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Susanoo-no-Mikoto 
ABSTRACT 

Dr.Wani is a Japanese kanji and the visit person who conveyed Confucianism. Dr.Wani escapes in war 
and takes refuge in Baekje and is a legendary person considered to be a father of Kawacti- Humi-Uji. The 
scale of the stone cavern which is a study of Dr.Wani is 2.5m in width, 5m in length, approximately 5m in 
height. In the "Kojiki" the Dr.Wani is referred to as Wani-kishi, resulting in the Analects and the 
Thousand Character Classic. 

In "Nihon Shoki," it was recommendation of Atiki brought over in Ojin 16(285) year. Dr.Wani you 
were invited from the following year Baekje, it becomes the master of Uzi-no-Wakiiratuko of prince, he 
taught various classical books. The configuration of the ancient tri population is Yamato- no-Ayauzi, 
Kawachi-no-Ayauzi and Imaki-no-Ayahido. The Yamato-no-Aya maggot lived in the Yamato and was in 
charge of armaments, weapon, iron manufacture, engineering works architecture, a textile.  

On the other hand, Kawachi-no-Ayauzi lived in Kawachi and was in charge of 1,000 characters sentence, 
the analects of confucius and a kanji. The activity area that Dr.Wani is related to is Osaka, Nara, Shiga, 
Yamanashi, Shizuoka. The Shinto shrine to enshrine Dr.Wani is Yasaka-Jinja and Susa-no-onomikoto -
Jinja of Kita-ku, Osaka-shi and Wani Shita-Jinja of Tenri-city and Ichino -motocho of Nara. The grave of 
Dr.Wani is "Den-wani haka" of the Osaka designated historic spot. 
Three graves in the same site in the tomb of Dr.Wani erected because it has deteriorated due to aging. 

The grave is a circular native rock. Russet of ancient Korean-Style ”Baekje-Gate” is standing in the 
tomb. ”Baekje-Gate", height 5m, width 4m, 1-story of the entire surface of a three-stage topped the tile. 
Some races which assumed Dr.Wani ancestors enlarged it steadily in Otsu-shi, Takaishi- city, Kita-ku, 
Osaka-city and the county in Kitagawa. The infinite flower which is a Korean national flower is 
contribution from many organizations. A kind of Pistacia Chinensis is donated by Confucius joss house of 
Shangdong, China and greatly grows up. 
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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。本稿は、大阪府枚方市藤阪東町２にある王仁(和邇吉師)の墓である。王仁（ﾜニ）とは、日本の漢字と儒教を

伝えた渡来人で、西文・河内書（ｶﾜﾁ-ﾉ-ﾌﾐ）氏の祖とされる伝説上の人物であり、百済に亡命した楽浪官人の王氏の

末裔と思われる。「古事記」では和邇吉師（ﾜｲ-ｷｼ）といい、論語・千字文をもたらしたとする。 「日本書紀」では、応神

１５（404）年 8 月、百済の第１７代阿竿(392～405)王からの使者として良馬２匹を献物として、倭国(日本）に渡来した阿

直岐（ｱﾁｷ）の推薦で、応神１6 年２月、百済から招かれた王仁は、太子の菟道稚郎子（ｳｼﾞ-ﾉ-ﾜｷｲﾗﾂｺ）の師となり、

諸典籍を講じたという。古代の渡来集団の構成は、表 1-1 のとおりである。 

 

表 1-1.古代の渡来集団の構成 

渡 来

集 団

(漢氏) 

東漢氏 倭漢氏 ﾔﾏﾄ-ﾉ-ｱﾔｳｼﾞ 東文氏・大和に居住 軍事力、兵器、製鉄、土木建築、織物 

西漢氏 河内漢氏 ｶﾜﾁ-ﾉ-ｱﾔｳｼﾞ 西文氏・河内に居住 西書氏、千字文、論語、漢字、儒教 

新漢人 今来漢人 ｲﾏｷ-ﾉ-ｱﾔﾋﾄﾞ  

 

西文氏は、応神天皇時代に渡来した百済の「王仁」を氏祖とする帰化集団で、漢字と儒教、朝廷の文筆を担当した。

王仁博士は書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖と河内の文首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖である。東漢氏は、応神天皇時代に渡来の漢人の

阿知使主を氏祖とする集団、軍事力、兵器、製鉄担当を行った。『古事記』によると、応神天皇の件に、「秦造の祖、漢

直の祖が渡来した」としている。阿知使主（ｱﾁﾉｵﾐ）は、織機を伝えた古代の帰化人として阿智王とも書いてあり、古代

の最も有力な帰化人の一族として東漢氏の祖 (→東漢直)である。応神天皇２０（409）年９月、『日本書紀』、「倭漢直

の祖の阿智使主は、己の党類 17 県の人々を率いて来帰した」。延暦 4（785）年６月、『続日本紀』、阿智王は七姓(朱・

李・多・段・高唐等の七姓漢人)と共に渡来した。『日本書紀』によれば，応神天皇２０年，子の都加使主ならびに党類１

７県の民を率いて来朝している。 

和爾氏とは、西・河内文氏の祖とみなされている王仁の一派である。王仁に対する記録によると、『日本書紀』では

王仁と記す、『古事記』では和邇吉師（ﾜｲｷｼ）と記載している。吉師というのは古代朝鮮の位階だった「吉士・キルサ

（別称：ソンビ・仙輩？）ソンビの遊んだところには龍が出、ツルが遊んだところにはうろこがこぼれ出る（立派な行いは

かならずいい影響の意から来た尊称で、和邇はまた和珥、丸邇、和仁とも書かれている。 

実は古朝鮮語の尊称であったものが姓となり、また尊称でダブっていると考えられる。現在にも通用するワンニム

（王任＝王様）からきたものと想像できる。奈良県天理市に和爾地は、王仁（和邇吉師）の子孫の居た所ではなかろう

かという説と疑問がある。すなわち、応神陵などを含む古墳群で有名な河内（大阪府）の古市の根拠地として展開した

百済渡来の豪族である王仁系氏族から分れ出た「居た所」ではなかったかと推測できる。 
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表 1-2.博士王仁(和邇吉師)に関する事項 

書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖 河内の書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖 弓矢の神 武道の神 

朝廷の文筆 歯痛を静める神 論語や千字文、漢字と儒教の渡来し 

王仁博士之墓 古代国家の命運を決定者 文化開発の基礎を繰り広げた地域 

 

王仁博士と応神天皇は「弓矢の神」であり、「武道の神」と「歯痛を静める神」としても有名である。古墳時代の天理

市、羽曳野市、大阪市北区、枚方市、高石市等の多くの周辺には、王仁博士によって文化開発の基礎を繰り広げた

地域である。我々は、そうした歴史背景を抑えつつ「枚方市にある王仁博士之墓」現地の巡検から文献等によって関

連の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

舞台としての王仁博士之墓を多角的にとらえた実証研究の報告である（表 1-2）。 

学術的な論文の価値を高めるために、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。しかし、国内において、博士王仁(和邇吉師)に関

する神社鳥居の関連資料に関する報告は少ないのが現実である。住民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がど

のような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要であり、意義があると考えられる。 
筆者は、博士王仁(和邇吉師)に関する神社、駅、河川と住居について図表にした。その結果として、博士王仁(和

邇吉師)の功績などについて所見を整理し、神社との関連から考察した。その結果、高石神社は最南端である。高石

神社から羽曳野市古市と石上神宮までは一直線状になっている。一方、石上神宮から和爾下神社と和爾坐赤阪比古

神社を経由して枚方市の藤阪東町間も一直線状になっている。しかし、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、偉大な博士の由来について年表と内容を纏めることができた。 
 

２.博士王仁の国際関係と出身地 

２-１.中国の交戦 

  朐山（ｸｻﾞﾝ）の戦いは、中国の南北朝時代に朐山（現在の山東省臨沂（リンキ）県）で南朝の梁軍と北朝の北魏軍

の間の戦い（511 年 3 月～12 月）で、梁軍が勝利した。「邪」の一字で、元は山東の琅邪郡を指し、琅邪は琅邪王氏の

土地である。邪王氏の系図の中に、「王仁」という名前が見えるのが大きな特徴であるが、王仁と同名の人物が、琅邪

王氏に居たという。時代は違うけど琅邪王氏が書家であるのを踏まえ、名前が同じ人が一族に居たとなると、「倭に渡

来した文人・和邇吉師は琅邪王氏かもしれない。和珥氏といえば、渡来系と見られ第７代孝霊天皇（前 290～前 215）

の子孫を自称しているから見れば、和珥(wani)が王(wan)を元にした名とすれば、やはり大陸系の名を反映していると

見られる。琅邪王氏の初代は「王吉 Wan-kichi」と読めば和邇吉師(Wani-kishi)の名前とそっくりになる。王吉は後漢時

代の政治家で、「論語」など五経を好んで読んでいた。 

また、「新撰姓氏録」によれば、王仁の子孫は「出漢高皇帝之後鸞王也」で皇帝だったとか？琅邪王氏の王吉の流

れが、和邇吉師に直結している可能性が見られる。すると王仁は百済人ではなく、中国の山東半島の琅邪王氏との仮

説に、信憑性が高まる。『日本書紀』では王仁、『古事記』では和邇吉師（ﾜｲｷｼ）と表記されているが、その姓から見て、

高句麗に滅ぼされた楽浪郡の漢人系の学者とする説もあり、また実在を疑問視する説もある。王仁に関しての記述が

存在する史書は『古事記』、『日本書紀』、および『続日本紀』のみである。 
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2-2.百済古尓王と交戦 

古尓王は古爾王・コイワン・こにおう・Goi-wang と呼び、生年未詳-286 年で、百済第 8 代の王（在位:234 年-286

年）であり、第 4 代の蓋婁王の第二子である。諱・諡は伝わっていない。234 年に第 6 代の仇首王が死去した際に、そ

の長子の沙伴王が一旦は王位についたが、幼少であったため政務を執ることができず、肖古王の王弟の古尓王が王

位を継いだ。治世はたびたび新羅と争い、また使者を送って和親を果たそうとした。新羅との交戦の中心となったのは、

槐谷（忠清北道槐山郡）・烽山（慶尚北道栄州市）であった。246 年８月に中国の３国（魏・蜀・呉）時代の魏の３代皇帝

の曹芳『三国志』の時代。239 年。邪馬台国の卑弥呼は太夫の難升米（ナンメ）の魏の王都の洛陽に遣わす。246 年

に、魏の毋丘倹を将軍として、高句麗の楽浪郡（ﾗｸﾛｳｸﾞﾝ）の辺境に攻め入って丸都城を占領し、住民を略奪させた

が、高句麗の 10 代東川王（227～248）に逃げられ、魏軍が矛先を転じられるのを恐れ略奪した人民を放棄した。 

楽浪郡は、紀元前108年に、漢朝の７代帝の武帝によって設置され、西晋王朝の４代愍帝（ビンテイ）の紀元後313

年まで存在した朝鮮半島北部の郡（地方行政機構、植民地との見方も存在する。真番郡、臨屯郡、玄菟郡と共に漢

四郡と称される。東方における中華文明の出先機関であり、朝鮮や日本の中華文明受容に大きな役割を果たした。

楽浪郡の住民は王氏が多く韓氏がこれに次ぎ、この二氏でかなりの率を占めていた。 

また、百済８代・古尓（コニ）王は、靺鞨（ﾏﾂｶﾂ、拼音）、（その当時（三国時代）は挹婁（ユウロウ）と呼ばれていた）

から、258 年に酋長の羅渇の供物献上を受け入れ、その使者を厚くねぎらうという一件もあった。内政面においては

260 年、佐平と 15 等からなる官制を整備している。靺鞨は、中国の隋唐時代に中国東北部（現在のロシア連邦・沿海

地方）に存在した農耕漁労民族。南北朝時代における「勿吉（ﾓﾂｷﾂ）」の表記が変化したものである。１６部あったが、

後に高句麗遺民と共に渤海国を建国した南の粟末部と、後に女真族となって金朝，清朝を建国した北の黒水部の 2

つが主要な部族であった。 

 

２-３.博士王仁の出身地である霊岩郡 

霊岩郡は、全羅南道霊岩郡西面東鳩林里山で、王仁の出身地として、毎年桜の咲く時期に王仁文化祭を開催して

いる。百済の月奈郡が新羅に統一された後、新羅 15 代景徳王 17（758）年、漢風に霊岩郡と改称され、1018 年に再

度霊岩と改称された。朝鮮時代に霊岩郡は南海岸の島々を管轄した時期で、縮小し、現在の範囲となった。金昌洙

は、「王仁出生地 霊岩郡」説を発表され、「社団法人王仁博士顯彰協会」が創立者である。名称は王仁墓・王仁遺跡

で、全羅南道霊岩郡西面東鳩林里山である。表 2-1 は博士王仁の出身地である霊岩郡の概要を纏めた。 

 

表 2-1.博士王仁の出身地である霊岩郡の概要 

人口:6 万 122 人(2008 年) 面積:564.6 平方ｋｍ 王仁は称号で和邇が本名 YeongAm-Gun 

霊岩郡の木：ケヤキ 霊岩郡の花：アンズ  霊岩郡の鳥：コキジバト 世界第 5 位の造船量、 

王仁博士の出身地は、月奈郡から霊岩郡とよばれた。 文山斉の入口、は高さ８ｍ、周囲２５ｍ、大きいな石窟岩 

「国立公園月出山：高さ

809m 

農産物：米、ｲﾁｼﾞｸ、柿、霊

岩梨、大柿、ｻﾂﾏｲﾓ 

博士修学地・文山斉（書院）である石の書庫（石窟）は、幅

2.5m、長さ 5m、高さ 5m ほどである。 

 

アクセスは、関西空港から仁川空港(所要１時間５０分)、仁川空港から地下鉄で４０分の金浦空港から国内線に乗り

換え光州空港(所要 1 時間)へ行く。光州空港から霊岩郡までは車（約１時間）で、交通：旅客鉄道路線は通っていな

い。市外バスは光州行きが 20～30 分間隔、木浦・馬浦面行きが 20 分間隔である。王仁博士と鳩林とは、鳩林が属し

ている霊岩郡は、王仁博士の出身地で最初には月奈郡から霊岩郡、さらに郎州なり、再び霊岩郡と呼ばれている。文
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山斉の入口には高さ８ｍ、周囲２５ｍの大きいな岩である。上部は平坦でやや窪みがある。写真 2-1 は、韓国、全羅南

道の霊岩郡である。写真 2-2 は全羅南道の霊岩郡庁である。写真 2-3 は、全羅南道霊岩郡の月出山である。 

 

   

写真 2-1.韓国、全羅南道の霊岩郡 写真 2-2.全羅南道の霊岩郡庁 写真 2-3.全羅南道霊岩郡の月出山 

 

鳩林は百済時代に、幽林又は聖起洞と呼ばれ、後に鶴林から鳩林に改められた。幽林に関しては、河内誌に「王

仁博士の墓」と御墓谷に幽墓に書かれていること、百済の１７代・阿竿王（405 年)が死ぬと応神天皇が人質として日本

に滞在している「直支」を呼んで、半島の任那と東韓の地を賜って、帰国させ、直支の弟の訓解との間で内乱があった

が、百済の１８代・阿竿王（405 年)が百済 18 代直支王として即位させた。これは、国難を回避する目的である。幽林は

鳩林の古い呼称である。王仁とは称号で、和邇が本名である。和邇の出身地と修学地は、鳩林すなわち幽林である

聖起洞である。王仁博士と月出山とは、奇岩石の小金剛山とも呼ばれ、精気を受けて王仁博士をはじめ、多くの偉人

/賢人が背出された。入口は仏像ではなく、民族衣装の人像があり、石人像とは、王仁博士が修学していたと言われる

文山斉（書院）である。石窟である書庫の規模は、幅 2.5m、長さ５m、高さ５m、石人像は約 1600 年前に大阪・河内に

ある碑銘と石質が同じである。王仁博士と百済時代とは、王の姓には 22 の本があるが、元本は中国の太原王氏から

始まっている。 

 

３.博士王仁の活躍地域と経緯度 

３-１.博士王仁に関連する大阪府と奈良県 

和邇吉師は琅邪王氏かもしれない？王仁大明神は大阪府大阪市北区大淀中３丁目（旧大淀区大仁町）にある。

一本松稲荷大明神（八坂神社）は王仁大明神とも呼ばれ、王仁の最初の墓と伝えられた。地元では、ここを「王仁の里」 

と言い、近くの素養鳴尊神社（通称八坂神社、浦江八坂神社）の境内には王仁神社もある。王仁を音読みすると「オオ

ジン」になり、知らぬうちに「大仁」という字になった歴史の流れと言える。伊豆では、この大仁を「ｵｵﾋﾄ」といっているが、

元は大仁（ﾜﾆ）と呼ぶのも、時代が下るにつれて「ｵｵﾋﾄ」と呼ぶようになり、大阪では王仁を読んで 「ｵｳﾆ」と読み、そ

の当て字として「大仁」と書き、これが「ダイニ」というようになったと言い伝えがある。表 3-1 は博士王仁に関連する神

社と読み方の変化を纏めたものである。 

 

表 3-1.博士王仁に関連する神社と読み方の変化 

王仁の里 「大仁本町」 王仁神社 漢字博士王仁 文首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖 

大仁（ワニ）⇒ 「オオヒト」⇒ 「王仁」を「オウニ」⇒ 「大仁」を「ダイニ」⇒ 和邇吉師は琅邪王氏 

「王仁の墓」の石棺 方達神社 一本松稲荷大明神 素義鳴尊神社（通称八坂神社） 
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日本文化の始祖 高石神社 王仁・Wang-in は博士 王任・Wang-in は王様 or 応神天皇 

河内の文首の祖  百済博士王仁 書首(ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ)の始祖 鬼塚（ｵﾆﾂｶ）発音は於爾塚ｵﾆﾂｶ（王仁墓） 

 

博士王仁は誰しもが周知の通り、今から約 1600 年前 （西紀 405 年）、当時日本列島の夜明け前、文明開化を目指

す時の統治者である応神天皇の招牌により、百済からの使者で、日本に滞在していた阿直岐（アチシ）より推薦された

王仁（和邇）吉師らと共に文化使節として、他の技術者達を伴って百済から大挙渡来し、日本における百済文化の伝

授者となり、日本文化の始祖となる。「王任・Wang-in」とは、王様あるいは応神天皇ことを示し、博士のことで混同する。

当時悪者であった蝦夷の首長を処刑して埋めた所の鬼塚（ｵﾆﾂｶ）の発音は、於爾塚：ｵﾆﾂｶ（王仁の墓）と混同してい

る。 

博士王仁の名にちなんだ地名として、奈良県天理市に地名と神社がある。南海電車の高石線の「高師浜」駅下車

の高石神社には、「高志氏の祖、王仁を祀る」神社である。高志氏は王仁の子孫らしく、文書・通訳・翻訳等を職業とし、

文献には「古志史」また「越史」として見られる。高石神社は、博士王仁の廟祀であると考定できる。方違神社は、南海

電鉄堺東駅下車で 0.5ｋｍである。神功皇后が住吉明神を奉遷したとき、神事を行った古跡で、除災の神として信仰を

集め、転居・建築・旅行・開店などのときは、必ずこの神社に参詣したという。大阪市の「王仁の里」と言われる「大仁本

町」の近くに、素義鳴尊神社（通称八坂神社）があるが、この祭神は当然素義鳴尊であり、この境内に摂社として王仁

神社がある。  

 

  

表図 3-1.王仁博士に関連する大阪と奈良県の神宮・神社・居住地の経緯度プロット 

 

表図３-１は王仁博士に関連する足跡と見られる神宮・神社・居住地を経緯度にプロットした。すなわち、北端の博士

王仁墓は、〒573-0153、大阪府枚方市藤阪東町 2 で、東経 135 度 42 分 39 秒、北緯 34 度 49 分 09 秒、標高 77ｍ

である。東南端の石上神宮は、〒632-0014、天理市布留町 384 で、東経 135 度 51 分 07 秒、北緯 34 度 35 分 52

秒、標高 112ｍである。西南端の高石神社は、〒592-0004、大阪府高石市高師浜 4-119 で、東経 135 度.25 分 49

秒、北緯 34 度 31 分 37 秒、標高 5ｍである。現在の王仁神社殿は、旧地より運ばれた古来の建物であると言ってい

る。博士王仁を祭ったものは、 ほかにも堺市三国丘町にある方違神社に合祀となっている向井神社がある。 
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3-2.博士王仁に関連する大阪・奈良・滋賀・山梨・静岡県 

①静岡県伊豆の国市大仁（オオヒト）では、博士王仁の子孫「大仁」 と書かれる和

邇一族が住居である。大阪市の２６区（現２４区）のなかに浪速区と此花区がある名

の意味は、詠んだと言われる古今集にある。②八阪神社は大阪市北区大淀中に鎮

座する神社である。歴的には王仁公所縁の地とされ、大仁の氏神として素盞鳴尊を

祀る。③素盞烏尊神社は大阪市北区大淀南に鎮座する神社。祭神は素盞烏尊。境

内には王仁社の王仁臣がある。一本松大明神・正一位稲荷大明神・王仁大明神と

呼ばれ、王仁の墓との伝承があるが、井上正雄は大仁の和邇部が誤って伝わった。

④滋賀県大津市に「和邇」という地名、神社、大津市立和邇小学校、ＪＲ西日本駅

「和邇」および琵琶湖北部にながれる和邇川がある（写真 3-1）。

http://nishioumi.ct-net.com/99-10.shtml）。 

 

表 3-1.博士王仁に関連する大阪、静岡と山梨県の住所と名称変更 

八阪神社（大仁八阪神社）：大阪市大淀区南（河北江）、 531-0076 大阪市北区大淀中３丁目 1-23 

素義鳴尊神社（浦江八坂神社）：大阪市大淀区南（河北江）、 531-0075 大阪市北区大淀南３丁目 3-2 

静岡県田方郡大仁町大仁（オオヒト） 410-2323 静岡県伊豆の国市大仁（オオヒト） 

浅間(ｾﾝｹﾞﾝ)神社：山梨県東八代郡一宮町一宮)  405-0056 山梨県笛吹市一宮町一宮に変更 

 

  

表図 3-2.王仁博士に関連する大阪・奈良・滋賀・山梨・静岡県の神社等の経緯度プロット 

 

大仁・王仁・王任・和邇には、それぞれの解釈をするには韓国との連関性がある。王仁の名称は、和爾・和珥・和

忝・於爾と書かれていて混然としているが、和瀬古麻呂なる人物が国に鎮守し、駿河地方の知識人には「ﾜニ」なる姓

があったことは事実である。また伊豆大仁町と同じ漢字の、大仁本町の地名があって、これを「ダイニ」 と呼んでいる。

静岡県田方郡大仁町大仁（ｵｵﾋﾄ）を 410-2323 静岡県伊豆の国市大仁（ｵｵﾋﾄ）に住所変更している（表図 3-２左）。 

浅間神社：山梨県東八代郡一宮町一宮)。※甲斐国一の宮。社家：和邇部氏、富士氏。現在、神領山の山腹にある

摂社山宮神社が元来の場所で、そこでは 11 代垂仁天皇の時代から祭祀が行われていたが、56 代清和天皇の時代

 

写真 3-1.和邇川と和邇川 
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に現在の場所に遷祀されたといわれる。古くからの富士山望拝信仰の本拠地。静岡県側の浅間(せんげん)神社に対

し、「あさま」神社と読む。表図 3-2 右は王仁博士に関連する足跡と見られる神宮・神社・居住地を経緯度にプロットし

た。北緯は３4 度３１分～３5 度 09 分であり、東経は１３5 度 25 分～１３8 度 47 分である。標高の最高値 35１m、平均

91ｍと最低値 3ｍである。 

 

４.博士王仁の偉大な業績 

４-１.第 15 代応神天皇と王仁(和邇吉師)との関係 

王仁(和邇吉師)は、『古事記』には和邇吉師(ﾜｲｷｼ)と記され

ている古代の百済系の帰化人である。応神１６（405）年、応神

天皇時代「記紀」によれば、百済の１７代阿芋王が阿直岐 (ｱﾁ

ｷ) をつかわし馬 2 頭を貢上した。阿直岐は経典に通じ、皇太

子の菟道稚郎子(ｳｼﾞﾉﾜｷ-ｲﾗﾂｺ)の師となったが、阿直岐は自

分より秀でた者として「王仁」を推挙した。王仁は、記紀に記述さ

れる百済から日本に渡来し、千字文と論語を伝えたとされる人

物である。『日本書紀』では王仁、『古事記』では和邇吉師と表

記されている（写真 4-1）。 

儒教を伝えた実在の王辰爾(王智仁)の功績に基づいて渡来

人らが作成した伝承とする説や、その姓から見て高句麗に滅ぼ

された楽浪郡の漢人系の学者とする説もある。その頃（現在の奈良県橿原市大軽町の辺り）の坂の上の厩で飼わせた。

そして阿直岐に任せて飼わせた。その馬を飼った所を名付けて「厩坂」という。阿直岐はまた、経典をよく読んだ。太子

の菟道稚郎子は、阿直岐を師とされた。応神天皇は阿直岐に問うて言われた。「もしや、お前に勝る学者は他にいる

のか？」。答えて言った。「百済には、王仁という人がいます。優れた人です」。そこで臣下の上毛野君（ｶﾐﾂｹﾉｷﾐ）の

先祖である荒田別（ｱﾗﾀﾜｹ）と巫別（ｶㇺ ﾅｷﾞﾜｹ）を百済に遣わせ、「王仁」を召しださせた。その阿直岐は、阿直岐史

（ｱﾁｷﾉﾌﾋﾞﾄ）の始祖である。 

応神１６（405）年春、王仁は参った。菟道稚郎子は、５世紀頃の皇太子で、父は応神天皇と仁徳天皇の弟にあたり、

幼少の頃から書物に親しみ、百済の阿直岐、王仁などを師に迎え、典籍に通じた。応神天皇に非常に愛され，皇太

子になる前に次兄の大鷦鷯尊 (ｵｵ-ｻｻｷ-ﾉ-ﾐｺﾄ)に、太子にするなら誰が良いのかの天皇の問いに答えて「いまだ成

人せぬ少子(弟)は最もかなしく」と力添えする事を誓いすすめたことにより，長兄の大山守命（オオヤマモリ-ノ-ミイコト）

をおいて皇太子となった。いわゆる博士王仁は、書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖である。天皇は百済国に「もし賢人がいるので

あれば、献上せよ」と仰せになった。それで、その命を受けて〔百済の阿竿王が〕献上した人の名は和邇吉師（ﾜｲｷｼ）

という。和邇吉師は、『論語』10 巻と『千字文』1 巻、合わせて 11 巻を、この人に附けて献上した。この和邇吉師が文首

（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖である。 

祖先は漢の帝室に出自を持つ「鸞王」である。軽島豊明朝（応神天皇）の時に、百済王が博士王仁を貢ぎ、王仁は

河内の文首の祖となり、後磐余稚桜朝（仁徳天皇）の時に斎蔵に内蔵の蔵部を定め、出納を百済の博士王仁にさせ

た。津田左右吉は実在を疑問視しており、山尾幸久は儒教を伝えた実在の王辰爾(王智仁)の功績に基づいて渡来人

らが作成した伝承とする。 

 

写真 4-1.献上した千字文 
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楽浪郡の王氏は、王仁の姓である「王」は、高句麗に滅ぼされた楽浪郡の

漢人の王氏系の学者とする説もある。楽浪郡の時代を通じて強力な勢力をも

った楽浪王氏は斉（中国山東省）の出自といわれ、紀元前１７０年代に斉の

内乱を逃れて楽浪郡の山中に入植したものという。前漢が、紀元前１０８年に

衛氏朝鮮を滅ぼし、朝鮮半島に置いた楽浪郡では官吏に王氏が多くあっ

た。313 年、高句麗の 15 代・美川王が楽浪郡(紀元前 108～313 年・平壌・王

険城)と帯方郡（204～313 年）を滅ぼすと王氏は、百済に亡命した。369 年、

日本が百済と組んで新羅を征討し、半島南部の伽耶諸国を支配すると、百

済が日本へ政治的保護を求めた際に文化を日本に輸出した背景のなか王

仁も訪日したと云われる(写真 4-2)。 

 

論語とは、孔子と彼の高弟の言行を孔子の死後、弟子達が記録した書物であ

る。『孟子』・『大学』・『中庸』と併せて儒教における「四書」の 1 つに数えられる。

『論語』は漢代には魯地方で伝承していた『魯論語』、斉地方で伝承していた。

『斉論語』、後漢末期に『魯論語』をもとにして現在の形にまとめられた。春秋末

期の語法を残しているとの分析もあるが、平勢隆郎（古代中国史家）は、これを戦国時代に作られたとの見解を取っている。

『論語』は宋学が特に四書をテキストとして重視したことから、科挙の出題科目にもなった。千字文とは、漢字を教育するた

め、書の手本として用いられた漢文であり、1000 の異なった文字が使われている。 

 

４-２.王仁(和邇吉師) の経歴 http://ciiza.com/temp.php?id=4194 

王仁に関しての記述が存在する史書は『古事記』、『日本書紀』、および『続日本紀』のみである。それぞれの記述

は以下のようになっている。 

 

４-３.王仁(和邇吉師)と続日本紀：応神天皇１６(405)年によって、王仁(和邇吉師)は来日した。王仁に関するもっとも詳

細な記述は日本書紀のものであり、それによれば、百済からの使者の阿直岐（ｱﾁｷ）を介して、来朝したという。そこで

菟道稚郎子は王仁を師とされ、もろもろの典籍を王仁から習われた。王仁は、書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖であり、「王仁」と

いう人がいる。その阿直岐は、阿直岐史（ｱﾁｷﾉﾌﾋﾞﾄ）の始祖である。 

そこで上毛野君（ｶﾐﾂｹﾉｷﾐ）の先祖である荒田別（ｱﾗﾀﾜｹ）と巫別（ｶムﾅｷﾞﾜｹ）を百済に遣わせ、王仁を召しださせ

た。對曰、有王仁者。時遣上毛野君祖荒田別・巫別於百濟、仍?王仁也。16 年春 2 月、王仁來之。則太子菟道稚郎

子師之、習諸典籍於王仁莫不通達。所謂王仁者 是書首等始祖也。「王仁」という人がいる。応神天皇 16（405）年春

二月、王仁は参った。その阿直岐は、阿直岐史（ｱﾁｷﾉﾌﾋﾞﾄ）の始祖である。そこで上毛野君（ｶﾐﾂｹﾉｷﾐ）の先祖である

荒田別（ｱﾗﾀﾜｹ）と巫別（ｶﾝﾅｷﾞﾜｹ）を百済に遣わせ、王仁を召しださせた。 

史・正六位上の文忌寸（ﾌﾐﾉｲﾐｷ）最弟（ﾓｵﾄ）らが先祖の王仁は漢の皇帝の末裔であると桓武天皇に奏上したという記

述がある。(前半省略) 最弟等言 漢高帝之後曰鸞 鸞之後王狗轉至百濟 百濟久素王時 聖朝遣使徴召文人 久

素王即以狗孫王仁貢焉 是文 武生等之祖也 於是最弟及眞象等八人賜姓宿祢? 『続日本紀』延暦 10 年(791 年)

四月戊戌よりこれに従えば、漢高帝の子孫「鸞」なる人物の子孫の「王狗」が百済に渡来し、その孫の王仁が渡来して

文氏、武生氏らの祖先となったことになる。この伝承は、後の『新撰姓氏録』の記述にもみえる。王仁は高句麗に滅ぼ

された楽浪郡出身の漢人系の学者とされ、百済に渡来した漢人の家系に連なり、漢高帝の末裔であるとされる。 

 

写真 4-2.313-369 年、朝鮮の時代 

http://ciiza.com/temp.php?id=4194
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５.博士王仁を祀る素盞烏尊神社 

 博士王仁を祀る神社の神社名は、一本松稲荷大明神（王仁大明神・八坂神社）であり、場所は大阪市北区大淀中 3 丁

目（旧大淀区大仁町）で、現スーパ－マルシゲは「王仁の墓」と伝えられる。また王仁大明神の近辺に 1960 年代まであった

旧地名大仁は、王仁に由来していると伝えられている。この和爾のちかくには、長寺（ｵｻﾃﾞﾗ）ともいわれる高良（ｺｳﾗ）神社

がある。高良神社のことは山本健吉氏の『大和山河抄』に掲載されている。 

５-１.素盞烏尊神社（通称：八坂神社と浦江八坂神社） 

素盞烏尊：スサノオ（スサノオ-ノ-ミコト）は、日本神話に登場する神である。

『日本書紀』では素戔男尊、素戔嗚尊等、『古事記』では建速須佐之男命（ﾀｹﾊ

ﾔ-ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、須佐乃袁尊、『出雲国風土記』では神須佐能袁命（ｶﾑ-ｽｻﾉ

ｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、須佐能乎命などと表記する。古事記によると、スサノオノミコトは、伊

邪那岐命の鼻から生まれた神である。海原を治めよ、と仰せられましたのに、母

神の坐す根の國に行きたいとむづかられ、追放をうけられましたが、祓えにより

すがすがしい大神となられました。由来は、詳しくはありませんが、浦江村（現

鷺洲及び大淀の一部）の鎮守として、足利時代には既に存在。以前は、牛頭

天王社とも、祇園社とも称され、明治 5 年「素盞烏尊神社」と改称し、村社に列

せられた。氏子の方々からは、「浦江の八坂さん」と親しまれている。図 5-2 は

素盞烏尊神社の平面図である。表 5-2 は大阪市、素盞烏尊神社の詳細資料

である。 

表 5-2.大阪市北区、素盞烏尊神社の詳細資料 

1 主祭神 素盞烏尊 王仁博士 

2 社格等 旧村社 

3 例 祭 7 月 18 日（夏祭）・10 月 18 日（秋祭）  

4 宮 司 宮司：岸本政夫､ 禰宣：岸本和寿 

5 鎮座地 531-0076 大阪市北区大淀中 3 丁目 3-25 

6 電話・ＦＡＸ 05-16451-5810 FAX と同様  

7 交通手段 大阪環状線福島駅より 北西に徒歩 9 分 

8 位 置 北緯 34 度 42 分 2.9 秒, 東経 135 度 28 分 59.8 秒 

9 標 高 4ｍ 

10 社 殿 本殿、幣殿、拝殿 

11 境 内 
①境内:王仁社の王仁臣、②八幡社の応神天皇、③斎宮社の飯豊受皇女神 

④野々宮社の飯豊受皇大神 

12 鳥 居 5 基 

13 灯 籠 10 基 

14 その他 
素盞烏尊（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄﾞ）神社の通称は浦江八坂神社。 

牛頭天王社・祇園社と呼ばれた浦江の氏神。 

 

図 5-1.素盞烏尊神社の平面図 
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王仁臣(ﾜｲﾉｵﾐ)をお祀り：応神天皇の招請で、皇太子の菟道稚郎子(ｳｼﾞﾉﾜｷ-ｲﾗﾂｺ)の教育係として、遙か百済から

この浦江の地にたどり着いた王仁博士は、吾国に始めて論語や千字文を伝えた。また朝廷の文事を司れられた方で

ある。近年学問の神様として、多くの方が学業の向上や、入試合格の願をかけて参拝される。王仁社に関し、『摂津名

所図会』では「犬江殿古蹟（ｵﾎｴﾄﾞﾉｺｾｷ）難波旧図、田蓑島にあり、この所斎宮女御御楔の地、今大仁村の北端に古

松一株あり、その下に石造の宮の屋根なるもの見える。余は土中に埋もれ、祓除の地の古称なるか」と記述し、『摂津

名所図会大成』では「大古墳」とある。王仁神社（ﾜｲｼﾞﾝｼﾞｬ）/御祭神一本の古松の下に、王仁の墓と伝えられる石棺

があり、一本松稲荷大明神とも称せられ。応神天皇の１６年に日本にはじめて論語と千字文を伝えました学問の神様

であり一願成就の神様である。写真 5-2 は素盞烏尊神社の記念碑石と由来文である。写真 5-3 は王仁博士由来文

である。写真 5-3 は素盞烏尊神社の全景である。写真 5-4 は素盞烏尊神社の本殿の祭壇である。 

 

5-2.素盞烏尊神社の社殿規模 

   
表図 5-1.素盞烏尊神社の社殿規模と図。さらに神社の禰宜と調査団の記録写真 

 

素盞烏尊神社の社殿規模の測量値は、間口の最大値は１１.７８m、最小値は 5.36ｍである。奥行の最大値は 4.32m、

最小値は 2.12ｍである。面積の最大値は 50.89m2、最小値は 11.36ｍ2である(表図.5-1)。 

 

5-3.素盞烏尊神社の鳥居 

     

写真 5-5.神社の鳥居と社殿(奥の方) 写真 5-6.八幡社 写真 5-7.斉宮社 写真 5-8.野野宮社 

    

写真 5-2.素盞烏尊神社の記念碑石と由来 写真 5-3.素盞烏尊神社の全景 写真 5-4.素盞烏尊神社の本殿 
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写真 5-5 は神社の鳥居と社殿(奥の方)である。写真 5-6 は八幡社である。写真 5-7 は斉宮社である。写真 5-8 は野

野宮社である。 

 

  

 
  

写真 5-9.素盞烏尊神

社正面鳥居 

写真 5-10.王仁神社鳥

居 

写真 5-11.

八幡社扁額 

写真 5-12.斉宮社の

鳥居 

写真 5-13.野野宮社

の鳥居 

 

写真 5-9 は正面鳥居、写真 5-10 は王仁神社鳥居、写真 5-11 は八幡社扁額、写真 5-12 は斉宮社の鳥居と 写真

5-13 は野野宮社の鳥居である。 

 

表 5-1 素盞烏尊神社の鳥居測量値（m） 図 5-2.素盞烏尊神社の反増し（m） 

  

 

表 5-1 は素盞烏尊神社の鳥居測量値である。図 5-2 は素盞烏尊神社の反増し（m）である。素盞烏尊神社に

は、６基の鳥居について測量を行った。表 5-1 は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、▲表示は笠木下のデータである。素盞烏尊神社の６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、ここで、X は柱間距離で、Y は笠木の高さ、決定

係数は R 2である。 

Y(笠木上の高さＸ) = 0.1197(柱間距離) 2 +0.487X +1.36 ……決定係数(R2 =0.9987) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =0.1817(柱間距離)2 +0.153X +１.61 ……決定係数(R2 =0.9980) …測量値……(5-2) 

笠木上と笠木下の決定係数は、0.9987 と 0.9980 で、その差は 0.0007 であることが判明した。 
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図 5-1.素盞烏尊神社の柱間距離と笠木高さ（ｍ） 図 5-2.素盞烏尊神社の柱間距離と貫の高さ（ｍ） 

 

素盞烏尊神社には、6 基の鳥居について測量を行った。表 5-1 は鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図のデータ

である。■表示は貫上で、◆表示は貫下のデータである。素盞烏尊神社の 6 基鳥居の柱間距離と笠木の高さの関係

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■) = -0.070(柱間距離) 2 +1.777X -1.197 ……決定係数(R2 =0.9799) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.297(柱間距離)2  -0.652X +１.61 ……決定係数(R2 =0.9986)  …測量値……(5-4) 

貫上と貫下の決定係数は、0.9799 と 0.9986 で、その差は 0.0187 であることが判明した。 

 

5-4.素盞烏尊神社の社殿規模 

     

写真 5-17.正面鳥居

側の灯籠 

写真 5-18.社務所

前の灯籠 

写真 5-19.手数社灯

籠 

写真 5-20.王仁神社

の灯籠 

写真 5-21.八幡社灯籠 

 

 

     

写真 5-22.斉宮社と野野宮社 写真 5-23.野野宮社灯籠と鳥居 
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表図 5-2.素盞烏尊神社の灯籠とその高さ（ｍ） 

 

素盞烏尊神社には、15 基の灯籠について測量を行った。表図 5-2 は灯籠と灯籠の高さとの関係図のデータである。

素盞烏尊神社の灯籠と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 は笠木の高さ、決定係数は R 2である。 

Y(灯籠の高さ) = 0.0137(灯籠名) 2 -0.1118X +1.9654 ……決定係数(R2 =0.9987) …測量値……(5-5) 

 

６.博士王仁の墓と記念碑 

６-１.伝王仁墓 「漢字」が生んだ日韓歴史交流の拠点 

５世紀初めに朝鮮半島から日本に漢字と儒教を伝えたという王仁の墓とされています。禁野村和田寺の僧・道俊が

『王仁墳廟来朝記』の中で、藤坂村は王仁墓のなまったものと主張した。江戸時代、京都の儒者・並河誠所がこの書

物をもとに藤阪として崇拝するよう地元の領主に進言し、享保 16（1731）年に「博士王仁之墓」と刻んだ墓石を建てたこ

とが始まりで、昭和 13（1938 年に大阪府の史跡に指定された。枚方市は、王仁博士の生誕地とされる韓国霊岩郡と

20 年以上にわたって市民レベルで交流。地元の市民グループが中心となって王仁塚周辺の清掃やお祭りの開催、

交流に力を入れてきたほか、地元の菅原東小学校では霊岩郡の初等学校と壁新聞の交換を行ってきました。こうした

取り組みが実を結び、平成 20 年には枚方市と霊岩郡との友好都市提携が実現。歴史文化を中心に交流を深めてい

ます。現在、韓国からは修学旅行生が訪れるなど、伝王仁墓は日韓交流の拠点の一つとして位置付けられている（枚

方市教育委員会）。 

 

   

写真 6-1.枚方市教育委員会による大阪府指定「伝王仁墓」 写真 6-2.伝王仁墓の由来 
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6-1 は、枚方市教育委員会による大阪府指定「伝王仁墓」である。写真 6-2 は、伝王仁墓の由来である。 

 

６-２.大阪府指定史跡 伝王仁墓 1 

江戸時代中期の京都の儒者であった並河誠所が、享保 16（1731）年に枚方市禁野本町にある和田寺の記録から

王仁の墓が藤阪御墓谷にあることを知り、この地を調査して現在の自然石の立石を発見し、これを王仁博士の墓とし

た。『古事記』によると、王仁博士は古墳時代の前期の５世紀初めに朝鮮半島の百済国から渡来し、「論語１０巻」と

「千字文１巻」をもたらし、古代から学問の祖として、崇敬されてきた。王仁の子孫は文筆をもって朝廷に仕え、西文氏

（ｶﾜﾁﾉｱﾔｳｼﾞ）として羽曳野市の古市付近に居住し、周辺は河内随一の到来文化の集積地として、発展してきた

（1998 年枚方市教育委員会）。 

 

６-３.大阪府指定史跡 伝王仁墓 2 

８世紀に編纂された『古事記』・『日本書紀』によると５世紀初めに朝鮮半島の百済国から王仁博士が論語 10 巻・千

字文１巻を携え渡来し、日本国に漢字と儒教を伝えたと記され、古代より学問の祖として崇められてきた。我国で儒教

が最も盛んだった江戸時代中期、京都の儒者並河誠所が、享保 16（1731）年、現在の枚方市禁野にある和田寺の記

録から藤阪山中の歯痛に霊験のある「オニ塚」の自然石が王仁博士の墓であるとし、領主の久貝氏に進言し、墓所と

して整備した。現在は大阪府の史跡として整備されている。 

 この並河誠所は、阿倍野区にある北畠顕家の墓も比定した人物であるが、どちらの墓も殆ど確証がない塚を歴史上

の有名人の墓とし、それを世間に認知させた事は、政治的な手腕に長けた人物だったようである。王仁博士の墓が存

在した最初の場所が 531-0076 大阪市北区大淀中町にあり、その跡地の神社には由緒を記した碑が建立した。 

 平成 18（2006）年、博士王仁の墓の入口に百済門が完成した。百済門は、正面から見ると韓国より寄贈の植樹や韓

国の宮大工が来日して、韓国の材料で使用した高さ５ｍ、幅４ｍの本格的な朝鮮式建造物である。敷地内には、韓国

より寄贈の植樹が多くある。日韓両国の友好団体などが寄付した。平成 11（1999）年、韓国首相の金鐘泌氏が植樹し

ている。王仁博士の墓（左側）と墓石の前の丸い自然石（右側）が昔から村人が祀っていた塚である。『博士王仁之墓』

の墓碑は領主久貝氏が建立した。博士王仁の墓-3 善隣友好館である。文政 10（1827）年、『博士王仁墳』は王仁博

士を顕彰するため、招提村の家村孫右衛門が発起人となり、寄附金を募り、碑文は有栖川宮幟仁（タカヒト）殿下の筆

による。平成４(1992)年、善隣友好館（休憩所）が完成した。 

 

6-4.博士王仁の墓（同敷地内に３つの墓） 

博士王仁の長方形の墓石には「博士王仁墓」と楷書で刻んであり、これは 1720 年この地 一帯の領主、久貝弥右エ門の

手になる墓石である。もう 1 つの墓石は約 1.2ｍ位間隔をおいた前段にあるが、これは円形の自然石の墓石というか、碑石

というか石面にきざまれた文字が風雨に洗われ、痕跡が残っているだけでわかりにくいこの古色蒼然とした自然石が、今より

1600 余年前から伝来されてきた唯一の博士王仁の墓と碑石である。この大阪府 枚方市長尾町 （旧藤坂村）のもとの地名

は、王仁山 といわれていた。今の菅原小学校も、元は王仁小学校といった（表 6-1）。  

 

表 6-1.博士王仁の墓の順 

墓順 年代 場  所 内   容 

第一墓 １６００年前 入口正面 自然石で建立 

第二墓 １７２０年頃 「第一墓」の直後 約 260 年前、「博士王仁之墓」 と、書かれて建立。 
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領主、久貝弥右エ門の手によると墓石 

第三墓 １８２０年 「第一墓」の 30ｍ 自然石で建立。皇族、有栖川九代目の宮・幟仁（タカヒト）親王に親筆 

 

同敷地内に３つの墓が次のように要約できる（表 6-1）。①第一墓は、１６００年前、入口正面に自然石から建立。②第二墓

の「博土の墓」の真後ろに、「博士王仁之墓」 と書かれで建立した。後裔者で京都に住む立川五市郎という人が享保年間 

(１７２０年)頃、すなわち、今から約 260 年前に、従来からの自然石からなっている本当のお墓が荒涼としているのを嘆き、そ

の消滅を恐れて、時の領主久貝弥有ヱ門に進言したことにより、補充の目的を以って領主が建立。③第三墓の約 30ｍ位

離れた敷地内に、「博士王仁之墳」を建立。 約 100 年後の文政年間 （1820 年）頃に、同じく後裔者である家村孫石エ門と

大石兵庫という人が相談し、時の皇族であった有栖川九代目の幟仁（タカヒト）親王の親筆を以って、いわば、 博士を顕彰

する目的で建立した。博土の 3 墓碑が建っているのは、古代から歴史に関する重みを感じさせるためである。 

 

 
 

 

  

写真 6-3.書首の始祖の博士王仁之墓 写真 6-4.河内(ｶﾜﾁ)の文首（ﾌﾐ-ﾉｰオﾋﾞﾄ）の祖の「伝王仁墓」 

 

写真 6-3 は書首の始祖の博士王仁之墓である。写真 6-4 は、河内(ｶﾜﾁ)の文首（ﾌﾐ-ﾉｰオﾋﾞﾄ）の祖の「伝王仁墓」であ

る。江戸時代中期頃から土地の人々は円墳状の土塊の上にあった。自然石を｢おに塚｣とか「於爾塚」と称して特別に崇拝

し、土俗信仰をもっていた。享保年間（１７２０年）頃になって五畿内誌編纂のために訪れた京都の儒学者立川五市廊市郎

が「おに塚」を「王仁の墓」と確認し、土地の領主久貝氏によって博士王仁墓」と記された三尺の墓碑が「おにの塚」の後方

に建てられたが、博士王仁墳はそれから約百年のちの文政 10年（1827 年）に三重の台石の高さ 3尺の碑をもって建てられ

たが、その墓域は狭く荒廃のままだったのを地元の人びとによって「博士王仁墳拡張会」 というの会つくられて、日本古代

社会に新しい精神的社会を築き、発展させた博士王仁の偉業を後世に残す仕事がなされた。  

 

   

写真 6-5. 博士王仁之墓の灯籠 写真 6-6.博士王仁之墓の善隣友好館という休憩所 

 

写真 6-5 は博士王仁之墓の灯籠である。写真 6-6 は善隣友好館と名付けられた休憩所の脇に、「千字文」の一節を刻ん

だ記念碑がある。その後には、孔子が好んだという「楷（かい」という木がある。中国・山東省の孔子廟から種子を持ってきて
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発芽したものだという表記がある。大阪の論語普及会が、この木種を寄贈し、地元住民らでつくった「王仁塚の環境を守る

会」のメンバーが種をまき、苗から育てたものだという。現在、この碑の周りに約３０本の木があり、陽当たりが良ければ楷の

木は、高さ２５ｍほどの大木に成長している。 

 

   

写真 6-7.大阪府文化財委員会の審査を通過し、韓国の伝統建築方式による百済門 

 

財団法人韓日文化親善協会は 26 日、創設 30 周年を迎えて、日本大阪府の枚方市に位置する王仁博士の墓（伝王仁

墓）内に百済門を建立した。高さ 5ｍ、幅 4ｍ、瓦をのせた全面 3 段の 1 階建てで建てられた。 

 

   
写真 6-8.大韓民国金鍾泌首相が墓参した、山桃の植樹横の碑石 写真 6-9.百済門建立 5 周年記念 

 

写真 6-8 は大韓民国金鍾泌首相が墓参した祈念の山桃の植樹横の碑石である。写真 6-9 は百済門建立 5 周年記念碑

である。 

 

   
写真 6-10.韓国の国花である無窮花（ムグンファ）は、多くの組織からの記念植樹 

 
写真 6-10 は、韓国の国花である無窮花（ムグンファ）は、多くの組織からの記念植樹である。ムクゲ（木槿）はアオイ科フ

ヨウ属の落葉樹。別名ハチス、もくげ。夏の茶花としても欠かせない花である。和名は、「むくげ」、『万葉集』では、秋の七草

のひとつとして登場する朝貌（アサガオ）がムクゲのことを指している。白の一重花に中心が赤い底紅種は、「宗丹木槿（ソウ
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タン－ムクゲ）」と呼ばれ、韓国語では（無窮花：ムグンファ）、木槿;モックンという。高さ 5ｍ、幅 4ｍ、瓦をのせた全面 3 段の

1 階建てで建てられた。韓国の国花である無窮花（ムグンファ）は、多くの組織からの記念植樹である。 

 

表６-２.大阪府枚方市、王仁(和邇吉師)墓の詳細資料 

1 王仁名 百済博士王仁、漢字博士王仁、大仁（ﾀﾞｲﾆ）は「王仁」、王辰爾(王智仁) 

2 発見者 京都の儒学者並河五一郎（誠所） 

3 勧請神 第 15 代応神天皇（軽島豊明朝）、阿直岐（ｱﾁｷ）の推薦で到来 

4 教 育 皇太子の菟道稚郎子（ｳｼﾞ-ﾉ-ﾜｷｲﾗﾂｺ）の師、「論語」と漢字を教えた 

5 祭 事 ①王仁博士祭、②博士王仁まつり 

6 神 社 

➀八坂神社・大阪市北区大淀中 3-123、②素盞鳴尊神社（浦江八坂神社 or 八坂神社）、大

阪市北区大淀南 3-3-25。③和爾下神社（ﾜﾆｼﾀ） 上治道天王神社、天理市櫟本町櫟本字宮

山２４９０。④和爾坐赤阪比古神社（ﾜﾆ-ｲﾏｽｰｱｶｻｶﾋｺ） 天理市和爾町 1194            

7 墓 地 大阪府枚方市藤阪東町２丁目 

8 経緯度 北緯 34 度 49 分 13 秒、東経 135 度 42 分 45 秒 

9 当時居住 羽曳野市の古市付近、西文氏・河内に居住 

10 交通手段 JR 学研都市線、長尾駅下車 0.8ｋｍ  

11 墓 名 
王仁墓、博士王仁墳、於爾（おに）の墓＝鬼墓、「博士王仁之墓」、王仁廟、・「伝・王仁の墓」、

歯痛に霊験のある「オニ塚」の自然石・自然石の墓石、鬼（オニ）墓は王仁墓の訛った。 

12 墓 高 84ｍ 

13 墓 門 百済門を高さ５ｍ、幅４ｍ 

14 墓 花 無窮花、中国・山東省の孔子廟から「楷（かい」木種子を持ってきた 

15 古事記 和邇吉師（ﾜ二-ｷｼ） 

16 朝廷役 西書氏、千字文、論語、漢字、朝廷の文筆を担当 

17 始祖格 書首（ﾌﾐﾉｵﾋﾞﾄ）の始祖、学問の祖、西文・河内書（ｶﾜﾁ-ﾉ-ﾌﾐ）氏の祖 

18 史 跡 大阪府指定史跡 

19 その他 
善隣友好館、千字文記念碑、高句麗に滅ぼされた楽浪郡の漢人の王氏系？楽浪王氏は斉

（中国山東省）の出身？和邇吉師は琅邪王氏？ 

 

7.おわりに 

博士王仁とは、日本の漢字と儒教を伝えた渡来人である。王仁（ﾜﾆ）とは、戦乱に逃れて百済に亡命し、河内書（ｶﾜﾁ-ﾉ-

ﾌﾐ）氏の祖とされる伝説上の人物である。「古事記」では和邇吉師（ﾜｲ-ｷｼ）といい、論語・千字文をもたらした。「日本書紀」

では、応神 16（405）年に渡来した阿直岐（ｱﾁｷ）の推薦であった。日本の古代産業と文化を大きく発展させた博士王仁が日

本に定着したところは、大阪市北区大淀であり、それから河内国の古市郡に移り、当時の河内は古代の有力な政治上の拠

点であり、対外関係上重要な瀬戸内海航路の起点をなした。また、大阪湾の大阪市北区大淀から大和国に通じる通路とし

て、政治、文化・経済、あらゆる面で高く評価されるところであった。ここに博士王仁の活動の拠点があったということは、如

何に博士の存在が偉大であったと知られる。 

最後に、博士王仁は、「自分が入国した場所で埋めてくれ」と言われた。その墓は、八阪神社の裏側にある｢ス－パ
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－マルシゲ｣である。それから墓は枚方へ移った。 

翌年、百済から招かれた王仁は、皇太子の菟道稚郎子（ｳｼﾞ-ﾉ-ﾜｷｲﾗﾂｺ）の師となり、諸典籍を講じたという。古代

の渡来集団の構成は東漢氏、西漢氏と新漢人である。東漢氏・倭漢氏（ﾔﾏﾄ-ﾉ-ｱﾔｳｼﾞ）・東文氏は大和に居住し、軍

事力・兵器・製鉄・土木建築・織物を担当した。一方、西漢氏・河内漢氏（ｶﾜﾁ-ﾉ-ｱﾔｳｼﾞ）西文氏は河内に居住し、西

書氏・千字文・論語・漢字を担当した。博士王仁が関連する活躍地域は大阪・奈良・滋賀・山梨・静岡県等である。博

士王仁を祀る神社は、大阪市北区の八阪神社と素盞烏尊神社と奈良県天理市と櫟本町の和爾下神社等である。 

博士王仁の墓と記念碑は大阪府指定史跡 「伝王仁墓」である。博士王仁の墓にある同敷地内の３つの墓は、経年

変化によって劣化しているため建立した。大阪府文化財委員会の審査を通過し、韓国の伝統建築方式による百済門

が建立許可を受けた。百済門は、高さ５ｍ、幅４ｍ、瓦をのせた全面３段の１階建てである。韓国の国花である無窮花

（ムグンファ）は、多くの組織からの記念植樹である。中国山東省の孔子廟から楷（カイ）の種を寄贈され大きく成長し

ている。 

博士王仁は 皇室の師伝であり、その後裔である文氏が、宮廷における皇位継承を確認する「帝紀」の筆録に参加

していた。当時「帝紀」の筆録者は、渡来人達か博士の後高達であって、彼らに対する朝廷の信頼感があつく、政治

機能の一部を分掌したと「古事記」 に記録されている。河内国と大和国高市郡は、日本古代国家形成の中心地帯で、

博士一行は ここに集団定着したのである。表 7-1 は古墳時代に定着した姓氏録の分類である。 

 

    表 7-1.古墳時代に定着した姓氏録の分類 

百済系 漢系 高句麗系 新羅系 任那系 計 

136 姓 128 姓 46 姓 9 姓 9 姓 328 姓 

 

博士王仁の後裔は、現在この地を中心に日本全国にわたり森：橋本・菅本・石 田、文川・寺島などと名のり、500 万名以

上、在住しているといわれている。もともと彼らの祖先達は、当時、故国百済に帰ることを願っていたのであるが、日本の朝

廷がそれを留めさせたようだ。締谷という地名は、帰国を締めた場所と日本の朝廷がそれを留めさせたようだ。 締谷という

地名は、帰国を締めた場所と言う意味であろうか。 

この遺跡などは今までほとんどが荒廃にまかせられている。生野区を中心として、その周辺一帯を「摂津国百済郡」 とい

った。この地の平野川の流には百済川と巨摩川が流れている。ここが昔百済郡であったという ことは明らかであり、この地

域は百済人系諸藩をはじめ、移住渡来人のもっとも繁栄した特別行区であったが、現在でも多くの人が一大集落をなして

いる。大淀区にも 「オオニシマチ」（大仁町という町がある。 

これは「王仁」の訛伝で、明治年間この地に「和爾神社」 （王仁神社と同一名）というのがあった。今は八坂神社境内に移

転している。堺市三国ヶ丘にも博士王仁を祀る東原大明神があり、松原町には小字田岡の弁天池の端に王仁聖堂祉が残

っている。摂津国百済郡が何年頃できたかについては、「文首らの始祖博士王仁」の縁故地で、大和朝廷（仁徳天皇時代）

より貰いうけた十市県がこの地域である。ゆえに、646 年、３６代孝徳天皇の在位中、国郡制実施当時に形骸のみになって

いた半島の任那を廃止し、百済郡に改称された。枚方市には、百済王神社は、45 代聖務天皇により７３０年に建立された。 
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別表 1.王仁博士と王仁墓の歴史 

和歴 西暦 内     容 

 
前 170 

朝鮮半島の楽浪郡の時代を通じて強力な勢力をもった楽浪王氏は斉（中国山東省）の出自という。

王氏は斉の内乱を逃れて楽浪郡の山中に入植した。 

 前 108 前漢の７代皇帝の武帝が、朝鮮半島の衛氏朝鮮滅ぼし、置いた漢四郡の楽浪郡では官吏に王氏

が多い。 

 165 
百済第 5 代肖古王は（165-213）、百済第 6 代仇首王は（214-234） 

百済第 7 代沙伴王は（234）、百済第 8 代古尓王は（234-286） 

http://yasakasan.com/
http://www.xhotzone.net/vh/27a/
http://www12.plala.or.jp/HOUJI/shiseki/


21 
 

 286 
百済第 9 代責稽王（286-298）、百済第 10 代汾西王（298-304） 

百済第 11 代比流王（304-344） 

 313 高句麗が楽浪郡を滅亡。楽浪郡の王氏は百済に亡命した。 

元和 02 344 百済第 12 代契王（344-346）、百済第 13 代近肖古王（345-375） 

応神元 390 応神天皇（270）時代の始まり 

応神 15 404 

応神天皇（270-310）時代，百済８代古尓王（234-286）の時代・百済王が阿直岐 (ｱﾁｷ) をつかわし

て馬 2 頭を貢上した。阿直岐は経典に通じていたので，皇太子菟道稚郎子 (ｳｼﾞﾉﾜｷｲﾗﾂｺ) の師と

なったが，阿直岐は自分より秀でた者として王仁（千字文と論語を伝えた）を推挙した。 

応神 16 405 
日本が百済と結んで新羅を征討すると、百済が日本へ政治的保護を求めた際に文化を日本に輸

出した背景に、「王仁」も訪日したと言われる。 

応神 41 430 応神天皇（430）時代の終わり 

元和 02 1616 

円形自然石、昔から村びと達が「オニ［鬼］の墓」と祀った枚方和田寺の古文書に記録されている。

元和 2（1616）年、禁野村和田寺の道俊は『王仁墳廟来朝記』で鬼（オニ）墓は王仁墓の訛ったもの

と主張した。 

享保 16 

 

1731 

 

江戸時代、大阪府枚方市藤阪にある王仁の墓所が設立された。京都の儒学者の並河誠所が道俊

説により、墓所中央の自然石を王仁の墓とし、領主・久貝因幡守に進言「博士王仁之墓」の碑を建

立した。金英達は、『五畿内志』を編纂していた並河の功名心による歴史の捏造としている。享保 16

（1731）年、京都の儒学者並河誠所が道俊説により、墓所中央の自然石を王仁の墓とし、領主・久

貝因幡守に進言「博士王仁之墓」の碑を建立した。 

     

文政 10 

          

1827 

顕彰碑 王仁博士を顕彰するため枚方招提の人が寄付金を集めた。枚方招提村の家村孫右衛門

が王仁博士を顕彰するため、有栖川宮の筆になる「博士王仁墳」の碑を建立。 

文政 10（1827）年、枚方招提村の家村孫右衛門が王仁博士を顕彰、有栖川宮の筆になる「博士王

仁墳」の碑を建立。明治時代になると王政復古のなかで、日本に帰化し天皇家に仕えた博士として

「王仁」が顕彰された。 

明治 25 1892 ～1927. 「村おこし」のため。村民が墓域拡張整備、王仁神社等を計画し、日本全国で寄付金を集

めたが、戦争のため、いずれも中断(明治 25～昭和 2)。 

明治 27 1894 
明治時代になると王政復古のなかで、日本に帰化し天皇家に仕えた博士として「王仁」が顕彰され

た。墓域拡張工事が行われた。 

明治 32 1899 仁徳天皇 1500 年祭に付随して王仁墳墓祭典が行われた。 

昭和 02 1927 王仁神社奉賛会（副会長・内田良平）が結成。昭和時代になると「内鮮一体」を標榜する朝鮮人皇

民化教育政策に利用されるようになれた。 

昭和 05 1930 王仁神社建設の地鎮祭、 

昭和 09 1934 首原村村長 史跡指定を申請。 

昭和 12 1937 北河内郡菅原村村長が大阪府に史跡指定を申請。 

昭和 13 1938 大阪府史跡「伝王仁墓」に指定。大阪府は申請に従い史跡 13 号に指定。 

昭和 15 1940 墓域周辺に玉垣を造営。王仁博士顕彰会が東京の上野公園に「博士王仁碑」を建立。 

昭和 17 1942 大阪府協和会が王仁神社の建設を決定したが戦争のため計画中断した。 

昭和 43 1968 金昌洙来日。農協視察のために来日した金昌洙は王仁伝承を知り、 
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1987 年には王仁廟が竣工された。 

昭和 45 1970 

金昌洙再度来日、王仁の資料収集。王仁研究所を設立。現在全羅南道には王仁関連の遺跡も存

在しているが、1970 年代以降に創作されたものとも言われる。韓国の農業運動家で民族史観を信

奉する金昌洙らの顕彰運動によって知られた。再び来日し王仁の資料を収集した。金は民族史観

のための王仁研究所を設立。 

昭和 47 1972 
8 月、金昌洙、韓国の中央日報に『百済賢人 博士王仁』15 回連載。10 月、姜信遠（霊岩郡青年会

議所会長）の情報提供で当地生誕地と認定。 

昭和 48 1973 2 月、現地調査。「王仁出生地 霊岩郡」説を発表し、社団法人王仁博士顕彰協会を創立。 

昭和 50 1975 
6 月、金昌洙『博士王仁 日本に植えた韓国の文化』を出版。全羅南道教育委員会 王仁博士 遺

跡学術セミナー 開催。 

昭和 51 1976 

全羅南道文化財委員会 王仁遺跡文化財指定調査報告書。全羅南道 王仁博士遺跡地道文化財

記念物 20 号とする。全羅南道が霊岩郡鳩林面聖基洞一帯を「王仁博士遺墟碑」を現地に建立。全

羅南道地方文化財に指定し、遺跡公園として観光地にした。全羅南道霊岩郡では 1976 年以降、

王仁博士祭が開催。大阪府枚方市では大阪日韓親善協会の主催で、伝王仁墓周辺の住民や在

日本大韓民国民団大阪府本部の協力で「博士王仁まつり」が開催。 

昭和 53 1978 10 月、金昌洙『博士王仁 日本に植えた韓国文化』の日本語版を出版。 

昭和 59 1984 以降、王仁祭が開催される。 

昭和 60 1985 地元に「王仁塚の環境を守る会」発足、墓域清掃と韓国国花「無窮花」を記念植樹する。今では無

窮花の名所になっている。 

昭和 63 1988 史跡指定 50 周年慶祝式典を「王仁塚の環境を守る会」主催に挙行。 

平成 04 1992 大阪府と枚方市により墓域の整備、「休憩所」「化粧室」「記念碑」が完成。 

ハングルの通行案内板・休憩所（善隣友好館）・祈念碑などが建設された。 

平成 10 1998 史跡指定 60 周年慶祝式典を「王塚の環境を守る会」主催で挙行。大韓民国金大中大統領より「親

書」を賜る。枚方市内の王仁塚に「千字文記念碑」を建立。 

平成 11 1999 大韓民国金鍾泌首相が墓参し、山桃を植樹した。 

平成 12 2000 玉垣造営六十年記念納涼ムクゲまつり挙行。 

 

平成 16 

 

2004 

4 月、市長を団長とする訪問団が霊岩郡の「王仁文化まつり」に参加の際、交流のシンボルとしてソ

ッテ(鳥トーテム)の贈呈を受け、11 月「王仁まつり」で設置式を挙行。また本市の菅原東小学校と霊

岩郡の鳩林初等学校が友好交流校宣言を行う。 

平成 18 2006 博士・王仁の墓の入口に、百済門が完成した 

平成 20 2008 枚方市と王仁博士の生誕地とされる韓国・霊岩郡との友好都市提携が実現される。 

 
 


	５.博士王仁を祀る素盞烏尊神社
	博士王仁を祀る神社の神社名は、一本松稲荷大明神（王仁大明神・八坂神社）であり、場所は大阪市北区大淀中3丁目（旧大淀区大仁町）で、現スーパ－マルシゲは「王仁の墓」と伝えられる。また王仁大明神の近辺に1960年代まであった旧地名大仁は、王仁に由来していると伝えられている。この和爾のちかくには、長寺（ｵｻﾃﾞﾗ）ともいわれる高良（ｺｳﾗ）神社がある。高良神社のことは山本健吉氏の『大和山河抄』に掲載されている。

