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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 
Minase Jinguu" which is Shimamoto, Osaka．Worshipped Gods of the Minase Shrine is the Emperor of 82-84 

generations. In other words, The 82nd Emperor Gotoba died in a flow place in Oki Islands in JōkyūWar, 83rd 

Emperor Tsuchimikado (Prince Emperor Gotoba first) and The 84th Emperor Juntoku (Prince Emperor Gotoba 

third) 
Beginning：The 82nd Emperor Gotoba built Minase-Den on this ground and was called Minase-Rikyuu. Jōkyū 

War "Jōkyū 3 (1221) year" is flowed to Oki, based on Ichoku of the 82nd Emperor Gotoba that demise. Meiou03
（1494）、from 83 Emperor Go-Tsuchimikado, Minase Jinguu was bestowed the "Shin-gou" of Minase Palace. 1945 

years, the post-war Minase Jinguu has been renamed the Schedule shrine of shrine headquarters affiliation. 

There are a number of cultural property in Osaka Prefecture only Jingu. The post-war, Minase Jinguu is on 

Appendix shrine of central government office belonging to the shrine, is the only Shrine of Osaka Prefecture, to 

this day. 
Treasure of Major Shrine：The Minase Jinguu, 82nd Emperor Gotoba image (National Treasure: Vertical 40.3cm, 

width 30.6cm), there is a Goshuinon-okibumi (national treasure). Mikage of Mizukagami is a portrait of a legal 

framework to tell to have been drawn from your mistakes copy the figure to Mizukagami 82nd Emperor Gotoba 

is "Oki". 

Building of Major Shrine: Honden is irimoya in Japanese and is frontage 10.23m and lateral 10.10m. Haiden is 

Dai-Hinoki wooden construction-earthen floor type, is a Frontage 14.52m and lateral 5.94m.Precincts subordinate 

shrine is Kasuga Shrine, Kakimoto Shrine, hoshisaka Shrine, a Inari Shrine.A torii and a garden lantern are one 

engine and six engines each. 

 
キーワード：土御門天皇、順徳天皇、「離宮の水」、茶室、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語 
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別表. 水無瀬神宮年代順の内容 

 

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、大阪府三島郡島本町の官幣大社・別表神社である水無瀬神宮の地域である。地域は北緯 34

度 53 分 06 秒と東経 135 度 40 分 23 秒で、標高は 11.7m である。主祭神は、82 代後鳥羽（ｺﾞﾄﾊﾞ）天皇・83 代土御

門(ﾂﾁﾐｶﾄﾞ）天皇・84 代順徳（ｼﾞｭﾝﾄｸ）天皇を祭る。後鳥羽天皇はこの水無瀬（ﾐﾅｾ）の地を好んでいたらしい。配流

された隠岐にあっても水無瀬山を思い出しながら歌を残している。 

神仏霊場会について、仏教が日本に伝来時は、すでに「八百万（ﾔｵﾖﾛｽﾞ）の神」を祀る神道が広く信仰されてい

た。仏教は外来宗教で、日本は柔軟に受け入れ、神と仏が混在する「神仏習合」という信仰形態になった。いまで

も大晦日にお寺の除夜の鐘をつき、元日には神社へ初詣の行事。明治維新以後「神仏分離令」で神と仏を区別し、

完全に分離する政策になった。本殿は、京都御所の旧内侍所を 109 代明正天皇（1629-1643）の御代に御下賜。

白木造り入母屋造である。拝殿は昭和 4（1929）年改築、内務省技師角南陽氏の設計、昭和神社建築の代表的で、

台檜木造土間式である。重文／燈心席（茶室）は、後水尾上皇御遺愛の茶室、内部は三畳台目の本席と水屋から

なり、入側縁が西から南に廻る。寄棟造りの茅葺である。境内末社は、春日神社、柿本神社、星阪神社と稲荷神社

である。神門は参道正門に見える。薬医門造。門柱に石川五右門が名刀を盗みに入ろうとして、門内に入れず、

立ち去る時につけた手形が残る。鳥居は１基、灯籠は６基である。 

水無瀬神宮の周辺は多くの島と河川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水無瀬神宮の社殿・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

て神宮や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、国家の命運を決定づけ

た舞台としての水無瀬神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(上端と下端)と貫（上端と下端)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。 



3 
 

2．鎌倉時代前期と水無瀬神宮の資料 

水無瀬神宮の島本町（ｼﾏﾓﾄﾁｮｳ)は、大阪府三島地域に位置し、京都府南西部の乙訓郡大山崎町と隣接し、桂

川・宇治川・木津川が山崎地峡で合流して淀川となる場所である。桂川、宇治川と木津川の３つの河川が合流する

地点であり、それぞれの河川の水温が違うため冬には霧が多く発生する。標高は釈迦岳（631m）が最高、最低は高

浜（9m）である。河川は、淀川、桂川、宇治川、水無瀬川からなっている。 

島本町は天王山と男山に挟まれ、摂津国と山城国を結ぶ交通の要所である。古くから朝廷と大宰府を結ぶ山陽

道（後の西国街道）通りで、繁栄した地域である。水無瀬川と淀川が合流する付近（現在の広瀬地区、東大寺地区）

は水無瀬とよばれた。古くは東大寺の荘園で、「万葉集」の時代から歌枕とされた。第 82 代後鳥羽天皇は、この地

を愛し、何度も行幸し、水無瀬離宮を造営した。後鳥羽天皇が譲位上皇になられ亡くなった後、離宮跡は水無瀬

神宮となった。島本町には藤原定家と親交も深かった後鳥羽天皇の別荘から、「小倉百人一首のふるさと」と言わ

れる。その他、豊臣秀吉（羽柴秀吉）と明智光秀が戦った「山崎の戦い」の古戦場である。明治 29（1896）年、三島

郡が成立。昭和 15（1940）年、三島郡島本町となり、現在に至る。 

 

2-1.鎌倉時代前期の天皇と経緯度 

 

 

系図 2-1.鎌倉時代前期の皇室の系図 
 

系図 2-1 は鎌倉時代前期(77 代 1155 年から８８代 1246 年)の皇室の系図である。御祭神は８２代後鳥羽天皇、

８３代土御門天皇（後鳥羽天皇第一皇子）、８４代順徳天皇（後鳥羽天皇第三皇子）である。８２代後鳥羽天皇の孫

は、８５代仲恭天皇の在位は 1221 年である。８８代後嵯峨天皇の在位期間は 1242-1246 年である。   

図 2-1 は鎌倉時代前期の天皇陵墓の経緯度である。北緯は３４度５０分から６０分までの地域にあり、東経 1３5

度 40 分から 5０分までの範囲に分墓されている。図 2-2 は鎌倉時代前期の陵墓の標高である。すなわち、５０ｍ以

下の標高は８１代安徳天皇１８ｍ、８８代後嵯峨 38ｍ、７７代後白河天皇 40ｍである。５０ｍ～70ｍ間の標高は８３代

土御門 61ｍ、８５代仲恭 62ｍ、８６代後堀河 67ｍ、87 代四条 67ｍ、７８代二条天皇 68ｍである。１００m 代の標高は

７９代六条天皇 132ｍと 80 代高倉天皇 132ｍである。２００m 代の標高は 82 代後鳥羽天皇 249ｍと８４代順徳天皇

249ｍである。 
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図 2-1.鎌倉時代前期の天皇陵墓の経緯度 図 2-2.鎌倉時代前期の陵墓の標高 

 
図 2-3 は鎌倉時代前期の天皇陵墓の北緯である。すなわち、81 代安徳 33.57 度は最南端であり、83 代土御門

34.54 度、85代仲恭 34.58度、86 代後堀河 34.58 度、87 代四条 34.58度、77代後白河 34.59 度 79 代九条 34.59

度と 80 代高倉 34.59 度はほぼ同じ北緯である。88 代後嵯峨 35.00 度と 78 代二条 35.01 度も同じ北緯である。さ

らに、 82 代後鳥羽 35.07 度と 84 代順徳 35.07 度は最北端である。 

 

  
図 2-3.鎌倉時代前期の天皇陵墓の北緯 図 2-4.鎌倉時代前期の天皇陵墓の東経 

 
図 2-4 は鎌倉時代前期の天皇陵墓の東経である。最小値は 83 代土御門天皇の 135.4 度と 88 代後嵯峨天皇の

135.4 度であり、中間は 77 代後白河天皇・85 代仲恭天皇・86 代後堀河天皇・87 代四条天皇の 135.46 度であり、最大

は 82 代後鳥羽天皇の 135.5 度と 84 代順徳天皇の 135.5 度である。 

 
2-2.第 82 代後鳥羽天皇（https://ja.wikipedia.org/wiki/） 

後鳥羽天皇は、平安時代の末期から鎌倉時代初期、第 82 代天皇（在位：1183 -1198 年）。諱は尊成（ﾀｶﾅﾘ）。

高倉天皇の第４皇子。母は、坊門信隆の娘・殖子（七条院）。後白河天皇の孫で、安徳天皇の異母弟に当たる（表

2-1）。1180 年８月に生まれ。安徳天皇が平氏とともに西国に逃れたため、祖父の後白河法皇の命で神器なしに８１

代安徳天皇の義兄弟である尊成親王に４歳で践祚(せんそ)し、一時天皇が２人となった建久９(1998)年に１９歳で８

３代土御門天皇の譲位した後、土御門・順徳・仲恭天皇の３代２３年間に渡り院政。鎌倉幕府の打倒を企てた(承久

の乱でが敗れ、隠岐に流され、６０歳で１２３４年死去した。詩歌・書画にすぐれ、藤原定家らに「新古今和歌集」を

つくらせた。墓所は京都市左京区の大原陵。法名は良然。別名に顕徳院,隠岐(おきの)院である。第８２代後鳥羽

天皇を祀った神社は、①隠岐神社（島根県隠岐郡海士町）、②椎尾神社（大阪府島本町山崎）、③椎尾神社（香

川県丸亀市）、④後鳥羽神社（佐賀県神埼市背振町）、⑤後鳥羽神社（滋賀県長浜市名越町）である。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
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表 2-1.第 82 代後鳥羽天皇（1174-1198）の皇居と陵墓（古墳）等 

御父：鎌倉時代前期（77-88 代）、80 代高倉天皇 （1168－1180）の 4 氏 異称:隠岐院、顕徳院  

御母：池坊信隆の娘・坊門殖子（七条院）。後白河天皇の孫、安徳天皇の異母弟 在位期間：13 年 

関白：九条兼実→近衛基通: 先代 :安徳天皇、次代:土御門天皇  没年：60 歳 

摂政:近衛基通→松殿師家→近衛基通→九条兼実  異称:隠岐院、顕徳院  

生没年：1180～1239（隠岐）：歳没 60 年 陵名：原陵、隠岐海士町陵（火葬塚） 

元号：寿永/元暦/文治/建久 御名:尊成 

皇居: 平安宮・三条坊門殿・大炊御門殿・三条烏丸殿・閑院・高陽院  

中宮:九条任子（宜秋門院）、 追名：後鳥羽院 閑院:大炊御門殿 

 

後鳥羽上皇は、多芸多能で、文武両道に御才能を発揮され、特に和歌では歌聖と仰がれ、新古今集時代の中

心であられた為に、文学、学問、スポーツの神、さらに安産、盗難除の神として崇められています。また、菊花を好

まれ、御調度品のほか刀剣にも菊花を刻まれ、その御霊に捧げられた供花の流れを汲んで、華道洗心流が興され、

現在、神宮はその華元として各地に社中があり、毎年献花展が催されます。近くに水無瀬川、水無瀬の滝などがあ

り、地下水に恵まれ、境内の「離宮の水」は名水百選の一つに指定されています『平成祭データ』。 

◎承久の乱 

承久の乱とは、鎌倉時代の承久３(１221)年６月に、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して討幕の兵を挙げて敗れた兵

乱である。承久の変や承久合戦ともいう。日本史上初めて、朝廷の勅や院宣に逆らう軍事行動によって朝廷に反

乱軍が勝利した事件である。武家政権である鎌倉幕府の成立後、京都の公家政権（治天の君）との二頭政治が続

き、幕府が優勢となり、朝廷の権力は制限され、幕府が皇位継承などに影響力を持つようになった。鎌倉幕府の源

氏一門（御門葉）の重鎮であった大内惟信は後鳥羽上皇に味方して敗死し、源頼朝が最も信頼を置いていた平賀

氏・大内氏は没落することになる（表 2-2：https://ja.wikipedia.org/wiki/） 

 

表 2-2.鎌倉時代、後鳥羽上皇、「承久の乱」の比較 
戦 争 承久の乱、承久の合戦 交戦勢力：鎌倉幕府 交戦勢力：朝廷 

年月日 承久 3（1221）年 6 月 指導者・指揮官は、       

北条義時・北条泰時・ 

北条時房・北条朝時・武田信光 

指導者・指揮官は、  

後鳥羽上皇・藤原秀康・ 

大内惟信 

場 所 平安京 

結 果 鎌倉幕府の圧勝 戦力:約 19 万人（吾妻鏡） 戦力:不明 

 
承久 3（1221）年 5 月、後鳥羽上皇は、時の２代目執権・北条義時追討の院宣を出し、畿内・近国の兵を召集し

て承久の乱を起こした北条政子により、御家人たちの動揺を抑え，土気を高めるため鎌倉幕府の大軍に完敗した。

総大将として１９万と号する大軍を率いて上京した義時の嫡男・泰時によって、後鳥羽上皇は隠岐島に配流された。

父の倒幕計画に協力した順徳上皇は佐渡島に流され、関与していなかった土御門上皇も自ら望んで土佐国に遷

った。これら三上皇のほかに、後鳥羽院の皇子雅成親王(六条宮)は但馬国へ、頼仁親王は備前国にそれぞれ配

流された。さらに、在位わずか 3 ヶ月足らずの仲恭天皇（当時 4 歳）も廃され、代わりに高倉院の孫の茂仁王が御

堀河天皇位として皇位に就き、その父で皇位を踏んでいない守貞親王が院政をみることになった。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
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2-3.第 83 代土御門天皇 

土御門天皇（ツチミカド、1196 年-1231 年）は鎌倉時代前期の第８３代天皇（在位：1198-1210 年）である。諱は

為仁（タメヒト）。後鳥羽天皇の第一皇子。母は、源通親の養女（実は法勝寺執行法印能円の女）承明門院・源在子

である（表 2-3）：https://ja.wikipedia.org/wiki/）。第 83 代土御門天皇を祀った神社は、①阿波神社（徳島県鳴門

市大麻町池谷）、②御所神社（徳島県板野郡土成町吉田）、③御所神社（徳島県板野郡土成町宮川内）である。 

 

表 2-3.鎌倉時代前期、第 83 代土御門天皇の陵墓（古墳） 

御父：鎌倉時代前期（77-88 代）、８２代後鳥羽天皇（1183－1198） 御母：源在子（承明門院） 

先代: 82 代後鳥羽天皇、次代: 84 代順徳天皇 在位期間：1198-1210 年、12 年  

生没年：1196 年-1231 年、歳没：60 歳、御名：為仁 陵名：金原陵 

子女：後嵯峨天皇ほか（后妃・皇子女節参照） 中宮: 大炊御門（藤原）麗子 

時代：鎌倉時代前期（77-88 代） 元号：建久・正治・建仁・元久・建永・承元 

 

 承久９（1198）年、父・後鳥羽天皇の譲位により 3 歳で践祚（せんそ）。立太子はしていなかった。同年４月１０日に

即位。鎌倉では正治元（1199）年に初代将軍の源頼朝が落馬により亡くなり、二代将軍に頼朝の長男の頼家が乳

母の実家の比企氏を取り出し、姻戚の北条氏討伐を計り失敗。三代将軍の実朝も頼家の子の公暁に暗殺され、源

氏は断絶すると、北条時政による執権政治が行われる。承元４（1210）年、異母弟の順徳天皇に譲位し、同年 12月、

上皇となる。承久３（1221）年・承久の乱のおりには、土御門上皇は、自らは何も関与していなかったので処罰の対

象にはならなかったが、父である後鳥羽院が隠岐に流刑された事で、自ら申し出て土佐国に流された。後に、より

都に近い阿波国に移された。鎌倉幕府も後鳥羽・順徳両上皇とは違って、守護に対して阿波の宮殿を造営させる

などの厚遇振りを見せた。現在の阿波市御所で、土御門上皇行宮址と刻んだ石碑がある。 

 

2-4.第 84 代順徳天皇の皇陵古墳  

第８４代順徳天皇（ｼﾞｭﾝﾄｸ）は、鎌倉時代前期の第８４代天皇（在位：1210 年-1221 年である。第８２代後鳥羽天

皇の第三皇子で、母は、藤原範季の娘・重子（修明門院）である（表 2-4）。https://ja.wikipedia.org/wiki/。第８４代

順徳天皇を祀った神社は、①真野宮(新潟県佐渡市真野町)、②御所神社(山形県尾花沢市正厳宮野原）である。 

 
表 2-4.鎌倉時代前期、第 84 代順徳天皇 

御父：鎌倉時代前期（77-88 代）、82 代後鳥羽天皇（1183－1196） 異称:佐渡院 

御母：藤原重子（修明門院）  在位期間：1210-1221 年 

先代：土御門天皇、 次代：仲恭天皇  御名: 守成（ﾓﾘﾅﾘ） 

皇居：平安宮・三条坊門殿・大炊御門殿・三条烏丸殿・閑院・高陽院 子女：仲恭天皇ほか 

生没年：1197-1242（佐渡）年：歳没 60 年 陵所：大原陵、 真野御陵（火葬塚）  

時代： 鎌倉時代前期（77-88 代） 元号：承元・建暦・建保・承久  

中宮:九条立子（東一条院）  追号：順徳院 関白：近衛家実  

 

後鳥羽天皇と､寵妃藤原重子(修明門院)の皇子として出生｡正治元(1199)年に親王宣下｡正治２(1200)年に土御

門天皇の皇太弟となる｡摂政である九条良経が自分の娘(立子)を土御門天皇に入内させようとすると､後鳥羽上皇

https://ja.wikipedia.org/wiki/
https://ja.wikipedia.org/wiki/
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はそれを中止して東宮(順徳天皇)の妃にするように命じた｡承元４(1208)年､莫大な八条院領を相続人である異母

姉の昇子内親王(春華門院)を准母とした｡承元４年(1210 年)11 月後鳥羽上皇の強い意向により､土御門天皇の譲

位を受けて践祚｡譲位した土御門上皇には権力は無く､後鳥羽上皇による院政が継続｡建暦元(1211)年)､昇子内親

王の死後には八条院領を相続した｡承久３(1221)年､父上皇の討幕計画に参画し､それに備えるため､子の懐成親

王(仲恭天皇)に譲位して上皇の立場に退いた｡父の後鳥羽上皇以上に鎌倉幕府打倒に積極的で､５月に承久の

乱を引き起こしたものの倒幕は失敗｡乱後の７月２１日､順徳上皇は都を離れて佐渡へ配流となった｡在島 21 年の

後､仁治 3(1242)年に佐渡で崩御した｡病気は重くなかったが､還京の望みがない以上､存命は無益として､断食を

行った後､最期は､自らの頭に焼石を乗せて亡くなったと伝えられる｡ 

 

2-5.名水百選・離宮の水  

 水無瀬神宮は、桂川、宇治川と木津川の３つの河川が合流地点で、地底の構造によって水温が違うため、冬に

は霧が多く発生する伏流水になっている。離宮の伏流水は“表面には流れは見えないが、地下には清流河川の伏

流している水である。伏流水は井戸から汲み上げられるため、古くから名水とされる。離宮の水源は、清流（ｾｲﾘｭｳ）

水無瀬川の伏流水であり、清らかさがある。河川は高槻市大字川久保に発し、高槻市と三島郡島本町を流れる一

級河川で、桂川に注ぐ。水無瀬川の水の情報は表 2-5 である。 

 

表 2-5.水無瀬川の水の情報 

水系:淀川 種別:一級河川  流域:大阪府 水の種類：地下水 

水温約 16～20 度 主な成分：良好 持ち帰り：可 硬度：平均８７ｍｇ/L 

 
１９８５年、水無瀬神宮、大阪府下で唯一環境庁認定の「全国の名水百選」に選ばれた「離宮の水」である。離宮

の水が水無瀬神宮の境内にある井戸から汲み上げられるようになったのは、鎌倉時代、後鳥羽上皇が水無瀬離宮

を造営した時からである。離宮跡に神宮が建設すると、神宮の手水舎の牡戸から湧き出た水である。 

 

   

 

写真 2-1.水無瀬神宮にある水無瀬川の分流 写真 2-2.水無瀬川による桜、手水舎と湧き水の水栓 
 

写真 2-1 は水無瀬神宮にある水無瀬川の分流である。写真 2-2 は水無瀬川による桜、手水舎と湧き水の水栓。

水無瀬川の水は、茶の湯として利用し、茶会が行われ、サントリー山崎蒸溜所の仕込み水として利用。平成４(1991）

年「離宮の水保存会」が設立され、「離宮の水」周辺は定期的に環境水質保全活動が続けられている。 
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2-6.神宮の宝物 

2-6a.客殿(国指定重文化財） 

客殿は拝殿に向かって左側に建てられた時期は不明であ

る。豊臣秀吉からの寄進で、造営奉行は福島正則と伝えられ

ている（写真 2-3）。福島正則公の造営、豊太閤献納と伝え

る桃山末期の建築で、桁行六間、梁間五間の入母屋（ｲﾘｵﾓ

ﾔ）造、桟瓦（ｻﾝｶﾞﾜﾗ）からなっている。全体の形式手法は書

院形式で、規模や形式ともに標準的で比較的簡素な造りで

ある(写真 2-3)。他に、写真 2-4 は洗心流華院である。 

 

2-6b.茶室(灯心亭)  

茶室(灯心亭)は離宮の御造営もなされた。後水尾天皇より下賜されたと伝えられる江戸初期の数奇屋風書院で

あった。茶室は、国指定重要文化財で、「灯心席」あるいは「灯心亭」と呼び、御所から移築し、昭和初期以前は

「七草の席」と呼ばれた。 

 

江戸初期における貴族(公家)好みの代表的な茶室として知られ、「灯心席（ﾄｳｼﾝｾｷ）」、「灯心亭（ﾄｳｼﾝﾃｲ）」と

呼ばれ、御所から移築し、妙喜庵の利休茶室と違って開放的で、宴会向けである。仏道の奥儀を学ばれ、詩歌や

茶や花の道などに親しまれる修学院である。写真 2-5 は茶室の屋根、写真 2-6 は茶室の天井、写真 2-7 は茶室

の天井および写真 2-8 は茶室の廊下である。建築物：寄棟造り（ヨセムネヅクリ）萱葺き（カヤブキ）の独立した平屋

の建物で、格天井には、山吹（ﾔﾏﾌﾞｷ）、トクサ、ヨシ、萩など十種余りの灯心の材料とされた草木を用いた。 

 

    

写真 2-9.茶室と庭園と屋根 写真 2-10.茶室の縦面 写真 2-11.茶室の平面 

 

写真 2-9 は茶室の庭園と屋根で、写真 2-10 は茶室の縦面図で、写真 2-11 は茶室の平面図である。配置は茶

室と水屋の間の二部屋、畳敷きの廻り縁が西から南側を廻り、東に折れている。規模は長方形（間口 13.36ｍ・奥行

 

 

写真 2-3.神宮の客殿 写真 2-4.洗心流華院 

    
写真 2-5.茶室の屋根 写真 2-6.茶室の天井 写真 2-7.茶室の天井 写真 2-8.茶室の廊下 
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８．３６m で面積は 111.69ｍ2）で、桁行 7.6m、梁間 5.2m である。意匠：水無瀬家が後鳥羽上皇から賜ったとされて

おり、繊細な処が随所に見られ、北側の上縁になっているが、丸太を使った例のない素晴らしい建築物である。意

匠：障子の腰板に見られる籐の水引結び、修学院離宮上の窮邃亭の陶額に見られ、上皇のお好みであった。松、

竹、梅等の様々な材種を用いた繊細な意匠が随所に見られる。内部：三畳台目の席と、同面積の勝手とを並べた

構成されている。 

 

2-6c.国宝と文化財 

後鳥羽天皇像は上皇が隠

岐に遷御の直前に出家し

て法皇となり、絵師の藤原

信実に描かれ、御母公の

七条院に残された座像で

ある。御手印御置文（国

宝）は隠岐で法皇が崩御

の１４日前に書き残された

朱肉で御手形を押された

御遺言書である。石川五

右衛門の手形とは、大阪府指定重要文化財、桃山時代に作られた薬医門造である。 

参道の正面から神門にさしかかれる。 

石川五右衛門の手形は、文禄年

間の大盗賊石川五右衛門が、神宝

の名刀を盗もうと数日間忍窺ってい

たが、神門により中に入れず、やむな

く立ち去ったときに残した手形が残っ

ていると伝えられる。金網で手形だと

までは確認できなかった（写真 5-1

と写真 5-2）。 

水鏡の御影：上皇が隠岐で水鏡に姿

を写して御自から描かれたと伝える法

体の肖像。 

重要文化財：後鳥羽院置文案文・後

鳥羽院宸翰消息・後村上天皇宸翰

願文。 
町指定文化財：水無瀬駒(ﾐﾅｾｺﾞﾏ）・
象戯圖(ｼｮｳｷﾞｽﾞ）・将棊馬日記(ｼｮｳｷﾞｺﾏﾆｯｷ）。  
水無瀬駒：水無瀬兼成は能筆家として知られ、第 106 代正親町天皇の勅命により、将棋の駒の銘を書いたのが

水無瀬駒の初めである。この駒は現在の将棋ではなく、中将棋と呼ばれる大きめの盤で行われる将棋のものあ

った。また「象戯図」を２巻も書写した（写真 5-3）。 

   

写真 5-1.神宮の参道と表門 写真 5-2.石川五右衛門の手形と記念文 

 

 

写真 5-3.石川駒発祥の地と文化財の関連資料 
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3.水無瀬神宮の由来と現在 

3-1.水無瀬神宮の和文由来と現在 

1.祭神：水無瀬神宮では、82 代後鳥羽天皇（ｺﾞﾄﾊﾞ：1183-1198）・

83 代土御門天皇（ﾂﾁﾐｶﾄﾞ：1198-1210）・84 代順徳天皇（ｼﾞｭﾝﾄｸ：

1210-1221）が祭られている。 
2.起源：第８２代後鳥羽天皇が、この地に水無瀬殿を造営し、水

無瀬離宮と称された。離宮とは、皇居や王宮とは別に設けられた

宮殿である。承久３（1221）年、後鳥羽上皇は「承久の乱」で隠岐

に流され、その地で崩御し、遺勅にした。 

明応３（1494）年、室町中期の１０３代後土御門天皇から、水無

瀬宮の神号を賜った。水無瀬神宮は、明治６（1873）８月、三上皇

を合祀され、水無瀬宮を官幣中社に列し、水無瀬宮と称した。同時に土御門、順徳両天皇の御霊も共に祀られた。

昭和１４（1939）年、８２代後鳥羽天皇の 700 年式年に当たり官幣大社に昇格し、神宮号を賜った。昭和 20（1945）

年、戦後の Minase Jinguu は、神社本庁所属の別表神社と改称された。大阪府下唯一の神宮で数多くの文化財が

ある。戦後には、神社の本庁所属の別表神社として、大阪府の唯一の神宮で、今日に至る。 

３.法華堂：法華堂とは、法華三昧堂の略称で天台宗の法華三昧の行を行う仏堂である。仁治元（1240）年、藤原信

成・親成親子が離宮の旧跡に「御影堂」を建立し、上皇を祀ったのが始まりである。 

4.神宮の宝物：後鳥羽天皇像(国宝)、御手印御置文（国宝）がある。水鏡の御影は、上皇が隠岐で水鏡に姿を写し

て御自から描かれたと伝える法体の肖像である。重要文化財は後鳥羽院置文案文・後鳥羽院宸翰消息・後村上

天皇宸翰願文である。 

5.神宮の建築物：本殿は入母屋造で、間口 10.23ｍと側面 10.10ｍである。拝殿は台檜木造土間式で、間口 14.52

ｍと側面 5.94ｍである。燈心席（茶室）は後水尾上皇御遺愛の茶室で、本席と水屋からなる重要文化財。寄棟造り

の茅葺。間口 13.36ｍと側面 8.37ｍ。境内末社は春日神社、柿本神社、星阪神社、稲荷神社である。鳥居は１基

で、灯籠は６基である。 

 

表 3-1.大阪府三島郡、水無瀬神宮の日文詳細資料 

1 主祭神 
第８２代後鳥羽天皇（ｺﾞﾄﾊﾞ)は承久の乱で隠岐に流されそこで死去）、第８３代土御門天皇（ﾂ

ﾁﾐｶﾄﾞ:後鳥羽天皇第の 1 皇子）、第８４代順徳天皇 （ｼﾞｭﾝﾄｸ:後鳥羽天皇の第３皇子） 

2 神社創建 仁治元（1240）年  

3 祭 神 

後鳥羽天皇祭：４月４日、裏千家家元献茶祭：４月５日、宗偏流家元献茶祭：４月上句、

８４代順徳天皇祭：１０月１４日、秋季講社大祭：１０月第３ヶ第 4 日曜：献華展、８３

代土御門天皇祭：１１月１３日、松囃神事：１月３日。 

4 社格等 官幣大社・別表神社  

5 例 祭 例祭：12 月 7 日、月次祭 毎月 1 日、22 日 

6 宮 司 水無瀬 忠成（タダシゲ） 

7 鎮座地 〒618-0011 大阪府三島郡島本町広瀬三丁目 10－24     

 

写真 3-1.水無瀬神宮の由来 



11 
 

8 交通手段 
JR 東海道線｢島本駅｣下車、交通(｢山崎駅｣下車南西約 800m)、 

阪急京都線｢水無瀬駅｣下車北東約 800ｍ 

9 位 置 34 度 53 分 06 秒、 135 度 40 分 23 秒 

10 標 高 11.7ｍ 

11 電話・FAX 電話：075-961－0078、FAX：075－962－2014 

12 本 殿 109 代明正天皇の御代に御下賜。入母屋造。間口 10.23ｍと側面 10.10ｍ。 

13 拝 殿 内務省技師角南陽氏の設計、台檜木造土間式。間口 14.52ｍと側面 5.94ｍ。 

14 
燈心席 

（茶室） 

後水尾上皇御遺愛の茶室、内部が三畳台目の本席と水屋からなる重要文化財である。 

寄棟造りの茅葺。間口 13.36ｍと側面 8.37ｍ。 

15 境内末社 春日神社、柿本神社、星阪神社、稲荷神社。 

16 神 門 参道正門に見える。薬医門造。門柱に石川五ヱ門の手形が残る。 

17 鳥 居 １基（笠木下点は 43ｍ、笠木上点は 5.92ｍ） 

18 灯 籠 ６基（正面鳥居 2.80ｍ、客殿前 2.21ｍ、本殿前 1.70ｍ） 

19 
名水百選 

「離宮の水」 

名水百選「離宮の水」は、環境省より認定された大阪府下唯一の名水である。鎌倉時代、後

鳥羽上皇が水無瀬離宮を造営中、井戸から湧き出てきた水。。 

20 国 宝 

後鳥羽上皇が隠岐に遷御の直前、絵師の藤原信実を召して描かしめられ、御母公七条

院に残された後鳥羽天皇像。隠岐で上皇が崩御の１４日前に書き残した朱肉の手形を

押された御手印御置文。 

22 札所等 神仏霊場巡拝の道 62 番（大阪 21 番） 

 
3-2.水無瀬神宮の英文由来と現在  

1.Worshipped Gods：Worshipped Gods of the Minase Shrine is the Emperor of 82-84 generations. In 
other words, The 82nd Emperor Gotoba (dieｄ in a flow place in Oki Islands in JōkyūWar, The 83rd 
Emperor Tsuchimikado (Prince Emperor Gotoba first) and The 84th Emperor Juntoku (Prince 
Emperor Gotoba third) 
2.Beginning：The 82nd Emperor Gotoba built Minase-Den on this ground and was called Minase-
Rikyuu.Rikyuu is a palace established separately from the Imperial Palace and the royal palace. Jōkyū 
War "Jōkyū 3 (1221) year" is flowed to Oki, based on Ichoku of the 82nd Emperor Gotoba that demise. 
Meiou03（1494）、from 83 Emperor Go-Tsuchimikado, Minase Jinguu was bestowed the "Shin-gou" of 
Minase Palace. Minase Jinguu is Retsukaku to kanpei-Taisha 1873 to kanpei-Chuusha, in 1939, was 
renamed the current Jinguu. Meiji 06 (1873) August, is enshrined a three-Emperor, Resshi the Minase-
Guu in the company Tyuusya, referred to as the Minase Miya.The spirit of a dead person of the 83s 
Emperor Tsuchimikado and both 84s Shunde Emperor was worshiped together at the same time, too. 

1939 years, Minase Jinguu is promoted to Kanpei-Taisha hit the 82nd Emperor 700 years of Gotoba 
Shikinen, was bestowed the "Jinguu-Gou".1945 years, the post-war Minase Jinguu has been renamed 
the Schedule shrine of shrine headquarters affiliation. There are a number of cultural property in 
Osaka Prefecture only Jingu. The post-war, Minase Jinguu is on Appendix shrine of central 
government office belonging to the shrine, is the only Shrine of Osaka Prefecture, to this day. 
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３.Hokkedou：Hokke-dou is Butudou performing a line of Hokke-Zanmai of Tiantai by an abbreviated 
designation of Hokke-Zanmai-dou.Ninzi source (1240) years, Fujiwara no Nobunari· Tikanari-no-
Oyako has built a Miei-dou to the point of interest Rikyuu, is beginning that was dedicated to Emperor. 
1494 year, Muromachi medium term, was initially referred to as "HokkeDo". The first was dedicated 
to Emperor was called "HokkeDo". 
4.Treasure of Major Shrine：The Minase Jinguu, 82nd Emperor Gotoba image (National Treasure: 
Vertical 40.3cm, width 30.6cm), there is a Goshuinon-okibumi (national treasure). Mikage of 
Mizukagami is a portrait of a legal framework to tell to have been drawn from your mistakes copy the 
figure to Mizukagami 82nd Emperor Gotoba is "Oki". 
5. Building of Major Shrine：Hoden (Main shrine) is money of the 109 Emperor Meisho. Irimoya-
dukuri. Frontage 10.23m and lateral 10.10m. Haiden is Dai-Hinoki wooden construction-earthen floor 
type, is a Frontage 14.52m and lateral 5.94m.Tearoom is 108th Go-Mizuo Emperor (1611-1629), is an 
important cultural property, which consists of the seat and Mizuya of the bequest. Scale of the tearoom 
is a Pyramid Roof Thatch and frontage 13.36m and side 8.37m.Roof is thatched of pyramid roof, scale 
is a frontage 13.36m and side 8.37m. Precincts subordinate shrine is Kasuga Shrine, Kakimoto Shrine, 
hoshisaka Shrine, Inari Shrine. A torii and a garden lantern are one engine and six engines each. 

 

表 3-2.大阪府三島郡、水無瀬神宮の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

The 82nd Emperor Gotoba (died in a flow place in Oki Islands in JōkyūWar.  
The 83rd Emperor Tsuchimikado (Prince Emperor Gotoba first) 
The 84th Emperor Juntoku (Prince Emperor Gotoba third) 

2 Foundation Ninji era first year (1240) age   

3 
Main 

 Festival 

Emperor Gotoba festival (April 4), Urasenke Iemoto-kenchasai (April 5), 
Souhenryuu Iemoto-kenchasai (in April a phrase),84 Emperor Juntoku festival 
(October 14), 83 Emperor Tsuchimikado festival (November 13) 

4 Shrine Ranking  Kanpei Taisha - Appendix Shrine 

5 Festivals 
Annual festival: December 7, monthly festival the first day of each month, 22 
days 

6 Chief Priest Tadashige MINASE 
7 Enshrined land 〒618-0011 3-10-24, Hirose, Shimamoto-Cho, Mishima-Gun, Osaka    

8 Access 
JR Tokaido Line "Shimamoto station" get off, traffic ( "Yamazaki Station" and 
get off the south-west about 800m), 
Hankyu Kyoto Line "Minase Station" and get off the northeast about 800m 

9 Latitude 34 ° 53' 06 ", 135 ° 40' 23" 
10 Elevation 11.7ｍ 
11 TEL・FAX TEL：075-961-0078、FAX：075-962-2014 

12 Honden 
Money of the 109 Emperor Meisho. Irimoya-dukuri. Frontage 10.23m and 
lateral 10.10m. 
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13 Haiden 
Dai-Hinoki wooden construction-earthen floor type。 
Frontage 14.52m and lateral 5.94m. 

14 Tea-Room 
It is a tea-ceremony room of the 108s Emperor Gomizuno, this seat of the 3 
tatami for the most part and the important cultural property consisting of 
cupboards. Pyramid Roof Thatch. Frontage 13.36m and lateral 8.37m. 

15 
Keidai  
Massha 

Kasuga Shrine, Kakimoto Shrine,  
Hoshisaka Shrine, Inari Shrine. 

16 Shrine Gate 
A shrine gate is Medicine physician Gate structure in the approach to a shrine 
front gate. Bill of Ishikawa Goemon in gatepost remains.  

17 Torii One (in the kasagi lower point in 5.43m, kasagi in the point 5.92m) 
18 Tourou Six (front torii: 2.80m, Reception hall: 2.21m, front of Honden: 1.70m) 

19 
Meisui  

Hyakusen 

Meisui-hyakusen "Rikyuu water" is a certified Osaka Prefecture only famous 
water by the Ministry of the Environment. Kamakura era, in erecting the 
palace The 82nd Emperor Gotoba is Minase, is water that springs from the 
well. 

20 
National 
Treasure 

The 82nd Emperor Gotoba is Emperor Gotoba image that has been left in the 
drawn just before the Sengyo to Oki Islands. Shuin-on-Okibumi that in Oki 
Island Emperor has been pressed the procedure of ink pad, which wrote to the 
14 days prior to the Hougyo 

22 Fudasho Gods hallowed ground pilgrimage of road number 62 (Osaka # 21) 
 

3-3.水無瀬神宮の韓文由来と現在（미미미 신궁의 유래와 현재） 

1. 주제신：미나세 신궁에서는 82 대 고토바 천황 (고토바:1185-1198)· 83 대 쓰치미카도 천황 (츠치미카도: 1198-1210) 84 대 

준토쿠 천황 (순덕: 1210-1221)이 모셔져 있다. 

2. 기원：제 82 대 고토바 천황이 이 땅에 미나세 전을 축조하여 미나세 별궁이라 했다. 별궁은 황궁이나 왕궁과는 별도로 

마련된 궁전이다. 죠우큐 3(1221) 년 고토바 천황은 "죠우큐의 난'에 오키에 휩쓸려 승하하고 유언을 남겼다. 메이오 

03 년(1494) 무로마치 중기 83 대 다이고쓰치 미카도 천황으로부터 미나세 궁 신호를 하사 받았다. 미나세 신궁은 메이지 

6 년(1873)에 관제중사, 쇼와 14 년(1939)에 관제대사에 열격 되었고 현재의 신궁으로 개칭되었다. 메이지 06 년(1873) 8 월 

3 상제를 합사해 미나세 궁을 관제중사로 열하고, 미나세 궁으로 칭했다. 동시에 미카도 순덕 양 천황의 영도 함께 모셨다. 

쇼와 14년(1939)년 82대 고토바 천황의 700년경에 관제대사로 승격하고 신궁의 호를 하사했다. 

쇼와 20 년(1945) 전후 미나세 신궁 신사 본청 소속 별표 신사로 개칭되었다. 오사카 후의 유일한 신궁으로 수많은 

문화재가 있다. 전후에는 신사 본청 소속 별표 신사로, 오사카의 유일한 신궁으로 오늘에 이른다. 

3. 법화당：법화당은, 법화 삼미당의 약어로 천태종의 법화삼미를 수행하는 불당이다. 닌지원년(1240) 후지와라 노부나리 

치카나리 부자가 별궁의 유적에 「미카게당」을 건립하고 상제를 모신 것이 시작으로, 상제를 모신 처음에는「법화당」이라고 

불렸다. 메이오 3년(1494) 무로마치 중기 처음에는 「법화당」이라고 불렸다. 

4. 신궁의 보물：고토바 천황상(국보) 어테인오키부미 (국보)가 있다. 물거울의 미카게는 상제가 오키에서 물거울에 모습을 

비춰 그렸다고 전해지는 법체의 초상화가 있다. 중요 문화재는 고토바천황 온오키분안문· 고토바천황 신칸초상· 고무라카미 

천황 신칸원문이다. 
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5. 신궁의 건축물：본전은 이리모야식 구조로, 폭 10.23m 와 측면 10.10m 이다. 배전은 타이히목조 도마식으로, 폭 14.52m 와 

측면 5.94m 이다. 긍심석(다실)은 고미즈오 천황 고이아이의 다실에서, 본석과 미즈야로 이루어진 중요 문화재. 요세무네식 

구조 카야부키(초가). 폭 13.36m 와 측면 8.37m. 경내 말사는 가스가 신사, 카키모토 신사, 호시반 신사, 이나리 신사이다. 

도리이는 1 기, 등불은 6기이다. 

 

表 3-3.大阪市東淀川区、水無瀬神宮の韓文詳細資料 
 

 

1 주제신 
제 82 대 고토바 천황 (고토바) 조우큐의 난에 오키에 휩쓸려 사망, 제 83대 쓰치 미카도 천황 

(츠치 미카도: 고토바 천황 제 1 황자) 제 84대 준토쿠 천황(순덕:고토바 천황 제 3황자) 

 2  신사창건 인지 원년（1240） 

 3 제 신 

고토바 천황 축제(4월 4일) 우라센케이에무토 헌다식 축제 (4월 5일) 소우핸류케이모토 헌다제: 

(4월상순) 84 준토쿠 천황축제 (10월 14일) 추계강사대제 (10월 제 3 제 4일요일:헌화전) 83 쓰치  

미카도 천황축제 (11월 13일) 마츠바야시노 신지 (1월 3일). 

 4 사격등 간페이 대사 ·벳표이 신사  

 5 열 제 절기: 12월 7일, 월별 축제 매월 1일, 22일 

 6 궁 사 미나세 타다시게 

 7 진좌지 〒618-0011 오사카후 미시마군 시마코토죠 히로세 3쵸메 10－24 

 8 교통수단 
JR 토카이 도선 「시마모토 역」하차 교통 (「야마자키 역」하차 남서 약 800m) 

한큐 교토 선 「미나세 역」하차 북동쪽으로 약 800m  

 9 위 치 34도 53분 06초、135도 40분 23초 

 10 표 고 11.7ｍ 

 11  전화・FAX 電話：075-961－0078、FAX：075－962－2014 

 12 본 전 109 대 메이쇼 천황의 오다이에 하사. 이리에야식 구조. 폭 10.23m와 측면 10.10m. 

 13 배 전 내무성 기사 츠노난요씨의 설계, 타이히목조 도마식 폭 14.52m와 측면 5.94m. 

 14 
 등심석 

 （다 실） 

   천황 고이아이의 찻집, 산죠다이메의 본석과 미즈야로 된 중요문화재.요세무네식 구조 카야부키(초가). 

폭 13.36m와 측면 8.37m。 

 15 경내말사 카스가 신사, 카키모토 신사 호시반 신사, 이나리 신사. 

 16 신 문 
참배 정문에 보인다. 약문식 구조. 문설주에 이시카와 고에몬의 손자국이 

남아있다. 

 17 도리이 １기（카사기 하단점은 5.43ｍ、카사기 상단점은 5.92ｍ） 

 18 등 용 ６기（정면 도리이 2.80ｍ、객전 앞 2.21ｍ、본점 앞 1.70ｍ） 

 19 
명수백선 

「난궁의 물」 

명수 백선 「별궁의 물」은 환경부에서 인정한 오사카 후의 유일한 명수이다. 가마쿠라시대 고토바  

황제가 미나세 별궁을 만들때 우물에서 솟아 나온 물. 

 20 국 보 
상제가 오키에 센교 직전에 후지와라 이부기네를 불러 그리게 한 후 모공 7조원에 남긴 고토바  

천황상. 오키에서 상제가 서거하기 14일 전에 남긴 인주의 단계를 보관한 온오키분안문。 

 21 예소 등 신불 영지 순례의 길 62 번 (오사카 21번) 
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4.水無瀬神宮の社殿 

4-1.水無瀬神宮の社殿と本殿規模 

  

写真 4-1.水無瀬神宮の社殿の側面 写真 4-2.水無瀬神宮の社殿の横断面 

 

社殿は、上皇崩御の後、絵師の藤原信実を召して描かしめた上皇の御影を拝領し、離宮の地に御堂を建てて、そ

の菩提を弔ったのが水無瀬御影堂である。その後、１８７３年に官営中社に列せられ水無瀬宮とし、同時に土御門

と順徳両天皇の御霊も共に祀られた。1939 年後鳥羽天皇７００年式年に当たり官営大社に昇格し、神宮号を賜る。

写真 4-1 は水無瀬神宮の社殿の側面である。写真 4-2 は水無瀬神宮の社殿の横断面である。 

 

  
写真 4-3.水無瀬神宮の拝殿・幣殿の側面 写真 4-4.水無瀬神宮の拝殿・幣殿の正面 

 
写真 4-3 は水無瀬神宮の拝殿・幣殿の側面。写真 4-4 は水無瀬神宮の拝殿・幣殿の正面である。 

 

  

  
写真 4-5.神宮の本殿 写真 4-6.神宮の本殿と幣殿 写真 4-7.神宮の拝殿の内部と外部 

 
神宮内に入ると、一面に砂利が敷かれた広い空間に出ると正面に大きな拝殿・本殿が見える。写真 4-5 は神宮

の本殿である。写真 4-6 は神宮の本殿と幣殿である。写真 4-7 は神宮の拝殿の内部と外部である。 
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写真 4-8.神宮幣殿屋根 写真 4-9.社殿前の調査団 写真 4-10.神宮の社殿外壁 

 

写真 4-8 は水無瀬神宮の幣殿屋根である。写真 4-9 は水無瀬神宮の社殿前の調査団の写真である。写真 4-10 は水

無瀬神宮の社殿外壁で５本の線が入っている。客殿は桃山末期に建造され、入母屋造、桟瓦葺で、国から重要文化財

の指定を受けている。豊臣秀吉が家臣の福島正則に命じて造営し、寄進したと伝えられている。 

 

   

表 4-1.神宮の建築規模 図 4-3.神宮の建築物の間口と側面の距離 図 4-4.神宮の建築物の間口と側面の関係 

 

表 4-1 は神宮の建築規模である。図 4-3 は水無瀬神宮の建築物の間口と側面の距離である。建築物の間口と側

面の距離の関係を解析するために、間口はｙ、建築物を X とすっすれば、ｙ＝0.04 X 2+2.524X+0.58 の回帰方程

式が得られる。図 4-4 は水無瀬神宮の建築物の間口と側面との関係である。側面はｙ、間口を X とすれば、ｙ＝

0.01 X 2+0.527X+0.959 の回帰方程式が得られ

る。ここで、図 4-3 と図 4-4 の回帰方程式である

が、決定係数はそれぞれ 0.972 と 0.600 である。 
表 4-2 は神宮社殿の面積規模（ｍ2）である。

神社名と面積（ｍ2）として、最小値は手水舎 6.66

ｍ2、１０代の面積（ｍ2）は、幣殿 24.83（ｍ2）、神

庫 33.54ｍ2、拝殿 86.27ｍ2 であり、１０0 代の面

積（ｍ2）は、本殿 103.32ｍ2、茶室 111.83ｍ2およ

び最大面積（ｍ2）は表門 254.89ｍ2 である。平均

は 88.76ｍ2 であった。水無瀬神宮建築物の７棟と社殿面積との関係図のデータである（図 4-2）。Ｘ表示は７棟で、

Y 表示は社殿面積である。神宮の建築物と社殿の面積との関係を究明するための考察方法として、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 は建築物で、Y は面積、決定係数は R2である。Y(建築物の

  

表 4-2.社殿面積規模 図 4-2.神宮社殿の面積規模（ｍ2） 
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面積) = 6.57 X2 +17.28X +26.42  ……決定係数(R2 =0.912) …測量値……(4-1) 

笠木の決定係数は 0.912 であることが判明した。 

  

4-2.水無瀬神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、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 4-11.末社の春日神社 写真 4-12.末社の柿本神社  写真 4-13.末社の星阪神社 写真 4-14.末社の稲荷神社 

 

写真 4-11 は末社の春日神社で、写真 4-12 は末社の柿本神社で、写真 4-13 は末社の星阪神社で、写真 4-14

は末社の稲荷神社である。 

 

   

表 4-2.神宮末社の規模 図 4-3.神宮末社の規模（ｍ） 図 4-4.神宮末社の面積（ｍ2） 

 

表 4-2 は末社の測量値で、末社の統計分析値は、次のように要約できる。間口の最大値は稲荷神社の 1.18m、

平均値 0.97m、最小値は柿本神社の 0.78ｍである。図 4-3 の左と右の棒グラフはそれぞれ間口と側面である。Ｘ表

示は４末社で、Y 表示は間口(左)と側面の長さ(右)である。神宮の末社と間口の距離との関係を究明するための考

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。決定係数は R2である。 

Y(間口の距離) = 0.01 X2 +0.09X +0.67  ……決定係数(R2 =0.968) …測量値……(4-2) 

決定係数は 0.968 であることが判明した。図 4-4 について、X は末社で、Y は末社の面積である。面積の最大値
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は稲荷神社 1.65m2、平均値 1.125m2、最小値は星阪神社 0.78ｍ2 である。ここで、末社の 4 社と長さとの関係図の

データである。神宮の末社と面積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）の曲線回帰

方程式を与えられる。決定係数は R2である。 

Y(面積) = 0.06X2 +0.01X +0.7 ……決定係数(R2 =0.969) ……(4-3)。 

決定係数は 0.968 であることが判明した。ここでは、間口の長さと末社の面積は同様な傾向であることが判明され、

同様に係数決定も似ていることが判明された。 

5.水無瀬神宮の鳥居測量と写真と数値解析 

 5-1.水無瀬神宮の鳥居の写真 

写真 5-1 は水無瀬神宮正面の神明系鳥居と調査団であ

る。正面鳥居の規模は柱の直径 0.49ｍ、柱間距離 4.63ｍ、

貫下点 4.33ｍ、貫上点 4.86ｍ、笠木下点 5.43ｍと笠木上点

5.92ｍである。伊弉諾神宮正面の神明系鳥居では、正面鳥

居の規模は柱の直径 0.83ｍ、柱間距離 5.76ｍ、笠木上点

8.47ｍである。ここでは、表5-1のような.水無瀬神宮と関連神

社の鳥居測量値（ｍ）を表示した。 

 

表 5-1.水無瀬神宮と関連神社の鳥居測量値（ｍ） 

 

 

鳥居柱の測量値の範囲は、柱直径 0.28-0.86ｍ、柱間距離 1.90～5.76m、貫下点 2.22～6.06ｍ、貫上点 2.41-

6.76ｍと笠木下点 2.65～7.59ｍ、と笠木上点 2.80-8.47ｍである。ここで、伊勢神宮の測定値は、四條畷神社にあ

るものである。水無瀬神宮の鳥居について比較を行った。すなわち、水無瀬の鳥居高さ 5.92ｍで、伊弉諾神宮の

鳥居より低く、伊勢神宮の測定値より高いことが確認された。次に、水無瀬神宮の鳥居と他の神社の鳥居について

比較を行うと、表 5-1 の中では平均的であることが判明した。 

  

写真 5-1.水無瀬神宮の鳥居と石碑 
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5-2.水無瀬神宮の鳥居の測量値と回帰方程式 

水無瀬神宮には、1 基の鳥居と類似した鳥居の神社を含む測量を行った。図 5-1 は水無瀬神宮鳥居の柱間距

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。神宮と神社の測

量値の５基の鳥居の柱間距離と笠木の高さ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

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) = 0.697 X2 -1.982X +3.828  ……決定係数(R2 =0.997) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) = 0.909 X2 -3.029X +4.909  ……決定係数(R2 =0.999) …測量値……(5-2) 

笠木の決定係数は、共に 1.000 に近い値であることが判明した。 

 

  

図 5-1.水無瀬神宮の笠木の測量図（m）. 図 5-2.水無瀬神宮の貫の測量図（m）. 

 

図 5-2 は水無瀬神宮の鳥居と同僚鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係のデータである。■表示は貫上点で、

◆表示は貫下点のデータである。水無瀬神宮の 9 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。決定係数は R2である。 

Y(貫上の高さ■) = 0.844X2 -2.939X +4.766  ……決定係数(R2 =0.999) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.088 X2 -0.295X +1.351  ……決定係数(R2 =0.965) …測量値……(5-4) 

貫の上部と下部の決定係数はそれぞれ 0.999 と 0.965 であることが判明した。その差は 0.034 であった。 

 

6.水無瀬神宮にある石灯籠の考察 

     
写真 6-1.鳥居付近の正面の灯籠 写真 6-2.拝殿前灯籠 写真 6-3 本殿の両側にある灯籠 
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写真 6-1 は正面鳥居から神社本

殿方向へ向かう参道の両側に並ん

でいる灯籠の高さは、2.80ｍであ

る。写真 6-2 は客殿の前にある灯

籠は 2.21ｍである。写真 6-3 は本

殿の両側にある灯籠は 1.70ｍであ

る。 

表図 6-1瀬神宮の石灯籠につい

ての灯籠と高さとの関係図のデータ

である。水無瀬神宮の石灯籠と高さ

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、ここで、X は

灯籠名で、Y は灯籠の高さ、決定係数は R2である。 

Y(灯籠の高さ) =0.0057 X 2+0.211X +1.41  ……決定係数(R2 =0.934) …測量値・・・・・・・・（6-1） 

勾配は、0.934 であることが判明した。 

 

7.おわりに 

7-1.御影堂から神宮へ 
 御影堂の歴史として、600 年聖忌は、119 代光格天皇（1780-1817）の第六皇子である 120 代仁孝天皇

（1817-1846）の御代、天保年間中期に相当し、前例にならって斎行せられた。水無瀬御影堂と御所との関

係が深かった「121 代孝明天皇（1846-1867）紀」の嘉永元（1848）年２月２２日に水無瀬宮御法楽の和

歌を講すのお歌があり、御法楽は毎年小御所にて行われた。内外激動の年を経て 1868 年、慶応は明治と

改元、一世一元を制定した。同年の９月に三条実美公の家臣渡新太郎（忠秋）が、後鳥羽、土御門と順徳

の三帝および南朝諸帝の心霊還京のことを建言している。明治６（1873）年８月、水無瀬宮を官幣中社に

列し、自今官祭仰出された。三天皇の還幸の式は崇徳天皇還幸の御例によって祭典を行い、水無瀬宮へ合

祀された。明治６（1873）年９月２９日、土御門天皇、順徳天皇の御神霊奉迎使には式部助五辻安仲を、

後鳥羽天皇の御神霊奉迎使には式部寮七等出仕慈光寺有仲を仰出された。                             
三帝合祀から水無瀬宮も大変だったと思われる。今の御本殿内陣の中央は、今までも神座とされていた

が、左右は御宝蔵となっていたため、中にあった数々の宝物の移しかえ、模様替えをしなければならず、

一方。西殿と呼ばれた建物には、従来、不動王、薬師如来、阿弥陀仏などが安置せられ護摩壇その他の仏

具があり、これらの除去や、拝殿として改造した。奉迎使一行は東京から、予じめ天覧を受けた新しい御

霊実を奉じて東海道を下り、明石、姫路を経て山陰に出て、隠岐に渡り、御霊遷しの祭典を奉仕し、１１

月１６日御出発、翌１２月７日滞りなく水鮭瀬宮に御鎮座になった。 
 
7-2..鎌倉時代前期の天皇との歳没 

  

表図 6-1.無瀬神宮の石灯籠の配置とグラフ 
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表図 7-1 は鎌倉時代前期の天皇と在

位期間との関係図のデータである。鎌倉

時代前期の天皇と在位期間の関係を究

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 は天皇名で、Y は在位期

間で、決定係数は R2である。 

Y(在位期間) = -0.052 X 2 +1.878X 

-1.796 ……決定係数(R2 =0.965) …測

量値・・・・・・・・（7-1） 

勾配は、0.965 であることが判明した。在

位期関の最大年数は 82代後鳥羽天皇の

13 年であり、平均年数は 7.53 年で、最小大年数は 85 代仲恭天皇の零年である。 

表図 7-2 は鎌倉時代前期の天皇の在位

期間についての天皇と歳没との関係図のデ

ータである。 

鎌倉時代前期の天皇と歳没の関係を究明

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 は天皇名で、Y は歳没で、決定係数

は R2である。 

Y(歳没) = 0.400 X 2 +0.183X +8.636 

…決定係数(R2 =0.983) …測量値…（7-2）。

決定係数は、0.983 であることが判明した。歳没の最大年は第７７代後白河天皇の６６歳で、平均は 32 歳であり、最

小年は８１代安徳天皇の 8 歳である。 
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別表 1.水無瀬神宮の年代順の内容 

和歴 西暦 内   容 

寿永 02 1183 

26 代継体天皇（507-531）は既に天皇と称し、その後剣璽を受けたとする先例があると勅答。 

8 月 10日、法皇が改めて左右及び内大臣らに意見を求め、更に博士たちに勘文を求めた。安

徳天皇が退位しないまま８２代後鳥羽天皇が即位したため、平家滅亡の文治元（1185）年の在

位期間が２年間重複している。壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した際、神器のうち宝剣だけは海中

に沈んだまま遂に回収されることが無かった。木曾義仲の軍が京都に迫ると、平家は安徳天皇

と神鏡剣璽を奉じて西国に逃れた。 

治承 04 1180 
８１代安徳天皇（1180-1185）義仲や源頼朝への恩賞問題や政務停滞を解消する「新主践祚」

が浮上した。 

寿永 02 1183 

木曾義仲の軍が京都に迫ると、平家は８１代安徳天皇と神鏡剣璽を奉じて西国に逃した。後白

河法皇と公卿の間では平家追討が、平和的な交渉によって天皇と神鏡剣璽を帰還の議論が

あった。 

元暦元 1184 7 月２８日、神器のないままに後鳥羽天皇は即位式がを実施された。 

元歴 02 1185 
８２代後鳥羽天皇（1185-1198）は太上天皇（後白河法皇）の院宣を受ける形で践祚し、その儀

式は剣璽関係を除けば譲位の例に倣って実施された。 

文治 03 1187 佐伯景弘の宝剣探索失敗の報告を受けて捜索は事実上断念された。 



23 
 

建久元 1190 

天皇の元服の儀なども神器が揃わないまま行われた。８４代順徳天皇践祚に際して、８２代後

鳥羽天皇は三種の神器が京都から持ち出される前月に伊勢神宮から後白河法皇に献上され

た剣を宝剣とみなすこととした。 

建久 03 1192 後白河法皇による院政が続き、後白河院の死後は関白・九条兼実が朝廷を指導した。 

建久 07 1196 
通親の娘に皇子が産まれた事を機に政変が起こり、兼実の勢力は朝廷から一掃され、兼実の

娘・任子も中宮の位を奪われ宮中から追われた。この政変には頼朝の同意があったとも言う。 

建久 09 1198 

８３代土御門天皇に譲位し、以後、８３代土御門、８４代順徳、８５代仲恭と承久３年（1221 年）ま

で、３代２３年間に亘り上皇として院政を敷く。上皇になると土御門通親をも排し、殿上人を整

理（旧来は天皇在位中の殿上人はそのまま院の殿上人となる慣例であった）して院政機構の

改革を行うなどの積極的な政策を実施される。 

正治元 1199 頼朝の死後も台頭する鎌倉幕府に対しても強硬な路線を採った。 

建仁 02 1202 

８月、公事の再興・故実の整備にも積極的に取り組み、廷臣の統制にも意を注いだ。九条兼実

が出家し、土御門通親が急死した。既に後白河法皇・源頼朝も死去しており、後鳥羽上皇が名

実ともに治天の君となった。 

建久 03 1203 

1 月、除目は上皇主導で行われ、藤原定家は「除目偏出自叡慮云々」と記している『明月記』。 

12 歳の源千幡が、３代将軍になると、上皇が自ら「実朝」の名乗りを定めた。 

９月、実朝を取りこむことで幕府内部への影響力拡大を図り、幕府側も子供のいない実朝の後

継に上皇の皇子を迎えて政権を安定させる「宮将軍」の構想を打ち出してきたことから、朝幕

関係は一時安定期を迎えるが、実朝が甥の公暁に暗殺されたことでこの関係にも終止符が打

たれ、宮将軍も上皇の拒絶にあった。 

承元 04 1210 
８４代順徳天皇践祚に際して、８２代後鳥羽天皇は三種の神器が京都から持ち出される前月に

伊勢神宮から後白河法皇に献上された剣を宝剣とみなすこととした。 

建暦 02 

   

1212 

８２代後鳥羽天皇は検非違使であった藤原秀能を西国に派遣して宝剣探索にあたらせた。伝

統が重視される宮廷社会において、皇位の象徴である三種の神器が揃わないまま治世を過ご

した後鳥羽天皇にとって、このことは一種の「コンプレックス」であり続けた。 

承久元 1219 
内裏守護である源頼茂が西面武士に襲われて内裏の仁寿殿に籠って討死を遂げ、その際の

火災によって仁寿殿ばかりか宜陽殿・校書殿など、内裏内の多くの施設が焼失した。 

承久 03 1221 

5 月、後鳥羽上皇は、時の執権・北条義時追討の院宣を出し、畿内・近国の兵を召集して承久

の乱を起こしたが、幕府の大軍に完敗した。その結果、後鳥羽上皇は隠岐に配流された。、順

徳上皇は佐渡に、土御門上皇は土佐（後に阿波）に遷御になり、遂に都に御帰遷ならず、遠

隔の地で崩御。すなわち、承久の変や承久合戦ともいう。日本史上初めて、朝廷の勅や院宣

に逆らう軍事行動によって朝廷に反乱軍が勝利した事件である。 

文暦 02 
1235 

後鳥羽院は隠岐に流される直前に出家して法皇となった。『明月記』の記録によると、春頃に

は摂政・九条道家が後鳥羽院と順徳院の還京を提案したが、北条泰時は受け入れなかった。 

 

延応元 1239 

四条天皇代の 2 月 20 日、後鳥羽法皇は配所にて崩御した。同年 5 月、「顕徳院」と諡号が贈

られた。『平戸記』によると 6 月に、九条道家が追号を改めることを提案し、あらためて「後鳥羽

院」の追号を贈ることとなった。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E9%81%93%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8820%E6%97%A5_(%E6%97%A7%E6%9A%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B4%A9%E5%BE%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%A1%E5%8F%B7
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仁治元 1240 
水無瀬（藤原）信成・親成親子が離宮の旧跡に「御影堂」を建立し、上皇を祀ったのが始まりで

ある。 

仁治 03 1242 
後高倉皇統の断絶によって８８代後嵯峨天皇（土御門院皇子）の即位となった７月には正式に

院号が「後鳥羽院」とされた。 

寛元 02 1244 この年に、後鳥羽上皇の追善八講が公家沙汰（朝廷主催の行事）に格上された。 

宝治 02 1248 
後嵯峨上皇と後鳥羽上皇が定制化したものの承久の乱で中絶した院御所最勝講を先例として

復活させた。 

明応 03 1494 
室町中期の１０３代後土御門天皇から、隠岐より、後鳥羽法皇のｊ神霊を迎えて、水無瀬宮の神

号を賜った。 

嘉永元 1848 

２月、「１２１代孝明天皇紀」の水無瀬宮御法楽の和歌を講すとあり、御題は「山霞」で花鳥のと

けき春の色みせてかすみそなひく四方のやまのはのお歌があり、御法楽は毎年御所に行われ

た。 

慶応 4/ 

明治元 
1868 

９月８日、慶応は明治と改元、一世一元に制定。９月１８日、三条実美公の家臣渡新太郎（忠

秋）が、後鳥羽、土御門と順徳の三帝および南朝諸帝の心霊還京のことを建言している。 

明治 06 1873 

８月、三上皇の合祀、水無瀬宮を官幣中社に列し、水無瀬宮と称し、同時に土御門、順徳両

天皇の御霊も共に祀られた。９月、土御門天皇、順徳天皇の御神霊奉迎使には式部助五辻安

仲を、後鳥羽天皇の御神霊奉迎使には式部寮七等出仕慈光寺有仲を仰出された。 

昭和 14 1939 
後鳥羽天皇 700 年式年に当たり官幣大社に昇格、神宮号を賜った。戦後は神社本庁所属の

別表神社で現在の水無瀬神宮と改称された。大阪府下唯一の神宮で数多くの文化財がある。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E5%B5%AF%E5%B3%A8%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A2%E5%8F%B7

