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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage 

studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net 

Society which went in "the Omiya Shrine" which is Higashi-yodogawa-Ku, OSAKA, an area of 

ancient Settsu Province. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific 

management method.The main enshrined deity is the 27th Emperor Ankan (531-535). The main 

shrine faced the bank of the Kyu-Yodo River northern coast before the repair, and there was Big 

tree of Kusu, cedar, pine called More than 1,000 years years old. Therefore, the shrine was called 

"Omiya Forest".  

Omiya shrine, because of Yodogawa renovation of 1900, has been transferred to the present 

location in 1904. Shrine foundation is, generations 27th Emperor Ankan (531-535), it has been 

recorded from now about 1500 years ago, and the cattle are to go to this land was grazing and 

conceded the cheese in Settsu Province. The enshrined deity is next five companies.①Prince 

Shōtoku- shrine:Prince Shōtoku. ②Nitten-shrine：Amaterasu-ōmikami.③Hatiman-shrine：15th 

Emperor Ōjin(270-310). ④Kusu-inari-shrine is Uka-no- mitama-  no-kami and worships a 

guardian deity of food and the business, the spirit of a dead person of "Big tree of Kusu". ⑤ 

Toyokou-shrine is Uzikosorei and enshrines Naobi-no-mitama. 

Frontage and depth of the main hall (Honden) are, respectively, 4.52m and 5.05m. Structure of 

the Haiden is Irimoya-/Nagare-tsukuri. Frontage and depth of the haiden are, respectively 3.24m 

and 6.67m. Torii is seven engines, and the high is 4.82m. As the scale of Tōrō, the maximum value 

of 4.26m, the mean value of 2.51m and minimum values are 14 groups containing a 1.60. The 

erection of the Tōrō is 1835-1940 years. 

キーワード：河内王朝の開祖の応神天皇、聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の建築様式 

 Keywords：Emperor Ōjin of Founder of Kawachi Dynasty, Prince Shōtoku, Multilingual 

Translation of History, Architecture of the shrine 
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別図.別図.大宮（大宮神社）境内建築物の配置図 

別表.大宮年代順の内容 

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総合学術調査の

一部である。本稿は、大阪市東淀川区にある大宮(旧大宮神社）、古代の地域である。地域は北緯 34 度 44 分

31.5秒と東経 135度 32分 49.7秒で、標高は 5.0mである。主祭神は、第 27代安閑天皇(531-535)である。相

殿神は、天手力男命(ｱﾒﾉﾀﾁﾞｶﾗｵﾉﾐｺﾄ)、大己貴命(ｵｵﾅﾑﾁﾉﾐｺﾄ)である。 

社殿は、改修前の旧淀川北岸の堤に面し、樹齢 1000 年以上という楠・杉・松の大樹があった。ゆえに、社殿

は、｢大宮の森｣といわれた。淀川を上る船は、この森を目印に舵を北に取り、帆を逆に巻き上げ進行した。大宮

社は、明治 33（1900）年の淀川改修のため、明治 37（1904）年に現在地に移転された。大宮社は明治 43 年

（1910 年）に三番の豊国（ﾎｳｺｸ）神社を、大正 8 年（1919 年）に橋寺の橋多賀神社を合祀した。神社創建は第

27代 安閑天皇(531-535)、今から約 1500年前、この地に行かれ牛を放牧させてチーズを献上したと摂津の国

に記録されている。徳川時代の三十石船からも、この森が燈台の役をして大宮大明神、大宮大権現と親

しみ、あがめられていた。（古地図に逆巻の地名が見られる）。ここでは、図 1-1 は明治 18（1885）年頃、

当宮付近図（淀川改修前）であり、天王寺庄が見られる。図 1-2 は、昭和 25（1950）頃、当宮付近図（淀

川改修後）であり、豊里三番町、豊里町と平田の地域は、東淀川区や旭区にも見られる。本殿の間口は 4.52

ｍ、奥行は 5.05mと面積は 22.83平方ｍである。拝殿は入母屋造/流造、間口 3.24m、奥行 6.67m、面積 21.61

平方ｍである。 
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図 1-1.明治 18（1885）年頃、当宮付近図（淀川改修前） 図 1-2.昭和 25（1950）頃、当宮付近図（淀川改修後） 

 

祭神は次の五社である。すなわち、 

①聖徳太子社：聖徳太子(574-622)。境内末社である聖徳太子社の規模は間口 1.73m・奥行 1.36m である。 

②日天社(ニｯﾃﾝｼｬ)：天照皇大御神。境内末社である日天社の規模は、間口 1.93m・奥行 2.26m である。 

③八幡社：15 代応神天皇(270-310)、応神天皇は、治山治水に務められ、文化の移入にも事の外力を尽くさ

れた。論語の渡来もこの時である。「弓矢の神」であり、「武道の神」であり。「歯痛を静める神」としても有名で

ある。境内末社である八幡社の規模は、間口 0.97m・奥行 1.15m である。 

④楠稲荷社：宇賀御魂神(ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐ)、食物や商売の守護神、楠の大樹の御霊を祀る。境内末社である楠

稲荷社の規模は、間口 1.04m・奥行 1.16m である。 

⑤豊光社：氏子祖霊(ｳｼﾞｺｿﾚｲ)、氏子祖霊、直毘の御霊(ﾅｵﾋﾞﾉﾐﾀﾏ)をお祀りしている。境内末社である豊光

社の規模は、間口 0.96m・奥行 1.13mである。鳥居は正面鳥居（最高 4.20）を含み 7基である。灯籠は１４基（最

高 4.26m、平均 2.51ｍ、最低 1.60ｍ）で、建立年代（1835～１９40 年）である。  

古墳時代の東淀川区の大宮の周辺は多くの島によって大阪の文化開発の基礎を繰り広げた地である。我々

は、そうした歴史背景を抑えつつ大宮の社殿・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

等によって神社および周辺の歴史、伝承地の由来についても調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を

決定づけた舞台としての大宮を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

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

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

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

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

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

調査であったため、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成

果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻

訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

2．大宮（神社）の資料 

2-1.第２７代安閑天皇の皇居と古墳  
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2-1a. 第２７代安閑天皇の皇居 

表 2-4 は古墳時代と飛鳥時代の天皇の宮名称の一部である。第１５代応神天皇（270-310）、第１６代仁徳天

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

所推定地である。応神天皇は明らかに記述されている。河内王朝の強い政治勢力は、巨大な皇室から想定す

ることができる。安閑天皇の宮名は。日本書紀 

御  父 ： 古墳時代（15-26 代）、26 代継体天皇（507－531）、継体天皇（ｹｲﾀｲﾃﾝﾉｳ）の第一皇子。 

御  母 ： 手白香皇女、尾張連草香の娘目子媛。母 ：母尾張目子媛（ｵﾜﾘﾉﾒﾉｺﾋﾒ）である。 

『古事記』では尾張連等の祖凡連の娘・目子郎女。『日本書紀』では目子媛。 

生没年 ：466？～531）？～安閑天皇２（535）年 ７０歳（日本書紀）。 

異  称 :勾大兄尊（ﾏｶﾞﾘﾉｵｵｴ）・勾大兄皇子（広国排武金日天皇：日本書紀）。 

広国押武金日尊（ﾋﾄｸﾆｵｼﾀｹｶﾅﾋ）・広国押建金日命（古事記）。 

時  代 ： 飛鳥時代（27-37 代）。 

皇  后 ： 春日山田郎女（ｶｽｶﾞﾉﾔﾏﾀﾞ）。：第 24代仁賢天皇の皇女）。 

同母弟 ：武小広国押盾尊（宣化天皇）。531 年即位、継体天皇崩御。 

皇  妃 ：①沙手媛（許勢男人大臣の娘）、②香香有媛（沙手媛の妹）、③宅媛（物部蓮子大連の娘）。 

皇居・宮：勾金橋宮（ﾏｶﾞﾘﾉｶﾅﾊｼﾉﾐﾔ：奈良県橿原市曲川町）、532 年。 

仁賢天皇の娘の春日山田皇女を皇后として迎える。 

兄  弟：第 28 代・宣化天皇（535-539）と 29代欽明天皇（539－571）の兄。 

陵 名：古市高屋丘陵（ﾌﾙｲﾁﾉﾀｶﾔﾉｵｶﾉﾐｻｻｷﾞ）。 

古 墳：高屋築山古墳、前方後円墳、堀。 

 

表 2-4.古墳時代と飛鳥時代の天皇の宮名称 

 

 

摂津三島の竹村屯倉を始め全国に屯倉を数多く作り、皇室財政に大きく貢献した。勾金橋宮（奈良県橿原

市）に皇居を構え、安閑 2年に没して古市高屋丘陵に葬られた。即位の年次に関しては、安閑天皇とその同母

弟の宣化天皇、および異母弟の欽明天皇がそれぞれ同時期に皇位にあったという「王朝併立」の説も提起され

ている。略歴： 466 年生誕 、大伴大連金村と物部麁鹿火大連（もののべのあらかい）を元のとおり大連とする。

なお、1889 年から 1956 年まで存続した「金橋村（高市郡）」（現、橿原市）は、この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、郵便局名等々にその名を留めている。 
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 安閑天皇の皇居跡と言われている金橋神社がある。継体天皇の後を受けて、66 歳にして即位したが、わず

か 4 年で崩御した。 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されている。なお、『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。このことから、継体天皇の死後、

安閑天皇・宣化天皇の朝廷と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

（「辛亥の変」説）。 

 

2-1ｂ.第２７代安閑天皇の両立案 

第２７代安閑天皇は、継体天皇の第一皇子である。日本書紀によれば、幼少の時期から器量に優れ、武威に

たけ、寛容な性格であったと伝えられる。この時代、各地に屯倉（ﾐﾔｹ）が増設された。これは磐井の反乱に荷

担して破れた地方の豪族が、許しをこうために献上したので、国家財政は安定した。日本書紀によると「継体天

皇」の後を継ぐのは 27 代「安閑天皇」であり、その後は「27 代宣化天皇」である。しかし、異説があり、「継体」の

後は「２９代欽明天皇」だと言う。 

「上宮聖徳法皇帝説」によれば、第 29代欽明天皇の治世は 41年と記録し、日本書紀では 32年である。しか

も、継体の死後安閑が即位するまで２年の空白がある。欽明の即位を認めない勢力が、継体死後２年目に安

閑・宣化を擁立した。継体の死後 10 年ほど、王権をめぐって２つの王統が紛争を継続した。 

継体が 20 年も大和に入れなかったことや、「磐井の反乱」が、継体体制が不満で引き起こされ、継体死後もま

だ抗争が尾を引いたと考えられる。４人の皇妃を持ちながら、天皇の跡継ぎがなかった。そこで天皇は大伴金

村に勅を下した。大伴金村は、皇后や皇妃の為にも屯倉を設置する事を進言し、小墾田（ｵﾜﾘﾀﾞ）の屯倉と田

部（ﾀﾍﾞ）の民を沙手媛（ｻﾃﾋﾒ）に、桜井の屯倉と田部を香香有媛（かかりひめ）に賜るよう提案して、天皇も了

承した。が、朝廷の動きに対し、各地の豪族の反応は様々であった。県主飯粒は命令通り土地を朝廷に献上し

たが、大河内直味張は土地を惜しんで命令に服従しなかった。そのため、朝廷は前者を厚遇し、後者を冷遇

する。味張（ｱｼﾞﾊﾘ）は悔いて仕丁（ｼﾁｮｳ）を天皇に奉った。表 2-4 は飛鳥時代、第 27 代安閑（あんかん）天皇

の内容である。 

 

表 2-5.飛鳥時代の初代天皇である第 27 代安閑（あんかん）天皇 

異称 勾大兄皇子（ﾏｶﾞﾘﾉｵｵｴ：広国排武金日天皇：日本書紀）、 

広国押建金日命（ﾋﾛｸﾆｵｼﾀｹﾉｶﾅﾋﾉﾐｺﾄ：古事記） 

生没年 ？～安閑天皇２年 ７０歳（日本書紀） 

在位期間 継体２５年（安閑天皇元年）+2～安閑天皇２年（日本書紀）     

父 継体天皇 第一皇子 

母 目子媛（ﾒﾉｺﾋﾒ：尾張連草香（ｵﾜﾘﾉﾑﾗｼﾞｸｻｶ）の娘） 

皇后 春日山田皇女（ｶｽｶﾞﾉﾔﾏﾀﾞﾋﾒ：仁賢天皇の皇女） 

皇妃 
沙手媛（ｻﾃﾋﾒ：許勢男人(ｺｾﾉｵﾋﾄ）大臣の娘）、香香有媛（ｶｶﾘﾋﾒ：沙手媛の妹）、 

宅媛（ﾔｶﾋﾒ：物部蓮子大連（ﾓﾉﾉﾍﾞﾉイタビｵｵﾑﾗｼﾞ）の娘） 

皇子皇女 なし 

宮 勾金橋宮（ﾏｶﾞﾘﾉｶﾅﾊｼﾉﾐﾔ：奈良県橿原市曲川町） 

2-1ｃ.第２７代安閑天皇の皇陵古墳  
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この時代、地方における国造（ｸﾆﾔｯｺ）の地位を巡る争いも頻繁に行われた。朝廷が争いの仲裁に入り問題

が解決した後、感謝した国造から朝廷に御礼が献上されたりした記事が見える。百舌鳥古墳群に始まって、古

市古墳群、一須賀古墳群、淡輪古墳群、そして紀州へと続く一連の大阪湾岸に築造された古墳群を考える時、

中期渡来人達（初期は北九州）が、この湾岸に覇を競い、河内平野から紀州平野にかけて大軍馬団を駆けめ

ぐらせていた光景を想像してしまう。抗う豪族をなぎ倒し、民衆を傅（ｶｼｽﾞ）かせ支配して、あのような大きな墓を

築造した。戦いに明け暮れる４世紀は、当然大陸や半島からの使者などが訪れる余裕もなく、記録も残らず、

やがて史上「謎の４世紀」と呼ばれる。 

初期大和王権の記紀に登場する大王達の物語は、大半がこの渡来してきた連中？。現在「古墳時代」と呼

ばれる時代に、中国・半島からの渡来民族達が大乱を繰り返し、３世紀にわたって覇権争いを繰り返した結果と

して、初期大和王朝が成立したのだろう。中央集権、徴税を基本とした国家財政の基盤、日本語の原型、地方

支配の萌芽、ありとあらゆる国家としての粗形が、この時期に成立して行ったものと考えられる。 

安閑・宣化と欽明とが両立；「日本書紀」によれば、安閑天皇は継体天皇の崩御の日に即位したが、継体天皇

は皇嗣を決めていないため皇位をめぐり争い説もある。安閑天皇は勾大兄皇子とも呼ばれ、大兄は天皇の長

子を指す普通名詞であるから、皇嗣を決めていなくとも安閑が継体の後を継ぐことは充分と考えた。また、安

閑・宣化と欽明とが両立して二朝が並立したとの説もある。安閑天皇は勾金橋に都して、仁賢天皇の皇女の春

日山田皇女を皇后としたが、嗣子がなかった。安閑天皇の事績としては、第一に屯倉(三宅)の設置があげられ、

そして勾舎人部(ﾏｶﾞﾘﾉﾄﾈﾘﾍﾞ)や犬養部を置いたことがあげられる。表 2-5 は第２７代安閑天皇陵古墳 （高屋

築山古墳）である。 

 

    

写真 2-3.安閑天皇の古市高屋丘陵と継体天皇皇女・神前皇女墓で、陵墓の鳥居と碑石 

 

写真2-3は、安閑天皇の古市高屋丘陵と継体天皇皇女・神前皇女墓で、陵墓正門、札舎、鳥居と宮祉である。 

 

 

   

写真 2-4.安閑天皇の古市高屋丘陵と継体天皇皇女・神前皇女墓の全景、濠、鳥と松 

 

表 2-6.飛鳥時代、第２７代安閑天皇陵（古市高屋丘古墳） 
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所在地 羽曳野市古市 5 丁目。高屋丘陵の北端に築かれた前方後円墳で、古市古墳群内ひとつ。 

御  陵 古市高屋丘陵（ﾌﾙｲﾁﾉﾀｶﾔﾉｵｶﾉﾐｻｻｷﾞ）。別名の「金日」から金峯の神、蔵王権現として祀られる。 

陵  形 高屋丘陵の北端に築かれた前方後円墳で、古市古墳群内の南側のグループのひとつ。 

規  模 墳丘長122m、後円部直径78ｍ・高さ 13ｍ、前方部幅100m・高さ 12.5ｍ、前方部が開き、後円部が高い。 

周  濠 
全周の幅約 15ｍ、外堤（ｶﾞｲﾃｲ）は地形の変形が著しく、その規模は不明瞭（ふめいりょう）。 

幅約 15ｍで全周しますが、外堤（ｶﾞｲﾃｲ）については地形の変形が著しい。 

墳  丘 中世の高屋城の築造や陵墓改修に伴って、古墳本来の形態が大きく改変。 

出  土 
埴輪や須恵器（ｽｴｷ）の特徴、正倉院（ｼｮｳｿｳｲﾝ）と同種のペルシャ製ガラス椀の年代観から古墳は 6 世

紀前半頃に築かれたと考えられる。 

その他 
「磐井の反乱」に加勢して敗れた地方豪族が許しを乞うために献上したものだと考えられている。 

兄妹の合葬。 

 

2-2.安閑天皇(531-535)と乳牛牧跡 

2-2-1.大阪市教育委員会の記録 

乳牛牧跡（ちゅうしまきあ

と・ちちうしのまきあと）と

は、平安時代にこのあた

りに置かれていた牧場で、

味原牧とも呼ばれた。朝

廷の薬などを司る典薬寮

という役所の領地で、そ

の名の通り乳牛を放牧し、

牛乳などの乳製品を朝

廷に納めていた。 

 『日本書紀』安閑 2 年 9

月条には「牛を難破大隅

嶋と媛嶋松原に放て」と

いう記事があり、古くから

淀川流域が、牛の放牧に

適した土地柄であったこ

とが判る。大隅嶋・媛嶋

は、現在の東淀川区・淀川区・西淀川区のあたりと推定される。 

 乳牛牧がいつごろまで続いていたかは判らないが、その名前は、乳牛牧村や乳牛牧小学校など、最近まで

残っていた。近くにあった乳牛山教照寺という浄土真宗のお寺には、大坂本願寺内の土で作ったという瓦製の

牛の像が伝えられていました。牛に対する厚い信仰を示すもので、この地域と牛との深い繋がりを今に伝えて

いる。 

 

 

写真 2-3.大阪市東淀川区、乳牛牧跡 
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写真 2-4.乳牛牧跡の池 写真 2-5.角頭橋 写真 2-6.乳牛牧跡の池の史跡 

 

2-2-2.広報「ひがしよどがわ」 

 古代律令制時代以来、典薬寮（ﾃﾝﾔｸﾘｮｳ：朝廷で医薬を取り扱っていた官省に所属していた牛牧「味原牧（ｱ

ｼﾞﾌﾉﾏｷ）」がありました。「味原牧」は、摂津市の味原（ｱｼﾞﾌ）の地から淀川が分流する江口の下流部（現在の南

江口・大桐・大道南あたり）に分布していたといわれ、乳牛を飼育していたことから「乳牛牧」と呼ばれていました。

牛牧の住民は牛を飼育して、牛乳や蘇（ｿ：牛乳を煮つめて濃くしたもの）、酪（ﾗｸ：牛乳を精煉した飲料、それ

から作るチーズなど）を製造するとともに、毎年、母牛と子牛を典薬寮の乳牛院に送ることが義務づけられてい

ました。そのため、一般の所役や雑役を免除され、その特権を活かして次第に田畑を開拓し、その田畑は年貢

課役が免除されたため、中世には牧の中に田畑が広がり荘園（私有地）化していきました。 

 室町時代には一般の荘園と同様に支配され、やがて摂津守護の支配となり典薬寮の所属から離れました。嘉

吉（ｶｷﾂ）2 年（1442 年）、摂津守護であった細川持賢（ﾎｿｶﾜ-ﾓﾁｶﾀ）によって崇禅寺に寄進され、寺領となりま

した。このことは、平成 15 年度に大阪市指定文化財に指定された崇禅寺文書（ｿｳｾﾞﾝｼﾞ-ﾓﾝｼﾞｮ）のうちの 1 つ

「細川持賢寄進状」に記されている。 

 現在の大隅東・西小学校は、大正 15 年（1926 年）に改称する以前は「乳牛牧尋常小学校」と称した。これは

『日本書紀』安閑天皇 2 年 9 月条に「牛を難波大隅島と媛島松原に放つ」と記されていること、この付近に乳牛

牧があったことにちなむと云われる。大阪府大阪市東淀川区大桐５丁目には、乳牛牧跡の碑が建てられている。

（「広報ひがしよどがわ」平成 17年 1月号） 

 

2-3.聖徳太子 

聖徳太子・敏達天皇 3(574)年－推古天皇 30（622）年 4 月 8日)は、用明天皇第二皇子であり、母は欽明天

皇の皇女である。推古天皇のもと、蘇我馬子と協調して政治を行い、国際的緊張のなかで遣隋使を派遣するな

ど大陸の進んだ文化や制度をとりいれて、冠位 12 階や十七条の憲法を定めるなど天皇を中心とした中央集権

国家体制の確立を図った他、仏教を厚く信仰し興隆につとめた。 

生 涯：574―622年 

役 職：皇太子 

両 親：父用明天皇、母穴穂部間人皇女。 

称 号：①上宮王、②豊聡耳、③上宮之厩戸豊聡耳命、④法主王、⑤豊聡耳聖、⑥徳豊聡耳法大王、 

⑦上宮太子聖徳皇、⑧厩戸豊聰耳聖徳法王、⑨上宮厩戸、⑩厩戸皇太子。 

全名:厩戸皇子、厩戸王。敬称:皇子、太子 
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配偶者：①菟道貝蛸皇女、②刀自古郎女、③橘大郎女,④膳大郎女。 

子女 : ①山背大兄王、②財王、③日置王、④白髪部王、⑤長谷王、⑥三枝王、⑦伊止志古王、⑧麻呂

古王、⑨片岡女王、⑩手島女王、⑪春米女王、⑫久波太女王、⑬波止利女王、⑭馬屋古女王。 

その他：飛鳥時代の皇族、政治家。厩戸皇子・厩戸王の後世の呼称 

 

安閑天皇・聖徳太子ほかを祭る天皇は、しばしば当地に行幸、牛を放牧して開発をはかり（『日本書紀』）。

聖徳太子は、四天王寺を最初当地に建立を計画したことによる。当社には鎌倉初期の太子画像を蔵し、また

地名も天王寺庄がある（大阪府史）。また、この地は聖徳太子の伝承が多く、主祭神、御神体の木像は聖徳太

子の直作といわれている。聖徳太子は、この地を四天王寺建立の候補地として考えられた。が、洪水が多いた

め、森の宮から天王寺に建立されました。 

この地を訪れた 42 歳（６１５年）の聖徳太子は、村人達の歓待のお礼に自画像を描き贈られ、伝えられ奉祀。

この時は犬上御田鍬ら隋から帰る。百済の使者、犬上御田鍬に従って来朝する。高句麗の僧、恵慈帰

国した国際的に多忙な時期である。その旧跡であることから、大阪市へ編入される大正 14(1925)年まで「西

成郡天王寺庄」と称していた。また、聖徳太子の別称・豊聡耳（ﾄﾖﾄﾐﾐ）皇子から「豊里町」と名づけられた (区広

報誌) 。社殿は淀川に面し、森林に囲まれて「大宮の森」といわれた。 

明治 33（1900）年、淀川改修ですべて新淀川の河川敷になり、現地に移転した。それまでは、この森は淀川

を遡行する船の恰好の目標になり、この森を見て帆を上げ下ろした。台風により倒壊し、長年本殿に合祀さ

れ、平成 25（2013）年 6 月に地元の崇敬者により再興された。 また、この地は聖徳太子の伝承が多く、主祭神、

御神体の木像は聖徳太子の直作といわれている。 

2-3a.聖徳太子の創建時期 

日本書紀に推古天皇元年（593）、「この年、始めて四天王寺を難波の荒陵（ｱﾗﾊｶ）に造りはじめた」

とあり寺伝でもこれを採用している。当初の四天王寺は現在地ではなく、摂津の玉造（大阪城公園の東南

角、JR 森ノ宮駅前）の岸辺にあり、593 年から現在地で本格的な伽藍造立が始まったという解釈もある。なおこ

の年は聖徳太子が摂政となった年でもある。発掘調査による出土瓦から、中心伽藍が整備されたのは７世紀初

頭の推古天皇 15（607）年頃であろうと推定されている。  

2-3ｂ.聖徳太子の創建目的 

  四天王寺の創建目的には二つの見方がある。一つは、聖徳太子の物部守屋討伐戦勝誓願成就を建立

目的だとするもの、今ひとつは、当時の激動する東アジア情勢を受けて、当時の日本の玄関口であっ

た難波津の丘の上に最先端技術による壮麗な伽藍を建立することによって、その国威を諸外国に対し

て誇示すると同時に、四天王の法力による国家鎮護を祈願したのが建立目的だとする。 

2-3ｃ.聖徳太子の建立動機 

建立の動機も、丁未の乱で敗死した物部守屋とその一族の霊を鎮めるため、とりあえず守屋の最後の拠点

の摂津の玉造の難波邸宅跡に御堂を営んだ６年後、荒陵の地に本格的な伽藍建築が造営されたとされる。ま

た、現四天王寺には守屋祠（聖徳太子の月命日 22日に公開。物部守屋、弓削小連、中臣勝海を祀る）があり、

寺の伝説には守屋が四天王寺をキツツキになって荒らしまわり、それを聖徳太子が白鷹となって退治したとの

縁起がのこっており守屋らの社を見下ろす伽藍の欄干に太子の鷹の止まり木が設置されているなどから、御

陵社の意味合いを推察する向きもある。 

四天王寺について次のように要約できる。①山号：荒陵山、②創建年：推古天皇元年（593）、③寺格：
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総本山、④別称：金光明四天王大護国寺である。⑤本尊：救世観世音菩薩、⑥宗派：和宗、⑦開基：

聖徳太子、⑧所在地：大阪市天王寺区 1-11-18 である。 

2-3ｄ.聖徳太子の輪廻転生 

輪廻転生とは、人はどこからきて、どこへいくのか？ よく問われ、哲学の最大の命題で、輪廻と転生を合せ

たことである。死んであの世に還った霊魂（魂）が、この世に何度も生まれ変わってくることを言う。聖徳太子の

シュヴァンツェルは、霊天上界にある八次元如来界最上段階にいる大天使のひとり。七大天使のウリエルなどと

共に、政治関係を指導している。紀元前600年頃、古代ギリシャに７賢の１人であるソロンが生まれ、アテネ民主

政の創始者となった。その後、574 年に日本に聖徳太子として転生した。日本における仏教の興隆に努め、官

司制を取り入れた冠位十二階を制定し、天皇の中央集権を強化、新羅遠征計画を通じた軍事力の整備、遣隋

使の派遣による外交政策など、日本の国家としての基盤づくりに努めた。また、「和をもって貴しと為す」で始ま

る「十七条憲法」が有名。さらに 1809 年、アメリカにエイブラハム・リンカーンとして転生し、186３年に奴隷解放

宣言を行った。ゲティスバーグ演説の一節にある「人民の、人民による、人民のための政治」という言葉が特に

有名である。http://lmr.cc/JPN_message/spirit/amat.html 

 

3.大宮(旧大宮神社)の由来と現在 

3-1.大宮の和文由来と現在 

1.祭神：第 27 代安閑天皇(ｱﾝｶﾝ-ﾃﾝﾉｳ)を主祭神とし、明治 43（1910）年、村社豊国神社の御祭神・天手力男

命(ｱﾒ-ﾉ-ﾀﾁﾞｶﾗｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ) と大正 8（1919）年、橋多賀神社の御祭神・大己貴命(ｵｵﾅﾑﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ)を合祀（ｺﾞｳｼ）

し、相殿に奉斉している。 

2.起源：安閑天皇は、しばしばこの地に行幸あそばされ、即位の二年秋、勅して牛を放牧せしめられ、土地の

発展を計らしめ給うた。後に、御徳を慕い祭祀奉ったが、その年代は詳かでない。  

３.聖徳太子の伝承：聖徳太子は、当初、この地に四天王寺を建立しようとされたが、淀川氾濫による洪水が多

かった為、現在の場所に変更された。この事から、明治初期まで「天王寺庄」の地名が残されていた。地名の他

にも、太子に纏わる多くの伝承と共に、聖徳太子社として境内にお祀りされている。 

４.移転前の立地：明治時代の大規模な淀川改良工事までは、旧淀川北岸の堤に面していた。境内は千年に

余る楠・杉・松の大樹数本、二丁余りの竹藪と共に、千古を語る鬱蒼とした森であった。徳川末期には、京都東

本願寺の棟木を献上したと伝わっている。  

当時、淀川を京に向け逆上る船は、この森を目標にして西風を帆一ぱいにはらませ逆航し、当宮の正面に

致って帆を一担おろし、舵を北に取って帆を逆に巻き揚げ北進し、辻堂の浜にかかって舵を東に帆を元にもど

して、江口・鳥飼へと東進し、川を逆上って行ったと言われている。 

５.淀川改修と移転 ：明治 33（1900）年 5月、淀川改修工事施工にあたり、境内は新淀川の河川敷となった。そ

のために、老樹・竹藪を伐採して現在地に遷座した。同時に、氏地の中央に新淀川が掘替され、川幅も広くな

り、逆巻は洪水もなく、氏地は真二つに分断された。従って、大正 14（1925）年に大阪市に編入された時、南岸

となった地域も北岸と同じ東淀川区であった。後、昭和 17（1942）年、南岸は、旭区となったが、町名区画は旧

来のまま橋寺町・豊里町・豊里三番町と変らなかった。だが、昭和 46（1971）年旭区の町名区画が変更され、太

子橋・大宮・中宮・生江の北部に連なることとなり、氏地の境は不鮮明となった。  

6.建築物：本殿の間口と奥行は、それぞれ 4.52ｍと 5.05m である。拝殿の構造は入母屋造/流造である。拝殿
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の間口と奥行きは、それぞれ 3.24m と 6.67m である。鳥居は 7 基で、最高値は 4.82ｍである。灯籠の規模とし

て、最大値は 4.26m、平均値は 2.51ｍと最小値は 1.60を含む 14基である。石灯籠の建立は 1835～1940年間

である。 

 

表 3-1.大阪市東淀川区、大宮の日文詳細資料 

1 主祭神 
第 27 代 安閑天皇(531-535) 。 

相殿神：天手力男命(ｱﾒ-ﾉ-ﾀﾁﾞｶﾗｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)、大己貴命(ｵｵﾅﾑﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ) 

2 神社創建 

第 27 代 安閑天皇(531-535)は、今から約 1,500 年前、この地に行幸あそばされ、即位の二年

秋、勅して牛を放牧せしめられ、チーズを献上。摂津の国、『日本書紀』。後に、御徳を慕い祭

祀奉ったが、その年代は詳かでない。 

3 勧請神 

社殿は、改修前の旧淀川北岸の堤に面し、樹齢1000年以上という楠や杉、松の大樹が多数あ

ったので｢大宮の森｣といわれた。淀川を上る船はこの森を目印に舵を北に取り、帆を逆に巻き

上げ進行した。明治 33（1900）年の淀川改修のため明治 37（1904）年に現在地に移建され、明

治 43 年（1910 年）に三番の豊国神社を、大正 8 年（1919年）に橋寺の橋多賀神社を合祀。 

4 祭 神 

1) 聖徳太子社：聖徳太子(574-622)。2) 日天社(ｲｯﾃﾝｼｬ)：天照皇大御神。3)八幡社：15 代応

神天皇(270-310)、応神天皇は、治山治水に務められ、文化の移入にも事の外力を尽くした。

論語の渡来もこの時である。弓矢の神で武道の神の信仰。歯痛を静める神としても信仰。4) 楠

稲荷社：宇賀御魂神(ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ-ﾉ-ｶﾐ)、食物や商売の守護神、楠の大樹の御霊を祀る。5) 豊

光社：氏子祖霊(ｳｼﾞｺｿﾚｲ)、氏子祖霊、直毘の御霊(ﾅｵﾋﾞ-ﾉ-ﾐﾀﾏ)をお祀りしている。   

5 社格等 旧村社、 

6 例 祭 4 月 17 日（春祭）7 月 20 日（夏祭）10 月 22 日（例祭） 

7 宮 司 宮司：木岡 一浩、名誉宮司：木岡 弘二  

8 鎮座地 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南 3 丁目 2-2   

9 交通手段 市営地下鉄今里筋線のダイドウ豊里駅の東に徒歩 5 分、市バス豊里の徒歩 2 分。 

10 位 置 北緯 34 度 44 分 31.5 秒 東経 135 度 32 分 49.7 秒    

11 標 高 5.00m。 

12 電話・FAX TEL：06-6328-7104 と FAX：06-6328-5793   

13 本 殿 間口 4.52ｍ、奥行 5.05m、面積 22.83 平方ｍ 

14 拝 殿 入母屋造/流造、間口 3.24m、奥行 6.67m、面積 21.61 平方ｍ 

15 境内末社 

1）聖徳太子社の間口 1.73m・奥行 1.36m。2）日天社の間口 1.93m・奥行 2.26m。3) 八幡社の

間口 0.97m・奥行 1.15m。4) 楠稲荷社の間口 1.04m・奥行 1.16m。5) 豊光社の間口 0.96m・奥

行 1.13m。 

16 鳥 居 正面鳥居の柱間距離3.64ｍ、貫上3.88ｍ、笠木上4.61ｍ､反リ増し4.829ｍを含む７基である。 

17 灯 籠 
石灯籠の高さは、最大 4.26m・平均 2.51ｍ・最小 1.60 を含む 9 基。 

建立年度は 1835～1940 年間である。石灯籠数は 14 基である。 

18 その他 
大宮は、大阪市東淀川区大道南に鎮座する神社。旧称で大宮とも呼ばれる。古くは蔵王

権現・牛頭天王・大宮大権現・大宮大明神と呼ばれた。 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%96%B6%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E4%BB%8A%E9%87%8C%E7%AD%8B%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E5%85%89%E5%9B%9B%E4%B8%81%E7%9B%AE%E9%A7%85
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3-2.大宮の英文由来と現在  

1. The Gods：Worshipped Gods is The 27th Emperor Ankan (531-535). The Omiya Shrine is 1910 

in combined Toyokuni shrine of the god (Ame-No-Tadikarao-No-Mikoto) and Taisho 8 (1919) of 

Hashi-taga shrine in the year god (Oonamuti-No-Mikoto) ing. 

2. The origin：27th Emperor Ankan (531-535) is about 1, 500 years ago, is Asobasa in this land, the 

coronation of two years autumn, cattle allowed to graze, was conceded the cheese. Settsu countries, 

"Chronicles of Japan". Later, it has been worshiped ritual Want His virtue, its age is not or more.  

3. The Folklore of Prince Shotoku：Prince Shotoku is, initially, has been to try erected Shitennoji 

in this land, because flooding Yodogawa flooding there were many, it has been changed to the 

current location. From this fact, the place name of "Tennoji Zhuang" has been left up to the early 

Meiji era. In addition to the place name, coils round with many of lore in Taishi, has been deified in 

the precincts as Prince Shotoku-Zhuang. 

４. Location before Transfer: Omiya Shrine, until large-scale Yodogawa improvement work of the 

Meiji era, has been facing the banks of the old Yodogawa north coast. Omiya precincts of the Shrine, 

along with camphor, cedar and pine Daiki several and bamboo grove, which left over a thousand 

years, was a forest to talk about the great antiquity. The Tokugawa the end, it is transmitted to 

have conceded the purlin of Higashi Honganji Temple in Kyoto. At the time, frenzy ship towards 

the Yodogawa in Kyoto, in this forest goal is Gyakuko the west wind to sail, was down the sail in 

front of Omiya Shrine. 

５. Yodogawa renovation and relocation：1900, Upon Yodogawa renovation construction, the Keidai 

became the riverbed of Shin-yodogawa. Therefore, it was moved to the present location by felling 

the Roju-bamboo grove. At the same time, Shin-yodogawa is sort dug in the center of Omiya Shrine 

land. For this reason, the width of the river is also wider, reverse winding and flooding also 

eliminated, Omiya Shrine land has been divided into two true. Therefore, the area that became the 

southern coast was Higashiyodogawa same as a northern coast when it was admitted into 

Osaka-shi in 1925. 

After, 1942 year, the southern coast became Asahi-ku, but the name of a street division did not 

change as handed-down convention with Hashi-Teramachi-cho, Toyosato-cho, Toyosato Sanbancho. 

But 1971, a name of a street division of Asahi-ku were changed and were connected to the northern 

part of Taishibashi, Omiya, Nakamiya, Ikue. The boundary of the Omiya Shrine place is indistinct. 

But, 1971, is modified street compartment of Asahi-ku, it has been linked in the northern part of 

Taishibashi·Omiya·Nakamiya·Ikue. Border of Omiya Shrine land is unclear. 

6. Yodogawa renovation and relocation：But a name of a street division of Asahi-ku is changed in 

1971-year and will attend the northern part of Taishibashi, onorific term for empress, for dowager 

empress, for grand-dowager empress, Ikue, and the boundary of him place is indistinct. But, 

1971-year town name compartment of Asahi-ku, is changed in the year, become the be connected to 

the northern part of Taishibashi Omiya-Names. 

7. Modern History：Frontage and depth of the main hall (Honden) are, respectively, 4.52m and 
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5.05m. Structure of the Haiden is Irimoya-/Nagare-tsukuri. Frontage and depth of the haiden are, 

respectively 3.24m and 6.67m. Torii is seven engines, and the high is 4.82m. As the scale of Tourou, 

the maximum value of 4.26m, the mean value of 2.51m and minimum values are 14 groups 

containing a 1.60. The erection of the Tourou is 1835-1940 years. 

 

表 3-2.大阪市東淀川区、大宮の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

The 27th Emperor Ankan (531-535) 

 Aidono-Kami：Ame-No-Tadikarao-No-Mikoto, Oonamuti-no-mikoto 

2 Foundation  

27th Emperor Ankan (531-535) is about 1, 500 years ago, is Asobasa in this 

land, the coronation of two years autumn, cattle allowed to graze, was 

conceded the cheese. Settsu countries, "Chronicles of Japan". Later, it has 

been worshiped ritual Want His virtue, its age is not or more. 

3 
Enshrined 

Gods 

Shinto architecture faced the bank of the Kyu-Yodo River northern coast before 

the repair and was said to be "Mori of Oomiya" because there were Kusu and cedar 

more than 1,000 years years old, a lot of Tomoki of the pine. Ship up the 

Yodogawa, the rudder this forest to mark is taken up in the north, advanced 

hoisting sails in reverse. Shinto architecture was moved to the present location 

in 1904 for the Yodo-Gawa renovation of 1900. Meiji 43 years (1910) in the third 

of Houkoku-Shrine, was merged with Hashi-Taga Shrine of Hashi- temple in 1919.  

 

4 Gods 

①Prince Shotoku-sha: Prince Shotoku. ②Nittensha: Amaterasu-ōmikami  

③Hatiman-sha：The 15s Emperor Ojin is acted as for flood control, and external 

force is made for introduction of the culture, and the visit of the Analects of 

Confucius is this time, too. Furthermore, it was believed as God who quieted faith 

and a toothache of God of the martial arts that were God of the bow and arrow. 

④Kusu-inari-sha:Food and trade of guardian deity, the Spirit of Taiki of 

Kusunoki worship. ⑤ Toyokou-sha enshrines Uziko-sorei and Naobi-no 

-mitama.   

5 Engi Formula Old-Murasha 

6 
Annual 

Festival 
April 17 (spring festival), July 20 (summer festival), October 22 (annual festival) 

7 Chief Priest  Kazuhiro KIOKA 

8 Site 〒533-0012, 3-2-2 Daido-minami, Higashi-yodogawa-ku, Osaka-shi   

9 
Access It is a 5-minute walk, a 2-minute walk of city bus Toyosato in the east of die 

doe Toyosato Station of the municipal subway Imazato line. 

10 Latitude 
North latitude 34 degrees 44 minutes 31.5 seconds, east longitude 135 degrees 

32 minutes 49.7 seconds, elevation: 5.00m. 

12 TEL・FAX TEL：06-6328-7104 、FAX：06-6328-5793   
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13 
Shrine 

Pavilions 
Frontage and depth of main hall (Honden) are, respectively, 4.52m and 5.05m.  

14 Haiden 
Structure of the Haiden is Irimoya-/Nagare-tsukuri. 

Frontage and depth of the haiden are, respectively 3.24m and 6.67m.  

15 
Keidai 

Massha 

The enshrined deity is next 5-Sha. ①Prince Shōtoku-shrine/Prince Shōtoku. 

②Nitten-shrine/Amaterasu-ōmikami. ③Hatiman-shrine/15thEmperorŌjin. 

④Kusu-inari-shrine is Uka-no-mitama-no-kami and worships a guardian deity of 

food and the business, the spirit of a dead person of "Big tree of Kusu".  

⑤ Toyokou-shrine is Uzikosorei and enshrines Naobi-no-mitama. 

16 Torii 

The distance between the pillar of the front torii, the upper part of nuki and 

the upper part of kasagi are 3.64m, 3.88m and 4.61m each. The number of 

Torii is seven engines. 

17 Tourou 

As the scale of Tourou, the maximum value of 4.26m, the mean value of 2.51m and 

minimum values are 14 groups containing a 1.60. The erection of the Tourou is 

1835-1940 years. 

18 
Special  

Ritual 

Omiya is a Shinto shrine enshrined in Daidominami, Higashi-yodogawa-ku, 

Osaka-City and is called by the former title with Omiya. Old, was called 

Zaou-gongen, Gozu-tennou, Oomiya-dai-gongen and Omiya-dai-myoujin. 

 

3-3.大宮（오미야）の韓文由来と現在 

1.제신: 제 27대 안칸천황을 주된 신으로 모시고 메이지 43년(1910) 촌사 도요쿠니 신사의 제신・아메노 

타지카라오노 미코토와 다이쇼 8 년(1919) 하시다가타 신사의 제신・오오나무찌노 미코토)를 합사하고 

상전에 모시고 있다. 

2. 기원: 안칸천황은 종종 이곳에 행차하여 즉위한 2 년째 가을, 속박된 소를 방목케 해 토지의 발전을 

허락했다. 그 후 그분의 덕을 기려 제사를 모셨고 그 연대는 자세하지 않다. 

3.쇼토쿠 태자의 전승: 쇼토쿠 태자는 당초 이 땅에 시텐노지를 건립하려 했지만, 요도가와 범람에 

의한 홍수가 많았기 때문에 현재의 위치로 변경되었다. 이로부터 메이지 초기까지 「텐노지 쇼」의 

지명이 남아 있었다. 지명 외에도 태자에 얽힌 많은 전승과 함께 쇼토쿠 태자 신사로서 경내에 모셔져 

있다. 

4.이전 전의 위치: 메이지 시대의 대규모 요도가와 개량 공사까지 구 요도가와 북쪽 제방에 접해 

있었다. 경내는 천년을 거스르는 녹나무・삼나무・소나무 몇 구르와 2 정여의 대나무 덤불과 함께 천년 

역사를 어우르는 울창한 숲이었다. 도쿠가와 말기에는 교토 히가시 혼간지의 토리이를 헌상했다고 

전해지고 있다. 

 당시 요도가와에서 교토를 향해 역상하는 배는 이 숲을 목표로 서풍을 이용해 돛을 풀어 역 

항해하고, 이 신사의 정면에 다다르면 돛을 내려 방향타를 북쪽으로 돌리고 돛을 반대로 감아 

북진한 후, 쯔지도우의 바닷가를 향하고 방향을 동쪽으로 한 후 돛을 원래대로 하고, 에구치・

토리카에 쪽으로 동진하여 강을 역상했던 것으로 알려져 있다. 

5.요도가와 개수 및 이전: 메이지 33 년(1900) 5 월 요도가와 개수공사 시공에 있어서 경내는 

신요도가와의 하천 부지가 되었다. 이를 위해 고목과 대나무 덤불을 벌채하여 현재 위치에 이전했다. 

동시에, 조상의 토지 중앙에 신요도가와가 굴착되어 강폭도 넓어지고, 반대의 흐름도 홍수가 나 조상 

땅은 두 갈래로 분단되었다. 따라서, 다이쇼 14 년(1925)에 오사카시에 편입 될 때, 남쪽 해안이 된 

지역도 북쪽 해안도 같은 히가시 요도가와 구였다. 그후, 쇼와 17 년(1942) 남해안은 아사히 구가 

됐지만, 쵸명 부지는 기존의 하사테라쵸・토요사토쵸・토요사토 산방쵸로 변하지 않았다. 하지만 

1971 쇼와 17 년(1971) 아사히구의 쵸명 구획이 변경되어 타이시바시・오미야・나카미냐・이쿠에의 
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북부에 이어지는 것으로 조상 땅의 경계는 희미해졌다. 

6.신전 구조물: 본전의 폭과 깊이는 각각 4.52m 와 5.05m 이다. 배전 구조는 이리모야 구조/나가래 

구조다. 배전의 폭과 깊이는 각각 3.24m와 6.67m 이다. 토리이는 7기, 최고 값은 4.82m이다. 등불의 

규모로, 최대 값은 4.26m, 평균은 2.51m 와 최소값은 1.60 을 포함한 14 기이다. 석등의 건립은 

1835~1940 년이다. 

 

表 3-3.大阪市東淀川区、大宮の韓文詳細資料 

1 주제신 
제 27 대 안칸천황(531-535) 。 

상전신：아메노타지카라오노-미코토、오나무치노 미코토 

2 신사창건 

제 27 대 안칸천황 (531-535)은 지금으로부터 약 1500 년 전 이 땅에 행차하여 

즉위한 2 년 째 가을, 속박된 소를 가축을 방목하여 치즈를 헌상했다. 셋츠 국가 

「일본 서기」 후에 그분 덕을 기려 제사를 모셨으나 그 연대는 자세하지 않음. 

3 근정신 

신전은 수리 전의 구 요도가와 북쪽 제방에 접해, 수령 1000 년 이상의 녹나무와 

삼나무, 소나무의 큰 나무가 다수 있었기 때문에 「오미야의 숲」이라고 말했다. 

요도가와를 오르는 배는 이 숲을 목표로 방향을 북쪽으로 취하고 돛을 반대로 돌려 

진행했다. 메이지 33 년(1900) 요도가와 개수를 위해 메이지 37 년(1904) 에 현재 

위치로 이전해 메이지 43 년 (1910 년)에 3 번의 도요쿠니 신사를, 다이쇼 8 년 

(1919 년)에 하시다가타 신사를 합사. 

4 제 신 

1.세이토쿠 타이시 신사:세이토쿠 타이시 (574-622). 2. 잇텐샤: 아마테라스오카미. 

3.하치만 신사: 15 대 오진천황(270-310), 오진천황은 치산치수에 힘을 써, 문화의 

이입에도 진력했다. 논어의 도래도 이때다. 활과 화살의 신을 믿음. 치통을 

진정시키는 신으로 신앙. 4.구스노키 이나리 신사: 우카노 미타마노 신、식물이나 

장사의 수호신、큰 녹나무 영을 모심. 5.호우코우 신사:우지코소 영、 타미코소 영、 

나오비노 영을 모시고 있다. 

5 사격등 구 촌사 

6 열 제 4 월 17 일（춘제）7 월 20 일（하제）10 월 22 일（예제） 

7 궁 사 궁사：키오카 카즈히로、명예궁사：키오카 코우지  

8 진좌지 〒533-0012 오사카시 하가시 요도가와구 오미치미나미 3 쵸메 2-2   

9 교통수단 
시영 지하철 이마자토 스지선의 다이도우 토요자토역의 동쪽으로 도보 5 분、시 

버스 토요자토 도보 2 분分。 

10 위 치 북위 34 도 44 분 31.5 초 동위 135 도 32 분 49.7 초 

11 표 고 5.00m。 

12 전화・FAX TEL：06-6328-7104 と FAX：06-6328-5793   

13 본 전 폭 4.52m, 깊이 5.05m, 면적 22.83 평방 m 

14 배 전 이리에야 구조/ 나가래 구조, 폭 3.24m, 깊이 6.67m, 면적 21.61 평방 m 

15 경내말사 

1.세이토쿠 타디시 신사의 폭 1.73m·깊이 1.36m. 2.니텐시나 폭 1.93m·깊이 2.26m. 

3.하치만 신사의 폭 0.97m·깊이 1.15m. 4.구 나리 사의 폭 1.04m·깊이 1.16m. 

5.호우코우 신사의 폭 0.96m·깊이 1.13m. 

16 토리이 
정면 토리이 기둥 사이 거리 3.64m, 본관에서 3.88m, 카사기에서 4.61m 소리마시 

4.829m 를 포함한 7 기 

17 석 등 
석등의 높이는 최대 4.26m 평균 2.51m 최소 1.60 을 포함한 9 기. 

건립 연도는 1835 ~ 1940 년이다. 석등 수는 14 기이다. 

18 기타 

오미야는 오사카시 히가시 요도가와구 다이도우 미나미에 자리 잡은 신사. 이전 

오미야라고도 불리웠다. 옛날에는 자오우곤겐, 고즈천왕, 오미야 다이곤겐, 

오미야다이메이신이라고 했다. 

 

3-4.大宮の中文由来と現在 

1. 祭神：以第 27 代安闲天皇为主祭神，于明治 43（1910）年将村社丰国神社的祭神天手力男命，

于大正 8(1919)年将桥多贺神社的祭神大己贵命合祀在一起，在同一个神殿供奉。 
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2. 起源：安闲天皇曾经常行幸至此地，即位的第二年秋天，敕命在此地放牛，开始谋划土地的发展。

此后，人们敬慕其功德而祭祀供奉，但其年代不详。 

3. 圣德太子的传承：据传，圣德太子当初想在此地建立四天王寺，但因淀川泛滥洪水频发，变更至

现在的地方。为此，至明治初期为止留下了“天王寺庄”之地名。除地名之外，与有关太子的很多传承一起，

作为圣德太子社供奉于境内。 

4. 迁移前的选址：在明治时代的大规模淀川改修工程之前，曾面向原淀川北岸的河堤。境内曾有过很

多树龄超过千年的楠树、杉树、松树，二丁多竹林，曾是诉说千古的郁郁苍苍的树林。据说，在德川末期，

曾向京都东本愿寺献上了梁木。 

据传，当时向着京都沿淀川逆流而上的船只以此树林为目标扬起全帆逆流而行，行至此神宫的正面

时放下船帆，而后朝北取舵，逆向扬帆北进，进入辻堂之滨时再将舵转向东，将帆挂回原来的位置，向

江口、鸟饲东进，逆江而上。 

5. 淀川改修与迁移：明治 33(1900)年 5 月，因淀川改修工程施工，境内成为新淀川的河岸开阔地。

为此，采伐了老树、竹林之后迁至现在的地方。同时，在氏族之地的中央挖掘了新的淀川，河变宽，再

加上潮水与洪水，氏族地被分断成两个部分。因此，于大正 14(1925)编入大阪市时，成为南岸的地区也

与北岸一起成为东淀川区。后来，南岸于昭和 17(1942)成为旭区，但町名区划没有变，仍为原来桥寺町、

丰里町及丰里三番町。但是，于昭和 46(1971)年旭区的町名区划被更改，与太子桥、大宫、中宫、生江

的北部相连，氏族地的境界变得不清楚。  

6. 神殿的建筑物：正殿的正面宽与进深分别为 4.52 米与 5.05 米。拜殿的构造为入母屋造/流造。拜

殿的正面宽与进深分别为 3.24 米与 6.67 米。鸟居有 7 座，最高为 4.82 米。灯笼的规模最大为 4.26 米，

平均为 2.51 米，最小为 1.60 米，共有 14 座。石灯笼于 1835～1940 年间建立。 

 

表 3-4.大阪市東淀川区、大宮の中文詳細資料 

1 主祭神 
第 27 代安闲天皇(531-536 年)。 

同祀神：天手力男命，大己贵命。 

2 神社创建 

第 27 代安闲天皇(531-536 年)于迄今约 1,500 年前行幸至此地，即位后第二年秋，敕

命放牛，献上奶酪（摄津之国，《日本书纪》）。此后，敬慕其功德而祭祀，但其年代不

详。 

3 劝请神 

神殿曾面向改修之前的原淀川北岸的河堤，因曾有过很多树龄超过千年的楠树、杉树、

松树，被称为“大宫之树林”。沿淀川逆流而上的船只曾以此树林为目标朝北取舵，逆

向扬帆而前行。因明治 33（1900）年进行淀川改修，于明治 37（1904）年移建在现

在之地。于明治 43 年（1910 年）合祀了三番的丰国神社，大正 8 年（1919 年）合

祀了桥寺的桥多贺神社。 

4 祭神 

1)圣德太子社：圣德太子(574-622 年。2) 日天社：天照皇大御神。3)八幡社：15 代

应神天皇(270-310 年)。应神天皇致力于治山治水，亦热心于文化的移入，论語的渡

来也在此时期。是弓矢之神，作为武道之神而被信仰。亦作为镇牙痛之神而被信仰。

4) 楠稻荷社：宇贺御魂神。祭祀食物或生意的守护神、大楠树之灵。5) 丰光社：祭

祀氏子祖灵、直毘御灵。 

5 神社等级 原村社， 
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6 定期祭祀 4 月 17 日（春祭），7 月 20 日（夏祭），10 月 22 日（定期祭祀）。 

7 宫司 宫司：木冈一浩。名誉宫司：木冈弘二。 

8 供奉地 邮编：533-0012，大阪市东淀川区大道南 3 丁目 2-2   

9 交通 市营地铁今里筋线 DAIDO 丰里站以东步行 5 分钟；市公共汽车丰里站步行 2 分钟。 

10 位置 北纬 34 度 44 分 31.5 秒，东经 135 度 32 分 49.7 秒。 

11 标高 5.00 米。 

12 电话・传真 电话：06-6328-7104，传真：06-6328-5793。 

13 正殿 正面宽 4.52 米，进深 5.05 米，面积 22.83 平方米。 

14 拜殿 入母屋造/流造，正面宽 3.24 米，进深 6.67 米，面积 21.61 平方米。 

15 境内末社 

1）圣德太子社的正面宽 1.73，进深 1.36 米。2）日天社的正面宽 1.93 米，进深 2.26

米。3) 八幡社正面宽 0.97 米，进深 1.15 米。4) 楠稻荷社的正面宽 1.04 米，进深 1.16

米。5) 丰光社的正面宽 0.96 米，进深 1.13 米。 

16 鸟居 正面鸟居的柱间距离 3.64 米，贯上 3.88 米，横梁 4.61，弯曲部 4.829 米，7 座。 

17 灯笼 
石灯笼的高度为最高 4.26 米，平均 2.51 米，最低 1.60 米，共 9 座。 

建立年代为 1835～1940 年间。石灯笼的个数为 14 座。 

18 其他 
大宫为位于大阪市东淀川区大道南的神社。亦称为大宫神社。古代称藏王权现、牛头

天王、大宫大权现、大宫大明神。 

  

 

 

 

4-1.大宮の社殿と本殿規模 

 

   

写真 4-1.大宮の社殿全景 写真 4-2.大宮の拝殿上面 写真 4-3.大宮の社殿の側面 

 

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

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

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

百周年記念式典を斉行した。現在、末社２社と鳥居 3 基そして灯籠１２基である。（大宮の由来を一部修正） 

社殿は、改修前の旧淀川北岸の堤に面してあり、樹齢 1000 年以上という楠や杉、松の大樹が多数あるため

「大宮の森」と言われた。淀川を上る船はこの森を目印に舵を北に取り、帆を逆に巻き上げ進行しました（古地
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図に逆巻の地名が見られます）。明治 33年（1900年）の淀川改修のため明治 37年（1904年）に現在地に移建

され、明治43(1910)年に三番の豊国（ほうこく）神社を、大正8(1919)年に橋寺の橋多賀神社を合祀しました。今

も境内は数本の楠につつまれて、本殿、日天（にってん）社、八幡(はちまん)社、楠(くすのき)社、豊光（とよみ

つ）社などがたたずんでおり、祭事には大勢の人々が訪れます。（「広報ひがしよどがわ」平成 16 年 8月号） 

社殿は淀川に面し、森林に囲まれて「大宮の森」といわれた。明治 33（1900）年、淀川改修ですべて新淀川

の河川敷になり、現地に移転した。それまでは、この森は淀川を遡行する船の恰好の目標になり、この森を見

て帆を上げ下ろしたという。  

写真4-1は大宮の社殿全景、本殿、本殿側面と本殿における屋根との鰹木である。大宮の本殿様式は春日造

の向拝に唐破風である。大宮の本殿の測量値として、間口 12.25m・奥行 5.82m・高さ 9.45ｍである。本殿と拝殿

の高さは 12.25m で高い値である。単位：長さ（m）と面積（ｍ2） 

 

  

表 4-1.大宮社殿の規模（ｍと面積：ｍ2） 図 4-1.大宮社殿の長さ（ｍ） 

 

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

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

9.45m、平均値 6.14m、最小値は稲荷神社 3.94ｍである。間口の最大値は本殿 12.25m、平均値 7.72m、最小

値は稲荷神社2.23ｍである。奥行きの最大値は本殿5.82m、平均値3.94m、最小値は神社幣殿2.23ｍである。

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

 

4-2.大宮の幣殿・拝殿規模 

写真 4-2 は.大宮の幣殿屋根と側面である。大宮の幣殿屋根は本殿と拝殿より高い。写真 4-3 は旧社殿屋根の

修理によって保存している各種の瓦である。大宮の幣殿の測量値として、間口 8.00m・奥行 2.10m・高さ 5.50ｍ

である。大宮の拝殿規模として、入母屋造/流造、大宮の拝殿の測量値として、間口 12.25m・奥行 4.30m・高さ

7.00ｍである（写真 4-4）。写真 4-4は大宮の拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）である。写真 4-5は拝殿の正面様子

で左右に狛犬と石燈籠である。写真 4-6 は拝殿の正面にある神卓である。 

 

4-3.大宮の末社の写真と考察 

格式のランキングは、本社＞摂社（ｾｯｼｬ）＞末社（ﾏｯｼｬ）の順とされる。一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の

深い神を祀った神社である。末社はそれ以外のものと区別できる。本社の境内にあるものを境内摂社または境内社、

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

ら境内に招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。 

 

   

写真 4-4.末社の聖徳太子社 写真 4-5.末社の日天社 写真 4-6.末社の八幡社 

 

写真 4-4 は聖徳太子社で、御祭神は聖徳太子である。続柄:用明天皇第二皇子。 

称号 上宮王 豊聡耳 上宮厩戸 上宮之厩戸豊聡耳命 上宮太子聖徳皇 

法主王 豊聡耳聖 厩戸皇太子 徳豊聡耳法大王 厩戸豊聰耳聖徳法王 

 

全名は厩戸皇子と厩戸王。敬称は皇子と太子。生涯:574 年 2 月 7 日；〈キリストの誕生日 12 月 25 日〉

～622 年 4 月 8 日：釈迦の誕生日。配偶者:菟道貝蛸皇女、刀自古郎女、橘大郎女と膳大郎女である。 

 写真 4-5 は末社の日天社である。日天社の御祭神は天照皇大御神である。天照皇大神（天照大御神）は、

高天原の主神であり皇室の祖神として、伊勢の内宮にまつられ、国民信仰の中心である 。安産守護として

日天(にってん)さんと親しまれ、鈴の緒を腹帯にいただく人が多い。写真 4-6 は末社の八幡社である。 八

幡社の御祭神は応神天皇である。応神天皇は、治山治水に務められ、文化の移入にも尽くされた。論

語の渡来もこの時である。もともとは、弓矢の神であり武道の神として全国的に信仰があつい。古く

より歯神さんと称えられ、歯痛を静める神としても信仰されている。 

写真 4-7 は末社の楠稲荷社である。楠稲荷社の御祭神は宇賀御魂神（うかのみたまのかみ）である。

宇賀御魂神は、食物や商売の守護神として、全国津々浦々に祀られている。(「うか」とは食物の事) ま

た、この祠は楠(くすのき)さんと称えられ、楠の大樹の御霊をもお祀りしている。もとの江口境内社の

稲荷神社や、当社の境内社稲生神社の祭神である。豊受毘売神(豊受大御神）は、食物やその他の産業をつ

かさどる神として、伊勢の外宮に祀られている。。写真 4-8 は末社の豊光社である。豊光社(とよみつしゃ・祖

霊社）の御祭神は氏子祖霊である。氏子の祖霊をお祀りする。 

   

写真 4-7.末社の楠稲荷社 写真 4-8.末社の豊光社 図 4-2.大宮社殿の面積（ｍ2） 
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表 4-2.大宮末社の規模（ｍと面積：ｍ2） 図 4-3.大宮末社の長さ（ｍ） 

 

末社の統計分析値は、次のように要約できる。間口の最大値は楠稲荷社 1.04m、平均値 1.00m、最小値は

豊光社 0.96ｍである。奥行の最大値は楠稲荷社 1.16m、平均値 1.15m、最小値は豊光社 1.13ｍである。面積

の最大値は楠稲荷社 1.21m2、平均値 1.15m2、最小値は豊光社 1.08m2である。 

 

5.大宮の鳥居測量と写真と数値解析 

5-1.大宮の鳥居の写真 

 

 

 

 

写真 5-1.正面の鳥居と扁額と玉垣 

 

写真 5-1は正面の鳥居と扁額と玉垣である。正面鳥居の規模は柱間距離 3.64ｍ、貫下点 3.52ｍ、貫上点 3.88

ｍ、笠木下点 4.36ｍと笠木上点 4.61ｍである。 
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写真 5-2.太子社の鳥居 写真 5-3.八幡社の鳥居 写真 5-4.日天社の鳥居 

 

写真 5-2 の太子社鳥居の規模は柱間距離 2.87ｍ、貫下点 3.31ｍ、貫上点 3.60ｍ、笠木下点 4.04ｍと笠木上

点 4.27ｍである。写真 5-3の八幡社鳥居の規模は柱間距離 2.40ｍ、貫下点 2.67ｍ、貫上点 2.90ｍ、笠木下点

3.24ｍと笠木上点 3.39ｍである。写真 5-4 の日天社鳥居の規模は柱間距離 1.73ｍ、貫下点 2.02ｍ、貫上点

2.20ｍ、笠木下点 2.38ｍと笠木上点 2.46ｍである。 

 

   

写真 5-5.楠稲荷神社の鳥居 写真 5-6.大宮の宮司と調査団 写真 5-7.大宮の宮司と氏子 

 

写真 5-5 の楠稲荷社鳥居の規模は柱間距離 1.47ｍ、貫下点 1.88ｍ、貫上点 1.99ｍ、笠木下点 2.21ｍ、笠木

上点 2.27ｍである。現在の大宮にある鳥居は 7 基である。 

 

5-2.の鳥居の測量値と回帰方程式 

表 5-1 は、大宮の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、

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

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

 

表 5-1.大宮の鳥居測量値（m） 

 

 

大宮には、３基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-2 は大宮鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図のデータで

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

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

Y は笠木の高さ、決定係数は R2である。 

Y(笠木上の高さＸ) = -0.222 X2 +2.266X -0.630  ……決定係数(R2 =0.982) …測量値……(5-1) 
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Y(笠木下の高さ▲) = -0.201 X2 +2.067X -0.439  ……決定係数(R2 =0.983) …測量値……(5-2) 

笠木上と笠木下の勾配は、1.082 と 1.144で、その差は 0.062である。笠木上の勾配は笠木下より小である。笠木の

決定係数は共に 1.000 であることが判明した。 

 

  

図 5-1.大宮の笠木の測量図（m）. 図 5-2.大宮の貫の測量図（m）. 

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

である。大宮の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■) = -0.187 X2 +1.862X -0.372  ……決定係数(R2 =0.986) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = -0.169 X2 +1.659X -0.228  ……決定係数(R2 =0.981) …測量値……(5-4) 

 

貫の上部と下部の決定係数はそれぞれ 0.986 と 0.981 であることが判明した。その差は 0.005 である。 

     

6.大宮にある石灯籠の考察 

 

図 6-1.大阪市東淀川区、大宮(旧大宮神社)の境内建物配置図 

 

   
 

写真 6-1.正面の灯籠 写真 6-2.正面付近灯籠 写真 6-3.手水舎の灯籠 写真 6-4.社務所前 
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正面鳥居から神社本殿方向へ向かう参道の両側に並んでいる灯籠である。写真 6-1は本殿に近い 1の灯籠 4.26

ｍであるのが左 1で、建立年代は嘉永 4（１８５１）年である。写真 6-2の参道の鳥居 2は、写真 6-1より遠い鳥居 3.00

ｍである。写真 6-3 は手水舎の前にある灯籠 3.35ｍで、天保 12（１８４１）年である。写真 6-4 は社務所前にある灯

籠 3.19ｍで、明治１１（1878）年である。 

 

     

写真 6-5.八幡社灯籠 写真 6-6.太子社灯籠 写真 6-7.日天社灯籠 写真 6-8.楠稲荷社灯籠 写真 6-9.豊光社灯籠 

 

写真 6-5は八幡社前の灯籠 1.75ｍである。写真 6-6は太子社前の灯籠 1.76ｍで。写真 6-7は日天社前の灯

籠 1.60ｍである。写真 6-8 は楠稲荷社前の灯籠 1.85ｍである。その他に、幣殿横の鳥居 1.84ｍの建立は、明

治１１（1878）年である。写真 6-9 は豊光社の灯籠である。 

 

  

表図 6-1.大宮の石灯籠の配置とグラフ 

白村江の戦い（はくすきのえのたたかい、はくそんこうのたたかい）は、663年（天智 2 年）8月に朝鮮半島の白

村江（現在の錦江河口付近）で行われた、倭国・百済遺民の連合軍と、唐・新羅連合軍との戦争のことである。 

 

7.おわりに 

7-1.飛鳥時代の第 27 代安閑天皇と放牧 

飛鳥時代の第 27 代安閑天皇（531-535）の「大隅島」を挙げられる。安閑天皇紀２年、大連らへの詔―「宜し

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

皇が大連たちへ「大隅島と姫島に牛を放牧しなさい。後世までその名が残るように」と詔した―というのである。
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この時代の大連は大伴金村と物部麁鹿火であった。「大伴 金村（ｵｵﾄﾓ-ﾉ-ｶﾅﾑﾗ）は、5～6世紀にかけての豪

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

父は物部麻佐良、母は須羽直女、饒速日命を祖先と伝えられる氏族である。武烈・継体・安閑・宣化天皇の大

連（ｵｵﾑﾗｼﾞ）。筑紫国造磐井（ｲﾜｲ）の反乱を鎮圧した」。大隅島に放牧した利点は、①周りが海（川）、牛や馬

が島から逃げ管理に便利である。大隅島（現大桐）と姫島（姫島町）は、現在は陸地化、東淀川区と西淀川区

に組み込まれ、淀川べりに展開する市街区であるのが共通する。 安閑天皇紀の記す大隅島と姫島が淀川の

河口に横たわる三角州由来の島々である。 

 

7-2.大宮の経緯度の考察 

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

度との関係を考察した。淀川北端にある神社の鎮座地と北緯との関係を究明するための考察を行った。 

 

  

表図 7-1.大阪市、淀川北部にある神社の北緯と東経 

 

その方法として、次のような 2変数（XとY）の回帰方程式と 2変数（XとY）の回帰方程式を適用した。ここで、

は神社の東経 135で、Y は北緯 34 度である。決定係数は R2である。 

Y(北緯 34度)= 0.457X+29.1……決定係数(R2 =0.965)。 

２変数（X と Y）の 2次回帰方程式の決定係数は、0.965 から一定の傾向が確認できた。 

 

図 7-1は、大宮（北緯 34度 44分 32秒 東経 135度 32分 50秒）と関連があると思われる神社と経緯度との

関係を考察した。すなわち、最南端群は、西淀川区の大野百島 34度 41分 48秒と福住吉 34度 41分 49秒で

ある。最南端群にある西淀川区内の神社は、西淀川区の姫島 34度 42分 17秒、花川 34度 42分 23秒、野里

34 度 42 分.35秒である。 

淀川区にある神社はの神津 34度 43分 15秒と、東淀川区の柴島 34度 43分 52秒である。最北端は、東淀

川区の菅原 34度 44分 17秒、大宮 34度 44分 32秒、春日 34度 44分 56秒と大隅 34度 44分 59秒に鎮座

している。 

 

大宮 

福 住 吉

み 須 に

よ し 大

宮 

大野百島 
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淀川北端にある神社の鎮座地と北緯との関係を究明するための考察を行った。その方法として、次のような2

変数（X と Y）の回帰方程式を適用した。ここで、X は神社の鎮座地で、Y は北緯 34 度である。決定係数は R2

である。 

Y(北緯 34度)= 0.327X+41.231……決定係数(R2 =0.966)。 

２変数（X と Y）の 2次回帰方程式の決定係数は、0.966 から一定の傾向が確認できた。 

 

図 7-2は、大宮（北緯 34度 44分 32秒 東経 135度 32分 50秒）と関連があると思われる神社と経緯度との

関係を考察した。すなわち、最西端群は、西淀川区の大野百島 34度 41分 48秒と福住吉 34度 41分 49秒で

ある。さらに、その東側にある神社は、西淀川区の大野百島 135 度 26 分 21 秒と福住吉 135 度 26 分 28 秒で

ある。さらに、その東側にある神社は、西淀川区の姫島 135度 27分 11秒、野里 135度 27分 46秒と花川 135

度 27分 56秒である。中央部の淀川区には、塚本 135度 28分 25秒と神津 135度 29分 04秒である。東部の

東淀川区には、柴島 135 度 30 分 51 秒、菅原 135 度 31 分 45 秒と春日 135 度 31 分 55 秒、大宮 135 度 32

分 50秒と大隅 135度 33分 03秒の順に鎮座している。 

淀川北端にある神社の鎮座地と東経との関係を究明するための考察を行った。その方法として、次のような2

変数（X と Y）の回帰方程式を適用した。ここで、X は神社の鎮座地で、Y は東経 34 度である。決定係数は R2

である。 

Y(東経 135 度)= 0.706X+25.288……決定係数(R2 =0.974)。 

２変数（X と Y）の 2次回帰方程式の決定係数は、0.974 から一定の傾向が確認できた。 

 

7-3.古墳時代の陵墓（第 15 代応神天皇） 

①所在地：大阪府羽曳野市誉田、②形状：前方後円墳、③規模：墳丘長約 425m（全国 2 位）、④築造年代：

５世紀初頭、⑤史跡指定：宮内庁治定「惠我藻伏崗陵」である。写真 7-3は応神天皇陵札舎で、写真 7-4は古

墳の遥拝所で、写真 7-5 は古墳の鳥居で、写真 7-6 は陵墓の全景である。 

 

  

図 7-1.大阪市淀川北部、大宮関連の北緯 図 7-2.大阪市淀川北部、大宮関連の東経 

大宮 
大宮 
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写真 7-3.応神天皇陵札舎 写真 7-4.古墳の遥拝所 写真 7-5.古墳の鳥居 写真 7-6.陵墓の全景 
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別図.大宮（大宮神社）境内建築物の配置図 

 

別表 1.大宮（大宮神社）年代順の内容 

和歴 西暦 内   容 

応神元  270 

八幡社：15 代応神天皇(270-310)、応神天皇は、治山治水に務められ、文化の移入にも事の外

力を尽くされた。論語の渡来もこの時である。弓矢の神であり武道の神や歯痛の神としても信仰。

百済 8 代古尓王（234-286）。 

継体元 507 26 代継体天皇（507-531）、天皇即位。百済 25 代武寧王（501-523）。 

継体 12 518 26 代継体天皇（507-531）、3 月、弟国に遷都。百済 25 代武寧王（501-523）。 

継体 16 522 
26 代継体天皇（507-531）、司馬達等、飛鳥坂田原の草堂に仏道を安置して礼拝。百済 25 代武寧

王（501-523）。 

継体 20 526 
26 代継体天皇（507-531）9 月 磐余玉穂に遷都。(一説に継体七年という)。百済 26 代聖王

（523-554）。 

継体 21 527 
26 代継体天皇（507-531）、6 月 近江毛野臣兵 6 万は任那に派兵。新羅より南加羅、喙己呑の奪

還を計る。しかし、途中、筑紫で筑紫国造「磐井の反乱」に遭い進めず。百済 26代聖王（523-554）, 

継体 22 528 26代継体天皇（507-531）、11月 大連の物部麁鹿火が磐井を誅する。百済26代聖王（523-554）。 

継体 23 529 
26 代継体天皇（507-531）、3 月百済王、穂積押山臣に加羅の多沙津を所望。押山、了承。物部伊

勢連父根・吉士老等を派遣して百済王に多沙津を賜わろうとしたが、加羅王が「この津は当初より
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我が国の地」と抗議。父根等ご下賜を取りやめて帰国。百済 26 代聖王（523-554）。 

継体 23 529 

26 代継体天皇（507-531）、4 月任那王、己能未多未岐、来朝。大伴金村に「新羅が応神天皇以来

の封土に変更を加えるような越境攻撃をしてくる。任那を救ってほしい」と。近江毛野に新羅と任那

の調停を命ず。近江毛野、新羅・百済の王を呼ぶも両国とも王は出席せず、代理人が来訪。毛野

は激怒する。新羅の代理人は王を呼びに行くが、またもや代理人と兵数千人がやって来た。百済

26 代聖王（523-554）。 

継体 24 530 

26代継体天皇（507-531）、9月任那から使者がやってきて、毛野臣の任務懈怠を述べる。日本人と

任那人の間の子の帰属の争訟が多くなったが、断を下せないので「くがたち」を以て決着を図って

いた。しかし、ただれ死ぬ者が多かった。天皇、近江毛野臣を召還。毛野臣帰還途中対馬で病死。

百済 26 代聖王（523-554）。 

安閑元 531 
27 代安閑天皇（531-535）、継体天皇からの譲位により安閑天皇が即位。継体天皇崩御。大伴大連

金村と物部麁鹿火大連（もののべのあらかい）を元のとおり大連とする。百済 26代聖王（523-554）。  

安閑元 531 

27 代安閑天皇（531-535）、３月仁賢天皇皇女、春日山田皇女を皇后とする。10 月妃たちの老後の

ために屯倉を与える。12 月大伴金村と共に今の大阪府三島郡へ出向き、屯倉の創設を図る。豪族

子女の窃盗事件あり。また、武蔵国造笠原直使主と同族小杵の国造職争い。百済 26 代聖王

（523-554）。 

安閑 02 532 

27 代安閑天皇（531-535）、01 月五穀豊穣・天下太平なので五日間宴会を行うように、5 月 膨大な

屯倉を創設。但し、屯倉はこの頃から天皇に対する納税制になったか。12月天皇崩御。皇后と妹の

皇女とを、後日、天皇陵に合葬したという。安閑天皇は何の意味があってか大伴金村とはかり屯倉

ばかりを創設した。皇室の経済基盤を確立しようとしたのか。しかし、不満も溜まっていった。百済 26

代聖王（523-554）。 

安閑 02 532 

27 代安閑天皇（531-535）、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・大宮と媛嶋の松原とに放べし」（『日本書紀』）。この時代の大連は大伴

金村と物部麁鹿火であった。百済 26 代聖王（523-554）。 

安閑 06 535 
27 代安閑天皇（531-535）：天皇 崩御 70 歳。皇后と妹の皇女とを、後日、天皇陵に合葬。百済 26

代聖王（523-554）。 

欽明 31 570 29 代欽明天皇（539-571）、蘇我稲目死亡、物部氏仏殿放火。百済 27 代威徳王（554-598）。 

霊亀 02 716 
44 代元正天皇（715-724）、西淀川区史には、「摂津国として大隅・大宮と媛嶋の三牧を罷目せし

め、佰姓これを佃食（たつくり）う事を聴（ゆる）す」（『続日本紀』）。  

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

明治 7 

1874 

7 月 西成郡第４区２番小学校と称し、天王寺庄専宗寺(現在の専超寺）内にて、野村・能条・平田・

竹間の児童を教育。11 月 西成郡第４区７番小学校を三番法正寺内に設け、三番新家の児童を教

育。12 月２番小学校を天王寺庄小学校と改称、７番小学校を三番小学校と改称 

明治 17 1884 4 月 西成郡第５学区公立天王寺庄小学校と改称  

明治 18 1885 
122 代明治天皇（1867-1912）、淀川の出口に、古代の大隅・大宮が、大洪水の時も、２ｋｍ四方は

水没しなかった。河岸には銅鐸、九州的な銅矛が出土した有名な江口である。弥生時代、鉄製の
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環状の頭がついた素環頭の刀が出土。この地域は早くから多くの地域文化や人々の集合地であっ

た。『日本書紀』によると応神天皇の大隅・大宮で、牛や馬の放牧地であった土地である。  

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

要のような土地、九州の隼人の中継地ではないか？ 淀川改修前の地図が見られる。 

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

明治 26 1893 5 月 天王寺庄尋常小学校と改称 

明治 32 1899 9 月 学校を天王寺庄 166地に移転（豊里 291 地) 

明治 23 1890 

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

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

上げ、中堤として御陵地に編入。 

明治 03 1897 
122 代明治天皇（1867-1912）、応神陵古墳、12 月、御拝所石棚に改造、駒寄建設及燈籠二基、更

に新設。 

明治 33 1900 122 代明治天皇（1867-1912）、淀川改修の開始。5 月、淀川改修のため、旧淀川北岸より遷座。 

明治 37 1904 122 代明治天皇（1867-1912）、淀川改修のため現在地に移建され、 

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

明治 43 1910 
三番の豊国（ほうこく）神社を「天手力男（あめのた－ちからおの）命)」を合祀（10 月）。大宮と改め

る。10 月、上の島の豊国神社(天手力男命)を合祀。 

明治 44 1911 122 代明治天皇（1867-1912）、5 月、神饌幣帛料供進社に指定される。 

大正 07 1918 
応神陵古墳、末、誉田八幡宮御例祭挙行の際、関扉の裏門に、奮形を存して、土塀改造、階段、

砂利敷、石垣等模被替。4 月公立西成郡豊里尋常小学校と改称 

大正 08 1919 
123 代明治天皇（1912-1925）、三番の豊国（ほうこく）神社は、橋寺の橋多賀（はしたか）神社である

「橋多賀神社(大己貴命)」を合祀（6 月）。 

大正 14 1925 
大阪市に編入されるまで西成郡「豊里村天王寺庄」と称し、「豊里」名は、聖徳太子の別称豊聡耳

皇子による。大阪市に編入された時、南岸となった地域も北岸と同じ東淀川区であった。 

昭和元 1926 聖徳太子は初め四天王寺を当地に計画したが、洪水が多いため今の天王寺に建立と記入した。 

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

昭和 17 1942 南岸は、旭区となったが、町名区画は旧来のまま橋寺町・豊里町・豊里三番町と変らなかった。  

明治 44 1944 4 月 高等科を併置し、大阪府西成郡天王寺庄尋常高等小学校と改称  

昭和 45 1970 
平田の渡し舟に代って豊里大橋が完成すると、大阪内環状線(国道 479 号線)の大動脈が当宮正

面の鳥居前を走り、周辺は見る見るうちに都市化・宅地化した。 

昭和 46 1971 
旭区の町名区画が変更され、太子橋・大宮・中宮・生江の北部に連なることとなり、氏地の境は不鮮

明となった。 

平成 08 1996 125 代今上天皇（1989-現在）、拝殿と社殿を改築。 

平成 18 2006 
大阪市営地下鉄今里筋線が開通する事により、ますます交通の利便が増し、土地の発展は止まる

所を知らない。 

平成 21 2009 合祀百周年記念式典を斉行した。 

 


