-906）は、長岡京の南郊の

地を選び、郊祀壇を設けて、49 代光仁天皇（770-781）を天神（ｱﾏﾂｶﾐ）

として祀った。これは、中国の皇帝が毎年冬至に都の南に天壇を設け

て、天帝を祀る例にならった。当社の起源は、こ郊祀壇にあるといわれ

ている。主祭神は、光仁天皇で、天児屋根命・菅原道真と合祀されてい

る。 

建築物：本殿は、一問社流造、檜皮葺で、鎌倉時代の嘉禎04<1234>

年と室町時代の応永 09（1402）年に修理され、嘉吉 02(1442)年に鎧葺

を檜皮葺に改めた。全体の外観は雄大な手法で鎌倉時代の様式を残

し、蟇股等の彫刻は、繊細で美しく、室町時代の初期の特色を備えて

いる。誉田和気命(ﾎﾑﾀﾜｹのﾐｺﾄ：応神天皇)を祀る末社八幡神社本殿

は、造営年代は交野天神社よりやや下るもので、小規模で簡素な造り

である。構造や形状は天神社に等しく、向拝（ｺｳﾊｲ）や蟇股（ｶｴﾙﾏﾀ）、

欄間（ﾗﾝﾏ）の透彫（ｽｶｼﾎﾞﾘ）に見るべきである。昭和 39（1964）年、

国の重要文化財に指定された嘉禎 04<1234>年、応永 09（1402）年の棟札（ﾑﾅﾌﾀ）と嘉吉 02(1442)年の棟札が残って

いる。 

 

4-4b.貴船神社(社のしおり引用)  
起源：継体元（507）年、「日本書紀」は、越前三国(福井県)にいた男大迹王（ｵｵﾄﾞﾉｵｵｷﾐ：26 代継体天皇：諱はヲホ

ド）は、河内国樟葉宮にて即位になった。即位した樟葉宮の宮跡を祈念するために、当時の氏神である高龗神 （ﾀｶ

 

写真 4-8.第 50 代桓武天皇と樟葉宮 
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ｵｶﾐのｶﾐ）をこの地に移動して祀ったのが起源である。５年にわたる宮を営んだ。樟葉宮跡の位置は不明である。

交野天神社に囲まれた末社貴船神社の鎮座する小丘付近が仮の推定地とされる。 

祭神：貴船神社は、雨乞いの神様である。すなわち､早天の時雨乞いの祈りをすると、慈悲深い雨が降った

と言われる。それは、天神・菅原道真様の慈雨であるから合祀している。 
社殿：社殿は、建立年代は不明だが、一間社流造、檜皮葺(ﾋﾜﾀﾞﾌﾞｷ)で、建築様式から桃山時代に遡る遺構と見ら

れる。平成 16（2004）年 4 戸 1 日市の有形文化財に指定される。 

 

   

写真 4-9.継体天皇の史跡 写真 4-10.貴船神社の標識 写真 4-11.樟葉宮跡の社（もり） 

 

写真 4-9 は継体天皇の史跡である。写真 4-10 は貴船神社の標識である。写真 4-11 は樟葉宮跡の社（もり）である。 

 

5.交野天神社の鳥居測量と写真と数値解析 

鳥居の起源は、考古学的起源について明白でない。木と木を結合のが鳥居と考えられる。主要な説として、天照大御神

（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）を天岩戸から誘い出すために鳴かせた「常世の長鳴鳥（ﾄｺﾖﾉﾅｶﾞﾅｷﾄﾞﾘ）」（鶏）に因み、神前に鶏の止まり木

を置いたことが起源であるとする説、日本の冠木門を起源を求める説、インド仏教にみられるトラナや中国の華表や鳥竿、牌

楼（ぱいろう）、朝鮮半島の紅箭門（ｺｳｾﾞﾝﾓﾝ･ﾎﾝｻﾙﾑﾝ）、イスラエルの移動型神殿、雲南省とビルマとの国境地帯に住むア

カ族の「村の門（ロコーン）」など海外に起源を求める説などがある。また、ユダヤ教と関連があるとする説もある（日ユ同祖論）。

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、笠木の反り増しの有(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。 

交野天神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。稲荷:台輪形である。稲荷: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。 

 

5-1.交野天神社の鳥居の写真 
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写真 5-1.正面鳥居 写真 5-2.公園側の鳥居 写真 5-3.花園側鳥居 写真 5-4.貴船神社鳥居 

 

写真 5-1 は交野天神社における正面の神明鳥居である。写真 5-2 は交野天神社における公園側の明神鳥居と偏

額である。写真5-3は交野天神社の花園側の明神鳥居で、反り増しの上には瓦なり、社殿が素晴しく拝見できる。写真

5-4 は貴船神社の明神鳥居で、本殿に後方に建立している。 

 

5-2.交野天神社の鳥居の測量値と回帰方程式 

表 5-1 は、交野天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.交野天神社の鳥居測量値（m） 

 

 

柱の直径の長さでは、最大値は公園鳥居 0.39ｍ、平均値は 0.36m と最小値は貴船神社鳥居 0.30ｍである。柱間距

離の長さでは、最大値は公園鳥居 2.935m、平均値は 2.72m と最小値は貴船神社鳥居 2.40ｍである。貫上の高さでは、

最大値は公園鳥居 3.91m、平均値は 3.40m と最小値は貴船神社鳥居 3.03ｍである。笠木上の高さでは、最大値は公

園鳥居 4.15m、平均値は 3.82m と最小値は花園鳥居 3.52ｍである。反り増しの高さでは、最大値は公園鳥居 4.41m、

平均値は 3.96m と最小値は花園鳥居 3.66ｍである。 

交野天神社には４基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-2 は交野天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) = 0.914X + 1.439  ……決定係数(R2 =0.830) …測量値……(5-1) 



21 
 

 
 

Y(笠木下の高さ▲) =0.937X + 1.112  ……決定係数(R2 =0.696)  …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、0.914 と 0.937 であり、その差は 0.023 である。笠木上と笠木下の決定係数は、0.830 と 0.696

であり、その差は 0.134 である。X の柱間距離が増大するにつれ、Y の笠木の高さは直線状に増大する傾向である。 

 

  

図 5-2.交野天神社の笠木の測量図 図 5-3.交野天神社の貫の測量図 

 

図 5-3 は交野天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。交野天神社の４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■) = 0.638X + 1.522  ……決定係数(R2 =0.738) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.411X + 1.740  ……決定係数(R2 =0.713) …測量値……(5-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、0.638 と 0.411 で、その差は 0.227 である。貫上の勾配は貫下より大きく増大する傾向である。 

貫上と貫下の決定係数は、0.738 と 0.713 で、その差は 0.025 であるであることが判明した。 

6.交野天神社の石灯籠と考察 

     

写真 6-1.高さ 2.62ｍ 写真 6-2.高さ 2.30ｍ 写真 6-3.高さ 2.23ｍ 写真 6-4.高さ 2.33ｍ 写真 6-5.高さ 2.03ｍ 

 

写真 6-1 は正面鳥居付近で階段前にある 2 基灯籠の高さ 2.62ｍである。写真 6-2 は正面鳥居の階段から登った上段に

ある 2 基灯籠の高さ 2.30ｍである。写真 6-3 は公園鳥居と花園鳥居の曲部参道にある 2 基灯籠の高さ 2.23ｍである。写真

6-4 は公園鳥居と手水舎前の参道にある 2 基灯籠の高さ 2.33ｍである。写真 6-5 は公園鳥居付近の参道にある 2 基灯籠の
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高さ 2.03ｍである。 

 

    

写真 6-6.高さ 2.48ｍ 写真 6-7.高さ 2.10ｍ 写真 6-8.高さ 2.00ｍ 写真 6-9.高さ 2.07 

     

写真 6-6 は公園鳥居付近と社務所前の参道にある 2 基灯籠の高さ 2.48ｍである。写真 6-7 は拝殿前で、参道にある 2 基

灯籠の高さ 2.10ｍである。写真 6-8 は拝殿横ににある 2 基灯籠の高さ 2.00ｍである。写真 6-9 は継体天皇・樟葉宮跡の貴

船神社前にある 2 基灯籠の高さ 2.07ｍである。 

 

表 6-1.神社の石灯籠の高さ 図 6-1.交野天神社の石灯籠の高さ 

  

 

表 6-1 は神社の石灯籠の高さである。高さにおいて、最大値は 2.62m、平均は 2.24ｍおよび最大値は 2.00m である。

図 6-1は交野天神社の石灯籠とその高さを図示した結果である。交野天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）の直線回帰方程式を適用した。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)=0.075X + 1.861……決定

係数(R2 =0.958)。２変数（X と Y）の直線回帰方程式の決定係数は、実践の 0.958 から一定の傾向が確認できた。 

 

7.おわりに 

7-1.交野天神社の社殿建築 

交野天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。 
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7-2.交野天神社の経緯度の考察 

 

  

表図 7-1.淀川に流れる枚方市の神社の北緯と東経との関係 

 

表図 7-1 の交野天神社（北緯 34 度 52 分と 東経 135 度 41 分）と関連があると思われる神社と経緯度との関係で、

交野天神社に近い神社をプロットした。北緯(度分)＝1.361 東経 +0.041・・・・・・・・決定係数(R2 =0.992)・・・・・・・・（7-1） 

 

  

図 7-1.交野天神社関連の北緯 図 7-2.交野天神社関連の東経 

 

図 7-1 と図 7-2 は、交野天神社（北緯 34 度 52 分と 東経 135 度 41 分）と関連があると思われる神社と経緯度との

関係で、交野天神社に近い神社をプロットした。 

北緯(度分)＝0.534 神社 +46.83・・・・・・・・決定係数(R2 =0.966)・・・・・・・・（7-2） 

東経(度分)＝0.421 神社 +34.12・・・・・・・・決定係数(R2 =0.964)・・・・・・・・（7-3） 

 

7-3.古墳時代の史跡今城塚古墳 

名称は高槻市郡家新町。時代は古墳時代後期で、昭和 33 年、国の史跡に指定。史跡今城塚古墳は、三島平野の

ほぼ中央に位置し、淀川流域では最大級の前方後円墳である。西向きの墳丘の周囲には二重の濠がめぐり、総長約

350m・総幅約 340m をはかり、日本最大の家形埴輪や精緻な武人埴輪が発見されている。 今城塚古墳は、531 年に

没した第 26 代継体天皇の真の陵墓と考えられ、古墳時代の大王陵としては唯一、淀川流域に築かれた古墳でである。

なお今城塚という名称は、戦国時代に城砦として利用された江戸時代の絵図などにも今城陵(いまきのみささぎ)などと

意賀美 

交野天
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記されている。高槻市教育委員会 

 

    
写真 7-1.第 26 代継体天皇の今城塚古代歴史館と公園と模型 

 

    

写真 7-2.第 26 代継体天皇墳丘の登り坂、内側の水濠、出入口側の水濠､埴輪祀場 
 

    
写真 7-3.第 26 代継体天皇墳丘の登り坂、史跡表示板、調査団員と墳丘頂点を越える瞬間 

 

    
写真 7-4.史跡今城塚古墳と公園、形像の相撲人物埴輪、円筒埴輪と形像埴輪 
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写真 7-5.古墳時代の今城塚古墳と公園、動物埴輪と右側（円筒埴輪・武人埴輪・家形埴輪） 
 

    
写真 7-6.今城塚古墳にある天皇の遺体模型と玉枕 写真 7-9.今城塚古墳にある、天皇陵墓の土壌 
. 

   
写真 7-7.継体天皇の史跡今城塚古墳の模型と公園にある模型 写真 7-11.今城塚古墳の館長と巡見者 

 

謝 辞 

 論文作成時には、枚方市教育委員会の村橋彰教育長、鈴江智文化財課長と川口政芳文化財課長補佐ならびに交

野天神社の片岡弘和宮司から助言を頂きました。本論文作成にあたっては、高槻市教育委員会の森田克行今城塚古

代歴史館長と森本信之高槻市会議員に多くの参考資料を頂きました。今城塚古代歴史館の調査には、産経新聞元編

集局次長の由良薫先生にお世話なりました。さらに大阪府神社庁の関係各位に感謝申し上げます。 

  (2015 年 12 月 25 日受稿、2016 年 1 月 25 日掲載決定)  

参 考 文 献 

01）井上正雄：『大阪府全志』、1922 年。  

02）大阪府神道青年会：『大阪府神社名鑑』、1971 年。  

03）谷野浩：『八尾の石塔』、八尾市郷土文化研究会、1988 年。 

04）山野としえ：『真実不虚－高僧弓削道鏡』、私家版、1989 年。  

05)村川行弘・小林 博：『河内地域史-総論編-』、大阪経済法科大学出版部、1992 年。 



26 
 

 
 

06)網野善彦・森浩一：『馬.船・常民』、講談社学術文庫、1992 年。 

07)根岸榮隆：『鳥居の研究』、第一書房、2007 年。 

08)正木晃・中尾伊早子監修：『よくわかる! 神社 神宮』、PHP 研究所、2007 年。 

09)やお暦民友の石造物部会：『八尾の灯籠』、やお暦民友の石造物部会、2008 年。 

10）井上順孝：『図解雑学!神道』、ナツメ 第五刷、2008 年。 

11)渋谷伸博：『日本の神社』、日本文芸社、2008 年。 

光仁天皇 https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

http://blog.goo.ne.jp/fineblue7966/e/ 

http://www.sakai11.jp/rj049_kounintennou.htm 

光仁天皇 http://inoues.net/tenno/kounin_tenno.html 

①交野天神社：http://kamnavi.jp/ym/oosumi.htm     

②交野天神社：http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

③交野天神社：http://www.xhotzone.net/vh/27a/ 

④交野天神社：http://www.city.osaka.ｌｇ.ｊｐ/higashiyodogawa/ 

⑤交野天神社：http://701_800.wakkan.ｊｐ/789.html 

⑥光仁天皇 https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

⑦光仁天皇 http://blog.goo.ne.jp/fineblue7966/e/ 

⑧光仁天皇 http://www.sakai11.jp/rj049_kounintennou.htm 

⑨光仁天皇 http://inoues.net/tenno/kounin_tenno.html 
 

別表 1.交野天神社年代順の内容 

和歴 西暦 内   容 

武烈 09 506 

25 代武烈天皇（498-507）、『日本書紀』によれば、25 代武烈天皇が崩御、大連・大伴金村、物部麁鹿火、大臣

巨勢男人らが協議した。越前にいた応神天皇の 5 世の孫の男大迹王（継体天皇）にお迎えを出した。男大迹王

は心の中で疑いを抱き、河内馬飼首荒籠に使いを出し、大連大臣らの本意を確かめて即位の決心をした。 

継体元 507 
26 代継体天皇（507-531）、継体天皇 58 歳、河内国樟葉宮において即位し、武烈天皇の姉の手白香皇女を皇

后とした。25 代武烈天皇が崩御。 

継体 19 525 

27 代安閑天皇（53-536）、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』）。 

継体 20 526 

26 代継体天皇（507-531）、継体天皇の即位 19 年後は、大倭（後の大和国）に都を定めた。直後に百済から請

われて救援の軍を九州北部に送った。新羅と結んだ磐井によって九州北部で「磐井の乱」が勃発し、平定に苦

心した。日本書紀の記述では継体が 507 年に即位してから大和に都をおくまで約 20 年も掛って、皇室（実態は

ヤマト王権）内部もしくは地域国家間との大王位をめぐる混乱があった。継体（ヤマト王権）は九州北部の地域国

家の豪族を掌握できていないと示唆。 

継体 21 527 26 代継体天皇（507-531）、『古事記』では継体の没年とし、都を立てた翌年に死去した？。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
http://blog.goo.ne.jp/fineblue7966/e/
http://inoues.net/tenno/kounin_tenno.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/
http://blog.goo.ne.jp/fineblue7966/e/
http://inoues.net/tenno/kounin_tenno.html
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継体 25 531 
26 代継体天皇（507-531）、皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位、『日本書紀』では、『百済本記』を引用すれば、

天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺害された可能性を示唆。 

安閑 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。 

安閑 0４ 536 27 代安閑天皇（531-536）、安閑天皇の崩御。 

延暦０6 788 
第 50 代桓武天皇（781-806）当神社は人皇・平安時代初期・桓武天皇が神社を建立、御父君・49 代光仁天皇

（770-781）をお祀りされた場所である。 

和銅元 ７０９ 
43 代元明天皇（707-715）の出生、8 歳で父が死亡して後ろ盾を失い、初叙（737 年）が 29 歳と当時の皇族とし

ては非常に遅かった。 

天平勝宝元 749 45 代聖武天皇（724-749）、光仁天皇は、聖武天皇が譲位し皇太子・阿倍内親王が受禅、孝謙天皇とし即位。 

天平勝宝 4 752 
46 代孝謙天皇（749-758）、光仁天皇は、斎宮を退任した井上内親王は権力争いに巻き込まれないため白壁

王と結婚した。 

天平勝宝 6 754 
46 代孝謙天皇（749-758）、光仁天皇は、白壁王 45 歳、井上内親王 38 歳時に酒人女王が誕生。俄然として昇

進を速めた。 

天平宝字 3 759 47 代淳仁天皇（758-764）、光仁天皇は、50 歳にして従三位に叙せられる。 

天平宝宇 5 761 47 代淳仁天皇（758-764）、光仁天皇は、井上内親王 45 歳の時、他戸王（第四皇子）が誕生。 

天平宝字 6 762 47 代淳仁天皇（758-764）、光仁天皇は、中納言に任ぜられる。 

天平宝字 8 764 
47 代淳仁天皇（758-764）、光仁天皇は、藤原仲麻呂の乱（恵美押勝の乱）鎮圧に功績を挙げ、称徳天皇の信

任を得た。 

天平神護 2 766 48 代称徳天皇（764-770）、 光仁天皇は、大納言に昇進した。 

神護景雲 4 770 
49 代光仁天皇（770-781）、称徳天皇が崩御する。62 歳の白壁王は大極殿で即位。 

後に井上内親王を皇后に、戸親王を皇太子に立てる。 

宝亀 03 772 49 代光仁天皇（770-781）、皇后の井上内親王が呪詛による大逆を図ったという密告のために皇后を廃された。 

宝亀 04 773 

49 代光仁天皇（770-781）、高野新笠所生の山部親王が皇太子に立てられた（のちの桓武天皇）。背景には、藤

原百川ら藤原式家の兄弟と彼らが擁立する山部親王の陰謀である。 井上内親王と連座した他戸親王は庶人

になり、大和国宇智郡の没官の邸に幽閉。 

宝亀 06 775 
49 代光仁天皇（770-781）、井上内親王等が幽閉先で急死。不自然な死には暗殺説。天武天皇の皇統は完全

に絶えた。49 代光仁天皇の即位？、藤原百川とともに便宜を謀った藤原蔵下麻呂が急死。 

宝亀 07 776 49 代光仁天皇（770-781）、祟りを恐れた光仁天皇より秋篠寺建立の勅願が発せられる。開基は善珠僧正。 

宝亀 08 777 

49代光仁天皇（770-781）、光仁天皇が不豫（病）となり、山部親王も死の淵をさまよう大病を得た。この年の冬、

雨が降らず井戸や河川が涸れ果てたと『水鏡』は記している。これらの事が井上内親王の怨霊によるものと考え

られ、皇太子不例（病）の 3 日後の同年 12 月 28 日、井上内親王の遺骨を改葬し墓を御墓と追称、墓守一戸を
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置くことが決定した。光仁天皇は 70 歳まで政務に精励した。 

天応元 781 
50 代桓武天皇（781-806）、光仁天皇の第一皇女・能登内親王に先立たれ心身とも衰え、病を理由に皇太子に

譲位。12 月崩御 

天応 02 782 

50 代桓武天皇（781-806）、光仁天皇の死亡、閏正月頃、天武天皇の曾孫・氷上川継によるクーデタ未遂事件

が起きた(氷上川継の乱）。川継の父は藤原仲麻呂の乱（恵美押勝の乱）で戦死した塩焼王、母は井上内親王

の同母妹不破内親王であった。 

延暦 06 787 50 代桓武天皇(781-806）は、長岡京の南郊の地を選び、郊祀壇（こうしだん）を設けた。 

嘉禎 04 1238 87 代四条天皇(1232-1242）、交野天神社本殿は、一間社流造、檜皮葺を修理。鎌倉時代。 

応永 0８ 1401 100 代後小松天皇(1392-1412）、交野天神社本殿の再建。再築には紀朝臣光実。 

応永 09 1402 100 代後小松天皇(1392-1412）、交野天神社本殿は、一間社流造と檜皮葺を修理。室町時代。 

嘉吉 02 1442 

102 代後花園天皇(1428-1464）、交野天神社本殿は、屋根の葺替時に、朝廷より特使の参向がり、鎧葺を檜皮

葺に改めた。全体の外観は雄大な手法で鎌倉時代の様式を残し、蟇股等の彫刻は、繊細で美しく、室町時代

の初期の特色を備えた。 

元治元 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。 

昭和 04 1929 

124 代昭和天皇(1926-1989）、大阪府指定文化財・継体天皇樟葉宮跡伝承地。石柱標「此付近の継体天皇樟

葉宮址」を大阪府が建立。大阪府指定文化財・継体天皇樟葉宮跡伝承地。石柱標「史跡 継体天皇緯葉宮跡

伝承地」を大阪府教育委員会が建立。大阪府古文化記念物等保存顕彰規則により史跡に指定。 

昭和 19 1944 大破損の為、解体修理を行う予定の処、大東亜戦争が益々苛烈により一時中止し、終戦後改めて大修理。 

昭和 25 1950 
125 代今上天皇(1989-）交野天神社本殿、一間社流造、檜皮葺。 重要文化財に指定。 

交野天神社末社八幡神社本殿は重要文化財に指定。 

昭和 34 1959 

125 代今上天皇(1989-）大阪府指定文化財・継体天皇樟葉宮跡伝承地。 

石柱標「史跡 継体天皇緯葉宮跡伝承地」を大阪府教育委員会が建立。 

大阪府古文化記念物等保存顕彰規則により史跡に指定。 

昭和 39 1964 125 代今上天皇(1989-）交野天神社本殿は国の重要文化財に指定された。 

昭和 46 1971 
125 代今上天皇(1989-）大阪府指定文化財・継体天皇樟葉宮跡伝承地。 

大阪府文化財保護条例により史跡に指定。 

平成 16 2004 
125 代今上天皇(1989-）枚方市指定文化財。交野天神社末社貴船神社本殿 一問社流造、檜皮葺。枚方市

指定有形文化財に指定。 

 


