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ABSTRACT 

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Fujimori Shrine, 〒 

566-0072 2-1-1, Torikainishi, Settsu-city, Osaka. Furthermore, the origin of Fujimori Shrine translated 
Multilingual translation (Japanese, English, and Korea) of history that supported the globalization 
era. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method. Fujimori 
Jinja is founded approximately 1,800 years ago by the Jinguu Empress (200-270) and is the deep old 
shrine of the connection with the Imperial Family. Fujimori Shrine of Settsu-city is behind Fujimori 
Jinja of Kyoto. 
Toneri-Shinnou (for 672-686 years a child of the Toneri-Shinnou .40s Emperor Tenmu) is Toneri-Shinnou's one 

pillar of Fujimori Jinja's Festival of Yamashiro-Koku (Kyoto) "Tinza" "Shinzi-Gorei "to the world. Fujimori 
was edited by Nihon Shoki, the oldest national history book, and became the president. In addition, 
Sugawara-Mitizanekou (845-903): When Sugawara-Mitizanekou descended to Dazaifu (government), he 
enshrined the Holy Spirit with the edge which stopped the boat in this region. Sugawara-Mitizanekou is a 
political scientist, Nitoku thick, poetry, calligraphy excellent, and also a master of the bow. 
 Shrine came in 1577. Honden was founded in 1664. The frontage is an average of 8.60m. Depth is an 
average of 4.41m. An area is an average of 38.57m2. Keidai-Massha is Iinari-Shrine, Kunisaduti Shrine 
and Itikishima Shrine. Torii's position is the front-Torii, Itikishima-Torii, Iinari-Torii and Yodogawa-Torii. A 
garden lantern is nine engines such as front, Itikishima Shrine, Kunisaduti Shrine, Iinari-Shrine. In the 
Cultural Property, the stone monuments are Torikai-Maki-no-Ato, Kuromarujou-no-Ato, Rikyuu "Torikaiin" 
-no-Ato and Kakoitutumi. Furthermore, the honoring bill is Sanbonmatu-Tenzinja-no-Ato and torikai-no-
watashi-no-Ato. 
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１.はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の一部

である。本稿の藤森神社は、〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西２－１である。位置と標高は北緯 34 度 46 分 19.6

秒、 東経 135 度 34 分 56.4 秒と 4ｍである。 

起源と創建について、舎人親王(672－686 年、崇道盡敬皇帝・40 代天武天皇の子）：山城国（京都府）鎮座の藤

森神社の御祭神の一柱舎人親王の神霊璽を勧請したと伝えられた。藤森とは、最古の国史書である日本書紀を撰

修され、総裁となった。舎人親王の主祭神としてお祀りし、無病息災・学業成就の御利益のもと鳥飼の氏子・崇敬者

から篤く信仰されている。さらに、勝運,学問と馬牛牧場の藤森神社、淀川の畔にある鳥飼（鳥養）地域の氏神（産土

神）であり、明治には郷社に指定された。鳥飼は古来、朝廷との縁深い土地であり、５９代宇多天皇（887 年に即位）

は、当時この地にあった離宮に度々行幸されていた。最後に、菅原道真公(845－903 年)：菅公が大宰府へ下り給う

時、此地に舟を止められた縁を以て御霊を合祀したと伝えられた。菅原道真公は政治学者で、仁徳厚く、詩歌、書

道に優れ、および弓の達人でもあった。当社の例祭(10 月 18 日)の宵宮（17 日夕刻）には壮観な提灯行列の『ねりこ

み』が行われ、境内は両日鉦や太鼓の音で賑わった。 

 現神社は天正５（1577）年に出来、本殿は寛文４（1664）年に建立した。社殿において、間口は平均 8.60ｍ、奥行き

は平均 4.41ｍ、面積は平均 38.57ｍ2である。鳥居の場所は正面、市杵島、稲荷と三本松天神社跡の鳥居の４基であ

る。灯籠の場所は正面、市杵島神社、國狭槌神社、稲荷神社灯籠等の９基である。 

文化財の石碑は、鳥養牧跡/とりかいまき-の-あと、黒丸城の址/くろまるじょう-の-あと、離宮「鳥飼院跡/りきゅう「とりか

いいん」のあとと囲み堤/かこいつつみ（鳥飼上）である。文化財の顕彰札は、三本松天神社跡/さんぼんまつ-てんじんじ

ゃ-の-あとと鳥飼の渡し跡/とりかいのわたしのあとが見られる。 

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、神社鳥居や灯籠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英語）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.鳥飼（養）の石碑と顕彰札 

平安時代以前より鳥飼付近の淀川氾濫原や中州では、律令政府によって｢鳥養牧(とりかいまき)｣が設けられ、牛馬

が放牧されていた。また、淀川を往来する貴族たちがこの地を停泊や休憩に利用したといわれる。｢離宮鳥飼院(りき

ゅうとりかいいん)｣には行幸があり、宇多天皇もこの地を愛好したことが｢大和物語｣にも記載している。宇多天皇（867

年-931 年）は、５９代天皇（在位：887-897 年）である。 諱は定省（さだみ）。後の佐々木氏などに代表される宇多源

氏の祖先にもあたる。元号/仁和、寛平。先代/５８代光孝天皇（884-887）と次代/６０代醍醐天皇（897-930）。別称/

寛平法皇、亭子院。 父親/５８代光孝天皇（884-887） と母親/班子女王。女御/藤原温子、藤原胤子、橘義子、橘

房子、菅原衍子。子女/醍醐天皇、敦実親王、斉世親王。皇居/平安宮である。 

 江戸時代には、畿内、西国を支配するための拠点である大阪城の周縁という政治的、経済的に重要な位置である

http://www.weblio.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Flanguage%3Dja%26pagename%3D%25E8%2597%25A4%25E6%25A3%25AE%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE_%2528%25E6%2591%2582%25E6%25B4%25A5%25E5%25B8%2582%2529%26params%3D34_46_19.6_N_135_34_56.4_E_region%3AJP&etd=c07058a25c7cfd6f
http://www.weblio.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Flanguage%3Dja%26pagename%3D%25E8%2597%25A4%25E6%25A3%25AE%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE_%2528%25E6%2591%2582%25E6%25B4%25A5%25E5%25B8%2582%2529%26params%3D34_46_19.6_N_135_34_56.4_E_region%3AJP&etd=c07058a25c7cfd6f
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ことから、鳥飼(とりかい)地域は高槻藩領に支配されていた。淀川では慶長の頃より｢鳥飼の渡し｣が交通の重要な役

割を果たしていた。明治４（1871）年の廃藩置県によって、市域は大阪府管下に統合され、同２２（1889）年に町村制

が施行され｢鳥飼村｣が生まれた。昭和 31（1956）年９月には近隣の、味舌町、味生村と合併して、三島町が誕生し三

宅村も後に合併し、昭和４１（1966）年１１月に現在の｢摂津市｣になった。平成９（1997）年には付近にモノレール南摂

津駅が開通し現在も鳥飼地域周辺の開発が進行した。 

 

２-１.鳥飼（養）牧跡/とりかいまき-の-あと/鳥飼下３丁目/石碑 

延長５(927)年に完成した｢延喜式｣では、当時の牧は三種類に分けられている。すなわち、皇室の科馬を供給す

る御牧(勅使牧)、兵馬・用役牛の飼育を目的とする諸国牧(官牧)、および都(京都)の周辺に設けた近都牧である。 

当時牛馬は、ひき牛や乗馬用として多<利用され、特に都では大宮人にとって牛や馬は欠かせない。鳥養牧は

『延喜式』に近都牧とある都の周辺に設けた六牧あった近都のー牧で、諸国から運ばれた牛馬を飼育し、必要に応

じて都に送るために設けた牧場である。この牧が現在どの範囲に広がって明白ではないが、馬島(淀川本流にかつ

てあった島)・本牧(字名)・五久｢御厩｣(宇名)などの名残から、現在建っている石碑を中心としたあたりと思わられる

（写真 2-1）。 

 

   

写真 2-1.鳥養牧跡の石碑 

 

 ２-２.囲み堤/かこいつつみ/鳥飼上１丁目/石碑 

 淀川流域は昔から長雨や豪雨になると、河川が氾濫し、

人々は洪水から稲作を守る戦いを繰り返した。慶長元

(1596)年、豊臣秀吉は大規模な淀川堤防修築を諸国の大

名に命じ、｢慶長堤｣(輪道：わんど)を完成させた。当時｢輪

道｣は水防施設であっただけでなく、淀川の渡し場で下船し

た人たちが、西面・富田(高槻市)や大阪方面に往来する道

として利用し、有事の際には軍事的要塞となり、経済的・軍

事的役割を果たした。現在も地名として｢鳥飼和道｣が残っ

ている。この｢和道｣も同じ頃に現在の鳥飼大橋北詰から北

上し、安威川の南を東進し、｢慶長堤｣へと続<長大な堤であ

った。これらの堤の一郎は現在も道路として利用されている

（写真 2-2）。 

 

 
写真 2-2.囲み堤の石碑 
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２-３.黒丸城の址/くろまるじょう-の-あと/鳥飼中２丁目/石碑 

黒丸城(鳥養砦)は、土石を積み重ねて築いた小城であったが、その築城

の時代や由来についての詳細は不明である。しかし、｢細川両家記｣にみえる

次のような記述は、当時この辺りに何らかの城塞的構造物と推定できる。同四

日に三好方の衆は天王寺迄諸陣〈つろげられ候、五日に鳥養へ帰陣也。永

禄２（1５５９〉年８月、同じ 12 に諸軍敗軍して始め陣所天満森へ被引退候…

然処に鳥養辺にて御談合あり。元亀元（1５7０）年９月、字地に黒廻・城の前・

内殿・地殿などの名前がから、黒丸城にゆかりの深い土地かと思われる。本

城(砦)は、淀川べりに築かれた平城で、大坂方面攻撃の前線基地の一つとし

ての機能を濃厚にある城郭と思われる（写真 2-3）。 

 

２-４.離宮｢鳥養院｣址/りきゅう「とりかい-いん」のあと/鳥飼上５丁目/石碑 

 淀川は、平安京より天王寺・住吉・高野山・熊野への参詣や西国の任地へ下る地方宮が多<利用していた。天皇・

上皇をはじめ多くの官人たちの往来が文芸に残され、当時の淀川筋の光景をほうふっとさせている。｢大和物語｣で

は亭子(ていし)院(宇多天皇の号)がこの地を訪れたことが記されている。また、このあたりが｢御所垣内(ごしょがい

ち)｣(字名)といわれていたことから、この付近に離宮があったと思われる（写真 2-4）。 

 

   

写真 2-4.離宮｢鳥養院｣址の石碑 

 

２-５.三本松天神社跡/さんぼんまつ-てんじんじゃ-の-あと/鳥飼西１丁目/顕彰札 

 延喜元(901)年正月、九州の太宰府に左遷された

菅尿道真公が赴任の途中、鳥飼の地に船を着け食事

の後自ら楊柱松を植え、この木が生育することを願っ

て神社を建立したと伝えられている。｢摂津名所図絵｣

には｢菅公筑紫御下向の時、ここに船をよせ給ひし旧

跡なり。この村に下り松、義経松、踊り松とてあり｣と記

されています。この三本の松から、神社の名が起こっ

たとされている（写真 2-5）。当神社は明治４１（1908）

年、隣村の藤森神社と合祀され廃社となり、鳥居だけが残っていた。現地の案内板によると、この神社の跡地も昭和

 

写真 2-3.黒丸城の址石碑 

  
写真 2-5.三本松天神社跡の顕彰札 
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３６（１９６１）年の淀川堤防改修で境内が削り取られ、残された鳥居も、昭和５８（１９８３）年には一部補修し、中真神

社というところへ移転したとのことで、現在地には神社があったことを示すのはこの立て札以外には何もなかった。 

 

２-６.鳥飼（養）の渡し跡/とりかい-の-わたしあと/鳥飼下 3 丁目/顕彰札 

摂津市内には「鳥飼上の渡し」「五久（ごきゅう）の渡し」「鳥飼の渡し」「願正寺（がんじょうじ）渡し」「一津屋（ひとつ

や）の渡し」などの渡し場があり、地域の人達によく利用され、親しまれ

た。 

古くは慶長１９(1614) 年片桐（かたぎり）且元（かつもと）が、大坂冬の

陣を前に家臣とともに大阪城を退き茨木城(茨木市)に入った時、この

「鳥養の渡し」を利用したと伝えられる。その後、幕藩体制の中で許可

制となった。それまで民間で運営されていたが、昭和８年(1933)に大坂

府営(無料)で利用されるようになった。そして昭和２９ (1954) 年に鳥飼

大橋が完成したが、この渡しは昭和５０年(1975)淀川改修工事まで存続

し、淀川本流最後の渡しは運航を停止した。平成１９（2007）年４月。（写

真 2-6）。 

 

  
 

写真 2-6.藤森神社周辺の地形図 写真 2-7.藤森神社周辺の古地図 写真 2-8.藤森神社の古地図 

 

 写真 2-6 は藤森神社周辺の地形図である。写真 2-7 は藤森神社周辺の古地図である。写真 2-8 は藤森神社の

古地図である。写真 2-9 は藤森神社周辺の最近の地図である。写真 2-10 は藤森神社の宮祉である。 

 

  

図 2-9.大阪府摂津市、藤森神社の周辺図 写真 2-10.藤森神社の宮祉 

 

写真 2-5.鳥養の渡し跡の顕彰札 
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３.藤森神社の由来と現在 

３-１.藤森神社の和文由来と現在 

１.神社創建：舎人親王(672－686 年、崇道盡敬皇帝・40 代天武天皇の子）：山城国（京都府）鎮座の藤森神社の御

祭神の一柱舎人親王の神璽を勧請したと伝えられた。藤森とは、最古の国史書である日本書紀を撰修され、総裁と

なった。さらに、菅原道真公(845－903 年)：菅公が大宰府へ下り給う時、此地に舟を止められた縁を以て御霊を合祀

したと伝えられた。菅原道真公は政治学者で、仁徳厚く、詩歌、書道に優れ、および弓の達人でもあった。 

２.勧請神と例祭：勧請神について、舎人親王(40 代天武天皇の子・672－686 年)を京都の藤森神社より勧請。延喜

元(901)年正月、菅尿道真公が赴任の途中、鳥飼の地に船を着け食後に楊柱松を植え、生育を願って神社を建立し

たと伝説。59 代宇多天皇（在位 887～897 年）の離宮（鳥養院）の所在地であった上鳥飼に小祠が鎮斎され、水流に

よって現在地に流れ着き鎮座された伝説。さらに、例祭は、1 月 1 日歳旦祭、2 月 3 日節分祭、4 月 17 日春祭り、6

月 30 日夏越大祓、8 月 1 日夏祭り、10 月 18 日秋祭本宮、11 月 15 日（11 月中）七五三まいり、12 月 31 日大祓で

ある。 

３.社殿と末社：神社は天正５(1577)年に出来き、本殿は寛文４(1664)年に建立した。神社の間口、奥行きと面積の平

均値は、それぞれ8.60ｍ、4.41ｍおよび38.57ｍ2である。境内末社は稲荷神社（いなり）、國狭槌神社（くにさづち）、

市杵島神社（いちきしま）である。鳥居の場所は、正面、市杵島、稲荷と淀川（三本松天神社跡）鳥居の４基である。

灯籠の場所は９基である。 

４.文化財：石碑は、鳥養牧跡/とりかいまき-の-あと、黒丸城の址/くろまるじょう-の-あと、離宮「鳥飼院跡/りきゅう

「とりかいいん」のあとと囲み堤/かこいつつみ（鳥飼上）である。顕彰札は、三本松天神社跡/さんぼんまつ-てんじん

じゃ-の-あとと鳥飼の渡し跡/とりかいのわたしのあとが見られる。 

 

表３-１.大阪府摂津市、藤森神社の詳細資料（和文） 

1 主祭神 
崇道盡敬皇帝（すどうじんけい-こうてい）・舎人親王（とねり-しんのう)および菅原道真公（すがわ

ら-みちざねこう：）の二柱である。二柱は共に学問の神様である。 

2 神社創建 
京都の藤森神社は、約 1800 年前、神功皇后（200-270）によって創建され、皇室ともゆかりの深

い古社である。摂津市の藤森神社は、京都の藤森神社より遅れている。 

3 勧請神  

舎人親王(40 代天武天皇の子・672－686 年)を京都の藤森神社より勧請。延喜元(901)年正月、

菅尿道真公が赴任の途中、鳥飼の地に船を着け食後に楊柱松を植え、生育を願って神社を建

立したと伝説。 

59 代宇多天皇（在位 887～897 年）の離宮（鳥養院）の所在地であった上鳥飼に小祠が鎮斎さ

れ、水流によって現在地に流れ着き鎮座された伝説。 

4 社格等 郷社 

5 例 祭 
1 月 1 日歳旦祭、2 月 3 日節分祭、4 月 17 日春祭り、6 月 30 日夏越大祓、8 月 1 日夏祭り、10

月 18 日秋祭本宮、11 月 15 日（11 月中）七五三まいり、12 月 31 日大祓 

6 宮 司 森山 公康 

7 鎮座地  〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西２－１－１  

8 電話・ＦＡＸ  TEL.072-654-5767 FAX.072-654-8802  

9 交通手段  JR 京都線千里丘駅からバスで約 20 分。 阪急京都線摂津市駅からバスで約 15 分。 
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 大阪モノレール南摂津駅からバスで約 5 分。(徒歩約 15 分) 

 ※最寄りバス停『西鳥飼停留所』から南へ徒歩約 2 分。 

10 位 置 北緯 34 度 46 分 19.6 秒 東経 135 度 34 分 56.4 秒。  

11 標 高 4ｍ 

12 社 殿 
現神社は天正５（1577）年に出来き、本殿は寛文４（1664）年に建立した。 

間口は平均 8.60ｍである。奥行きは平均 4.41ｍである。面積は平均 38.57ｍ2。 

13 境内末社 稲荷神社（いなり）、國狭槌神社（くにさづち）、市杵島神社（いちきしま） 

14 鳥 居 正面、市杵島、稲荷と淀川鳥居の４基鳥居。 

15 灯 籠 正面、市杵島神社、國狭槌神社、稲荷神社灯籠等の９基灯籠。 

16 文化財 

石碑は、鳥養牧跡/とりかいまき-の-あと、黒丸城の址/くろまるじょう-の-あと、離宮「鳥飼院

跡/りきゅう「とりかいいん」のあとと囲み堤/かこいつつみ（鳥飼上）である。 

顕彰札は、三本松天神社跡/さんぼんまつ-てんじんじゃ-の-あとと鳥飼の渡し跡/とりかいの

わたしのあとが見られる。 

 

 

３-２.藤森神社の英文由来と現在 

1.Shrine Foundation：Fujimori Jinja is founded approximately 1,800 years ago by the Jinguu Empress 
(200-270) and is the deep old shrine of the connection with the Imperial Family. Fujimori Shrine of 
Settsu-shi is behind Fujimori Jinja of Kyoto. 
2.Enshrined God and Annual Festival：Toneri-Shinnou (for 672-686 years a child of the Toneri-Shinnou .40s 
Emperor Tenmu) is Toneri-Shinnou's one pillar of Fujimori Jinja's Festival of Yamashiro-Koku (Kyoto) "Tinza" 
"Shinzi· Gorei "to the world. Fujimori was edited by Nihon Shoki, the oldest national history book, and 
became the president. 
Sugawara-Mitizanekou. Both pillars are both academic gods. In addition, Sugawara-Mitizanekou (845-903): 
When Sugawara-Mitizanekou descended to Dazaifu (government), he enshrined the Holy Spirit with the edge 
which stopped the boat in this region. Sugawara-Mitizanekou is a political scientist, Nitoku thick, poetry, 
calligraphy excellent, and also a master of the bow. 
3. Shaden and Massha：Shrine came in 1577. Honden was founded in 1664. The frontage is an average 
of 8.60m. Depth is an average of 4.41m. An area is an average of 38.57m2. Keidai Massha is Iinari-Shrine, 
Kunisaduti Shrine and Itikishima Shrine. Torii's position is the front-Torii, Itikishima-Torii, Iinari-Torii and 
Yodogawa-Torii. A garden lantern is nine engines such as front, Itikishima Shrine, Kunisaduti Shrine, 
Iinari-Shrine. 
4.Cultural Property : In the Cultural Property, the stone monuments are Torikai-Maki-no-Ato, Kuromarujou-
no-Ato, Rikyuu "Torikaiin"-no-Ato and Kakoitutumi. Furthermore, the honoring bill is Sanbonmatu-Tenzinja 

-no-Ato and torikai-no-watashi-no-Ato. 
 

 

表 3-1.大阪府摂津市、藤森神社の詳細資料（英文） 

http://www.weblio.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Flanguage%3Dja%26pagename%3D%25E8%2597%25A4%25E6%25A3%25AE%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE_%2528%25E6%2591%2582%25E6%25B4%25A5%25E5%25B8%2582%2529%26params%3D34_46_19.6_N_135_34_56.4_E_region%3AJP&etd=c07058a25c7cfd6f
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1 
Worshipped 

God 
Worshipped God Sudouzinkei-Koutei, Toneri-Shinnou and It is two of them of Sugawara-

Mitizanekou. Both pillars are both academic gods. 

2 
Shrine 

Foundation 

Fujimori Jinja is founded approximately 1,800 years ago by the Jinguu Empress 
(200-270) and is the deep old shrine of the connection with the Imperial Family. 
Fujimori Shrine of Settsu-shi is behind Fujimori Jinja of Kyoto. 

3 
Enshrined 

God 

Fujimori Jinja recommended Toneri-Shinnou (a child of Emperor Tenmu in 40's) from 
Fujimori Jinja in Kyoto. In 901, while Sugawara-Mitizanekou was in office, she wore a 
ship at "Torikai" and planted "Hashira-matu)" after the meal and built Sanbon-matu-
Tenzinja in hopes of growing. Fujimori Jinja was founded in "kami-Torikai" which was 
"Rikyuu (Torikai-in)" of Emperor Uda (887-897) in 59's. After that, it was settled on 
the current location by the water current. 

4 
Shrine 

Ranking 
Gousha is the Ubusuna-Gami of Kyouyuu next to the prefectural company, there is a 
central shrine widely respected than Sonsha, revered in one place. 

5 
Annual 
Festival 

Dans le Festival Annuel, 753 renonce (en novembre) sur le festival d'automne à Hongu, le 15 

novembre sur le festival d'été, le 18 octobre sur Natsugoe la grande purification, le 1 août sur 

le festival printanier, le 30 juin sur la fin traditionnelle de festival d'hiver, le 17 avril sur la 

cérémonie de Nouvel an, le 3 février le 1 janvier et est la grande purification le 31 décembre. 

6 
Chief 
Priest 

MORIYAMA Kimiyasu 

7 Shrine Site  〒 566-0072  2-1-1, Torikainishi, Settsu-shi, Osaka 

8 TEL・ＦＡＸ  TEL.072-654-5767 FAX.072-654-8802  

9 
Trans- 

portation 

• It takes about 20 minutes by bus from JR Kyoto Line Senrioka Station.• About 15 

minutes by bus from Settsu City Hankyu Kyoto Line.• About 5 minutes by bus from 

Osaka Monorail Minami Settsu Station. (About 15 minutes on foot). 

• About 2 minutes on foot from the nearest bus stop "Nishigiri Stop" to the south. 

10 Latitude  34°46'N 19.6 seconds 135°34'E 56.4 seconds. 

11 Elevation  4ｍ 

12 Shaden 
Shrine came in 1577. Honden was founded in 1664. The frontage is an average of 

8.60m. Depth is an average of 4.41m. An area is an average of 38.57 m2. 

13 Massha Keidai Massha is Iinari-Shrine, Kunisaduti Shrine and Itikishima Shrine. 
14 Torii Torii's position is the front-Torii, Itikishima-Torii, Iinari-Torii and Yodogawa-Torii. 

15 
Tourou A garden lantern is nine engines such as front, Itikishima Shrine, Kunisaduti 

Shrine, Iinari-Shrine. 

16 
Cultural  
Property 

In the Cultural Property, the stone monuments are Torikai-Maki-no-Ato, 
Kuromarujou-no-Ato, Rikyuu "Torikaiin"-no-Ato and Kakoitutumi. Furthermore,  
honoring bill is Sanbonmatu-Tenzinja-no-Ato and torikai-no-watashi-no-Ato. 
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３-３.藤森神社の韓文由来と現在（후지모리 신사의 일본어 유래와 현재） 

1. 신사 창건 : 도네리 친왕 (672 - 686 년 우도진쿄 황제 40 대 텐무 천황의 아들) : 산성국 (교토후) 진좌의 후지모리 신사의 

제신의 하나인 도네리 친왕의 신지를 권청했다고 전해져 오고 있다. 후지모리는 가장 오래된 역사서인 일본 서기를 전수한 

총재가 되었다. 또한 스가와라노미치 신공 (845- 903년) :스가공이 대제후에 내려 갔을 때 그 땅에 배를 정박한 인연으로 영령을 

합사한 것으로 전해졌다. 스가와라노미치 신공은 정치학자로 인덕이 두텁고, 시나 서예에 뛰어나고 활의 달인이기도 했다. 
2. 권청신과 예제: 권청신에 대해, 도네리 친왕 (40 대 텐무천황의 아들·672 -686 년)을 교토의 후지모리 신사로부터 권청. 

연희원년(901) 정월, 스가뇨미치공이 부임 도중 도리의 땅에 배를 정박하고 식후에 소나무를 심어 생육을 희망하는 신사를 

건립했다는 전설이 있다. 59 대 우다천황 (재위 887 ~ 897 년)의 리큐 (토리카인)의 소재지였던 카미토리카이에 작은 사당이 

건좌 되었던 것이 강물의 흐름에 의해 지금의 장소에 자리 잡게 되었다는 설이 있다. 더욱이 제례는 1 월 1일 설 제례, 2월 3일 

절분 축제, 4 월 17 일 봄 축제, 6 월 30 일 하기 대제, 8월 1일 여름 축제, 10월 18일 가을 축제 모토미야, 11 월 15 일 (11월 

중) 칠오삼 참배, 12 월 31일 대제가 있다. 

3. 신전과 말사 : 신사는 덴쇼 5년(1577)에 지어졌고, 본전은 간분 4 (1664) 년에 건립했다. 신사의 폭, 깊이 및 면적의 평균값은 

각각 8.60m, 4.41m 및 38.57 ｍ2 이다. 경내 말사는 이나리 신사、쿠니사즈치 신사, 이치키섬 신사다. 도리이의 위치는 정면, 

이치키시마, 이나리와 요도가와 (산본마츠 텐진사터) 도리이의 4 기다. 등불은 9기이다. 

4.문화재:비석은, 도리카이 마키노터, 쿠로마루죠우노 터, 리큐「토리카이인」터와카코이 츠츠미(토리카이죠)이다. 현장표식은 

산본마츠텐진 신사터와 토리카이의 전달 터/토리카이노 와타시노 터가 보인다. 

 
表３-３.大阪府摂津市、藤森神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 스도우진케 황제· 토내리 친왕 및 스가와라노미치 신공의 두 신으로 학문의 신이다. 

 2 신사창건 
교토의 후지모리 신사는 약 1800 년 전, 진구황후 (200-270)에 의해 창건된 황실과도 인연이 깊은 오  

신사이다. 셋츠시의 후지모리 신사는 교토의 후지모리 신사보다 늦게 지어졌다 

 3 권청신 

도네리 친왕 (40 대 텐무천황의 아들 · 672 - 686 년)을 교토의 후지모리 신사로부터 권청. 연희 

원년 (901) 정월 스가뇨미치공이  부임도중 도리의 땅에 배를 정박하고 식후에 소나무를 심어  

생육을 희망하는 신사를 건립했다는 전설이 있다.  

59 대 우다천황 (재위 887 ~ 897 년)의 리큐 (토리카인)의 소재지였던 카미토리카이에 작은 사당이 

건좌되었던 것이 강물의 흐름에 의해 지금의 장소에 자리 잡게 되었다는 설이 있다.  

 4 사격등 향사 

 5 예 제 
1 월 1 일 설날 축제, 2 월 3 일 절분제, 4 월 17 일 춘계 예제,  6 월 30 일 하기 대제, 8 월 1일 하기 

축제, 10 월 18 일 가을축제, 11 월 15일(11월중)칠오삼 참배、12월 31일 대제 

 6 궁 사 모리야마 키미야스 

 7 진좌지  〒566-0072  오사카 부 셋츠시 토리카이 니시 2-1-1 

 8 
전화・ 

ＦＡＸ 

 TEL.072-654-5767 FAX.072-654-8802  

 9 교통수단 

 • JR 교토선 센리오카 역에서 버스로 약 20 분. 한큐 교토선 셋츠시 역에서 버스로 약 15 분. 

 • 오사카 모노레일 미나미 셋츠역에서 버스로 약 5 분. (도보 15 분) 

 • ※ 가장 가까운 버스 정류장 「니시도리카이 정류장에서 남쪽으로 도보 약 2분. 

 10 위 치 북위 34도 46분 19초 동경 135도 34분 56.4초 

 11 표 고 4ｍ 
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 12 사 전 
현 신사는 덴쇼 5년(1577)에 지어졌고, 본전은 간분 4년(1664)에 건립했다. 

폭은 평균 8.60m이다. 깊이는 평균 4.41m이다. 면적은 평균 38.57 ｍ2 

 13 경내말사 이나리 신사, 쿠니사즈치、이치키시마 

 14 도리이 정면, 이치키시마, 이나리와 요도가와 도리이 4 개 

 15 석 등 정면, 이치키시마 신사, 쿠니사즈치 신사,이나리 신사의 등불 등 9 개 

 16 문화재 
비비비 토리카이마키노 터, 쿠로마루죠노 터, 리큐「토리카이인」터와카코이 츠츠미(토리카이죠) 

비비. 비비비비비 비비비비비비 비비비비 비비비비비 비비 비/비비비비비 비비비비 비비 비비비  

 

４.藤森神社の社殿 

４-１.主祭神 

主祭神は、崇道尽敬皇帝(舎人親王（ﾄﾈﾘｼﾝﾉｳ)と菅原道真公（ｽｶﾞﾜﾗﾐﾁｻﾞﾈｺｳ）の二柱を祭祀しており、二柱共学問の神

様である。 

４-１-１.崇道盡敬皇帝（ｽﾄﾞｳ-ｼﾞﾝｹｲ）/ 

舎人親王（ﾄﾈﾘ)の神」 

 

山城国（京都府）鎮座の藤森神社の御祭神の一枝舎人親王の神璽を勧請したと伝えられる。 

『藤森』の名の由来は、最古の国史書である日本書紀を撰修され、その総裁になった方である。舎人親王・『前賢故実』よ

り、称号/崇道尽敬皇帝[1]（追号）、身位/一品親王、出生/676 年～死去/735 年、配偶者/当麻山背,当麻氏、子女/47

代淳仁天皇（758-765）、三原王 ほか、父親/40 代天武天皇（672-686）、母親/新田部皇女、役職/知太政官事、贈太政

大臣舎人親王は、飛鳥時代から奈良時代にかけての皇族。舎人皇子とも記される。図 2-1 は舎人親王の神の系図であ

る。天坊幸彦は、鳥養部の居住地で「日本書紀」・「新撰姓氏録」から、祖先の天湯河桁命を祀った。が、神社の名が

京都の藤森と同じでことから祭神を舎人親王とした。 

 

４-１-２.菅原道真公（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾐﾁｻﾞﾈ-ｺｳ）   

菅原道眞の経歴は、時代/平安時代前期、生涯/ 845 年６月 25 日- 903 年２月 25 日、改名/幼名：「阿呼」(あこ)

 

図 2-1.舎人親王（ﾄﾈﾘ-ｼﾝﾉｳ)の神の系図 
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の後に「吉祥丸」へ改名、別名/尊称：菅公、菅丞相、天神、天神様。神号/天満大自在天神、日本太政威徳天、北

野天満宮天神、墓所/太宰府天満宮、官位/従二位右大臣、 贈正一位太政大臣、主君/宇多天皇→醍醐天皇、氏

族/菅原氏、父母/父：菅原是善、 母：伴真成の娘、妻/島田宣来子、子/長男：菅原高視・ 女子：菅原衍子である。

菅公が大宰府へ下り給う時、現地に舟を止められたる縁を以て御霊を合祀したと伝えられる。菅原道真は、日本の平安

時代の貴族、学者、漢詩人、清廉潔白で比類なき政治学者であり、仁徳厚く、詩歌、書道に優れ、さらに弓の達人でもあ

る。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣である。忠臣として名高く、５９代宇多天皇

（887-897）に重用されて寛平の治を支えた一人であり、醍醐朝では右大臣にまで昇った。しかし、左大臣藤原時平

に讒訴（ざんそ）され、大宰府へ大宰員外帥として左遷され現地で没した。死後天変地異が多発したことから、朝廷

に祟りをなしたとされ、天満天神として信仰の対象となる。現在は学問の神として親しまれる。 

明治 43 年（1910 年）1 月、鳥飼八町の稲荷神社は、鳥飼野々の稲荷神社を末社の稲荷神社に合祀した。太宰府

に左遷された菅原道真が赴任の途中、鳥飼の地に船を着け、食後自ら楊枝松を植え、「もし若葉を生ぜばこれ帰洛

の兆なり」と言われた。後に生育して３本の幹に分かれ、里人がここに社殿を造営して菅公を祀った。明治に藤森神

社に合祀される。 

 

４-２.藤森神社の社殿の規模 

藤森神社は、鳥飼西邑にある五ヵ村の産土神であった。例祭九月九日。社域が淀川に古来より水害を受けた。神

輿が流れて吹田に至って、御旅所を高浜神社の境内に置いた。天正５（1577）年、今の社殿を建築した。明治５年

（1872 年）郷社に列す。明治 40 年（1907 年）1 月、神饌幣帛料供進社に指定される。明治 41 年（1908 年）1 月 15

日に鳥飼西の三本松天神社、鳥飼中の道祖神社、鳥飼上の若宮神社を合祀。明治 43 年（1910 年）3 月、新在家の

村社八幡宮を合祀。新在家八幡宮は別府・一津屋･新在家と 3 ヶ所の分祀された内の 1 社である（写真 4-1～4）。 

 

    

写真 4-1.藤森神社の社殿の写真（近くと遠方） 写真 4-2.藤森神社の側面と神殿 

 

   

写真 4-3.藤森神社の神殿 写真 4-4.藤森神社の社殿の障子壁画 
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表図４-１.藤森神社の社殿の測量値とグラフ 

 

表図４-１は藤森神社の社殿の測量値とグラフを表示した。社殿の間口は、3.99～10.9ｍで、平均 8.60ｍである。社

殿の奥行きは、3.81～5.29ｍで、平均 4.41ｍである。社殿の面積は、16.52～57.66ｍ2で、平均 38.57ｍ2である。 

 

４-３.藤森神社の末社の規模 

４-３-１.稲荷神社（いなりじんじゃ）   

稲荷神社の祭神は倉稲魂尊（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）である。倉稲魂尊は、日本神話に登場する神。『古事記』では宇迦之御

魂神（ウカ-ノ-ミタマ）、『日本書紀』では倉稲魂命（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）と表記する。名前の「ウカ」は穀物・食物の意味で、穀

物の神である。両書とも性別が明確にわかるような記述はないが、古くから女神とされてきた。伏見稲荷大社の主祭

神であり、稲荷神（お稲荷さん）として広く信仰されている。ただし、稲荷主神としてウカ-ノ-ミタマの名前が文献に登

場するのは室町時代以降のことである（後述）。伊勢神宮ではそれより早くから、御倉神（ﾐｸﾗ-ﾉ-ｶミ）として祀られた。

記紀神話：『古事記』では、スサノオの系譜において登場し、スサノオがクシナダヒメの次に娶ったカムオオイチヒメと

の間に生まれている。同母の兄に大年神（オオトシ-ノ-カミ）がいる。大年神は一年の収穫を表す年穀の神である。

『日本書紀』では本文には登場せず、神産みの第六の一書において、イザナギとイザナミが飢えて気力がないときに

産まれたとしている。飢えた時に食を要することから、穀物の神が生じたと考えられている。『古事記』『日本書紀』とも

に名前が出て来るだけで事績の記述はない。また『書紀』には、神武天皇が戦場で祭祀をした際に、供物の干飯に

厳稲魂女（ｲﾂ-ﾉ-ｳｶ-ﾉ-ﾒ）という神名をつけたとあり、本居宣長は『古事記伝』において、これをウカ-ノ-ミタマと同じと

している。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

4-3-2.國狭槌神社（くにさづちじんじゃ） 

國狭槌神社の祭神は国狭槌尊（ｸﾆｻﾂﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。国狭槌尊は、主に『日本書紀』の天地開闢の段に登場す

る神である。別名国狭立尊（ｸﾆ-ﾉ-ｻﾀﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。神代七代のうちの一柱である。神名「サツチ」の「サ」は神稲、「ツチ」

は土、即ち神稲を植える土の意か。神話での記述：『日本書紀』本文では、天地開闢の後国常立尊、国狭槌尊が登

場し、次に豊斟渟尊化生したとしており、これらの三柱の神は男神であると記している。第一、第二と第四の一書で

は、国常立尊の次に国狭槌尊が登場し、他の一書には同一神とみられる神名は登場しない。『日本書紀』にこれ以

降、国狭槌尊が神話に登場することはない。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

4-3-3.市杵島神社（いちきしまじんじゃ） 
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市杵島神社の祭神は市杵嶋姫（ｲﾁｷｼﾏ-ﾋﾒ）命である。市杵嶋姫命は、日本神話に登場する水の神である。『古

事記』では市寸島比売命、『日本書紀』では市杵嶋姫命と表記する。アマテラスとスサノオが天真名井で行った誓約

（ｱﾏﾃﾗｽとｽｻﾉｵの誓約）の際に、スサノオの剣から生まれた五男三女神（うち、三女神を宗像三女神という）の一柱

である。 

『古事記』では 2 番目に生まれた神で、別名が狭依毘売命（サヨリビメ-ノ-ミコト）であり、宗像大社（福岡県宗像

市）の中津宮に祀られている。『日本書紀』本文では 3 番目に、第二の一書では最初に生まれたとしており、第三の

一書では最初に生まれた瀛津嶋姫（ｵｷﾂｼﾏ-ﾋﾞﾒ）の別名が市杵嶋姫であるとしている。現在宗像大社では、辺津宮

の祭神としている。また市杵島神社では、「市杵島姫命は天照大神の子で、皇孫邇邇芸命が降臨に際し、養育係と

して付き添い、邇邇芸命を立派に生育させたことから、子守の神さま、子供の守護神として、崇敬されているという。」

説明板がある。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

    

写真４-３.末社の稲荷神社 写真４-４.國狭槌神社    写真４-５.市杵島神社 写真４-６.臥牛の模型 

 

  

表図 4-2.大阪府摂津市、藤森神社の末社規模と末社図 

 

表図 4-2 は大阪府摂津市、藤森神社の末社規模と末社図を表示した。末社の間口は、1.37～2.00ｍで、平均

1.77ｍである。末社の奥行きは、0.95～2.20ｍで、平均 1.65ｍである。末社の面積は、1.30～4.25ｍ2で、平均 3.057

ｍ2である。 

 

５.藤森神社の鳥居の測量と数値解析 
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写真 5-1.正面鳥居 写真 5-2.市杵島鳥居 写真 5-3.稲荷鳥居 写真 5-4.境内外鳥居 

 

写真 5-1 は正面鳥居である。写真 5-2 は市杵島鳥居である。写真 5-3 は稲荷鳥居である。写真 5-4 は境内外鳥

居である。表 5-1 は大阪府摂津市、藤森神社の鳥居の計測値である。 

柱の直径は、0.13～0.50ｍで、平均 0.30ｍである。柱間距離は、1.60～4.10ｍで、平均 2.54ｍである。貫下点は、

1.95～4.40ｍで、平均 2.76ｍである。貫上点は、2.10～4.70ｍで、平均 2.97ｍである。笠木点は、2.30～5.20ｍで、平

均 3.32ｍである。笠木点は、2.43～5.60ｍで、平均 3.53ｍである。反増しは、2.50～5.80ｍで、平均 3.67ｍである。 

 

表 5-1.大阪府摂津市、藤森神社の鳥居の計測値 

 

 

藤森神社には、４基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-1 は藤森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。上の表示は笠木上で、下の表示は笠木下のデータである。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) = 0.293X2  -0.449X +2.504  ……決定係数(R2 =0.998) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ) = 0.246 X2 -0.387X +2.372  ……決定係数(R2 =0.996) …測量値……(5-2) 

笠木の決定係数は約 0.997 であることが判明した。 
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図 5-１.藤森神社、鳥居の笠木の柱間距離と高さとの関係 図 5-2.藤森神社、鳥居の貫の柱間距離と高さとの関係 

 

藤森神社には、３基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-1 は藤森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。上の表示は貫上で、下の表示は貫下のデータである。神社の５基鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を

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

Y は貫の高さ、決定係数は R2である。 

Y(貫上の高さ) = 0.246X2  -0.372X +2.084  ……決定係数(R2 =0.999) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ) = 0.300X2 -0.755X  +2.444  ……決定係数(R2 =0.999) …測量値……(5-4) 

貫の決定係数は約 0.999 であることが判明した。 

 

６.藤森神社の灯籠の測量と数値解析 

    
写真 6-1.正面鳥居外灯籠 写真 6-2.町中心街灯籠 写真 6-3.堤防坂道灯籠 写真 6-4.堤防斜面灯籠 

 

写真 6-1 は正面鳥居外灯籠である。写真 6-2 は町中心街灯籠である。写真 6-3 は堤防坂道灯籠である。写真 6-4

は堤防斜面灯籠である。  

 

    
 

写真 6-5.正面鳥居横 写真 6-6.市杵島神社の前と後 写真 6-7.國狭槌神社 写真 6-8.稲荷神社灯籠 
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写真 6-5 は正面鳥居横である。写真 6-6 は市杵島神社の前と後である。写真 6-7 は國狭槌神社である。写真 6-8 は

稲荷神社灯籠である。 

 

  

表図 6-1.藤森神社、灯籠の計測値(表)と灯籠の高さ（グラフ） 

 

表図 6-1 は藤森神社、灯籠の計測値(表)と灯籠の高さ（グラフ）である。灯籠の高さにおいて、最大値は 4.00ｍ、

平均値は 2.61ｍと最小値は 1.35ｍである。藤森神社には、9 基の灯籠があり、測量値を行った。神社の 9 基灯籠の

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 は灯籠の高さ、決定係数は R2である。灯籠の決定係数は約 0.986 であることが判明した。 

Y(灯籠の高さ) = 0.0058X2  +0.285X +1.006  ……決定係数(R2 =0.986) …測量値……(6-1) 

 

7.おわりに 

京都洛南深草の里に、藤森神社は平安遷都以前より祀られている古社であり、古来、朝廷から武家、庶民にいた

るまで崇敬厚く、歴史ある社である。近郊にあった三つの社が合祀された。 

◎本殿中央（中座）御祭神は素盞鳴命、別雷命、日本武尊、応神天皇、仁徳天皇、神功皇后、武内宿禰の七柱。 

◎本殿東殿（東座）御祭神は舎人親王、天武天皇（舎人親王の父）の二柱。 

◎本殿西殿（西座）御祭神は早良親王、伊豫親王、井上内親王の三柱。 

神功皇后が摂政 3（203）年、新羅より凱旋の後、山城の国「深草の里」藤森の地を神在の聖地として、兵具を納め、

塚を造り、神祀りされたのが起こりである。舎人親王は日本書紀の編者であり、日本最初の学問の神として信仰され

ている。藤森祭に奉納される馬の神として信仰され、馬主、騎手、競馬ファンの祭典が毎年行われる。 

藤森神社を次のように要約できる。 

➀舎人親王：山城国（京都府）鎮座の藤森神社の御祭神の一柱舎人親王の神璽を勧請したと伝えられた。②菅原

道真公が大宰府へ下り給う時、此地に舟を止められた縁を以て御霊を合祀したと伝えられた。③59 代宇多天皇（在

位 887～897 年）の離宮（鳥養院）の所在地であった上鳥飼に小祠が鎮斎され、水流によって現在地に流れ着き鎮

座された伝説。 

④例祭は、1 月 1 日歳旦祭、2 月 3 日節分祭、4 月 17 日春祭り、6 月 30 日夏越大祓、8 月 1 日夏祭り、10 月 18 日

秋祭本宮、11 月 15 日（11 月中）七五三まいり、12 月 31 日大祓である。⑤神社は天正５(1577)年に出来き、本殿は
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寛文４(1664)年に建立した。⑥神社の間口、奥行きと面積の平均値は、それぞれ 8.60ｍ、4.41ｍおよび 38.57ｍ2 で

ある。⑦境内末社は稲荷神社（いなり）、國狭槌神社（くにさづち）、市杵島神社（いちきしま）である。鳥居の場所は、

正面、市杵島、稲荷と淀川（三本松天神社跡）鳥居の４基である。⑧灯籠の場所は９基である。⑨文化財の石碑は、

鳥養牧跡、黒丸城の址、離宮「鳥飼院跡と囲み堤（鳥飼上）である。文化財の顕彰札は、三本松天神社跡と鳥飼の

渡し跡が見られる。 
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別表 .大阪府摂津

 

別図、藤森神社の平面図 
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市、藤森神社の年表 

和歴 西暦 内     容 

 
仁和 03 887 

59 代宇多天皇（887-897 年）は、当時、この地は離宮（鳥飼院）に行幸された。 

藤森神社は、淀川の畔にある鳥飼（鳥養）地域の氏神（産土神）である。 

鳥飼は古来、朝廷との縁深い土地である。  

天正 05 1577 今の社殿を建築。現神社の形態が出来た。 

慶長 19 1614 鳥養の渡し跡は、片桐且元が茨木城に入った時に使ったと伝えられる。 

寛文 04 1664 本殿の建立。 

明治 05 1872 郷社に列しては郷社に指定。 

明治 40 1907 1 月、神饌幣帛料供進社に指定される。 

明治 41 1908 1 月、鳥飼西の三本松天神社、鳥飼中の道祖神社、鳥飼上の若宮神社を合祀。 

明治 43 1910 1 月、鳥飼八町の稲荷神社、鳥飼野々の稲荷神社を末社の稲荷神社に合祀 

明治 43 1910 3 月、新在家の村社八幡宮を合祀。 

新在家八幡宮は別府・一津屋･新在家と３ヶ所の分祀された内の１社。 

 
  


