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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 " Hyōtan-yama Inari Shrine "which is Higashi-Osaka-City, OSAKA. About shrine environment,
the writer analyzed data by a scientific management method.

Worshipped Gods is Ukanomitama-No-Mikoto. Foundation is Tensho 11 (1583) year. Alias: HyouyamaInari Shrine. Toyotomi Hideyoshi hits Construction of Osaka Castle; "gourd-Inari" in the southeastern

direction of Castle "made Enshrined from Fushimimomoyama Castle (Hushimi-Momoyama-Castle) as
Chinju-Gam in Sanri-Land. Festival God is Ukemochi-no-kami＝Goddess Who Protects Food、SusanooNo-Mikoto.

The current main shrine was built in Keio 2 (1866). The main shrine's entrance is 7.37 m, the depth
is 6.62 m and the area is 48.79 square meters. Keidai Massha is six companies including Togawashrine, Mihashira-shrine, Miyabi-shrine, Sugawara-shrine, Suibun-shrine and Hanakusa-shrine as
shrine company. Torii of the Hyōtan-yama Inari Shrine is located in Otsuka, Old Shijyo Village, one of
the Yamahata-kofun group which was built by crowding at the foot of the mountain.Inari Shrine
consists of 4 Sando-Torii, 6 Massha-Torii and 30 Inari Shrine, more than 40.
Tsujiura also appears in the classics such as Manyoshu. Tsujiura of Hyōtan-yama Inari Shrine is three
kinds of Tsujiura judgment, Tsujiura O-mikuji and Tsujiura-Gourda-Sasa. Hyōtan-yama kofun of
Inari Shrine is located in Otsuka, old Shijyo Village, one of the Yamahata-kofun group which was built
by crowding at the foot of the mountain. urthermore, the biggest ancient tomb, the so-called oldest
name "Hyōtan-yama Kofun (Souenfun)", was built the oldest (around 1500 years ago).
キーワード：万葉集の夕占（ゆうけ）、瓢簞山古墳、神使（しんし）のキツネ、辻占
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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、〒579-8051 大阪府東大阪市瓢簞山町 8-1 にある瓢簞山稲荷神社、古代の地域である。瓢簞
山稲荷神社の所在地は北緯 34 度 39 分 38.7 秒 東経 135 度 38 分 31.3 秒 標高：14.5ｍである。主祭神は若宇
迦乃賣命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。
現在の東大阪市地域は、数万年前には海で、大阪湾の中に内湾（河内湖）があった。２０００年前、海の地域は、
今の淀川や旧大和川から運ばれる砂や石によって埋め立たてられ、雨が多く降ると川の水があふれ、洪水になっ
た。東大阪市は、2005 年、大阪府下では、堺市（現在は政令指定都市）、高槻市に次ぐ中核市になった。古代に
は物部氏の本拠地があり、物部守屋の最期の地は衣摺（きずり）である。飛鳥時代には中国大陸への玄関口となっ
た湾ので、難波津との街道筋で集落ができた。奈良時代には、平城京と難波津を結ぶ街道が整備された。平安時
代には、熊野詣や高野山へ上皇や貴族が参詣に訪れ、枚岡神社の勢力が大きく、水走氏が有力な領主として活
動した。
織田信長は、城で指揮を執るなどしたが、両者が和睦した後に廃城とされた。この付近は大坂夏の陣における
若江の戦いの舞台としても知られ、豊臣方の将の木村重成の終焉の地でもあることで知られる。1967 年 2 月に、布
施市、河内市、枚岡市の３市が合併した。石切劔箭神社（「でんぼ」（腫れ物）の神様）、枚岡神社（河内国一の宮）
と瓢簞山稲荷神社（日本三大稲荷の一つ、辻占）が有名である。
境内の地は、歴史背景を抑えつつ瓢簞山稲荷神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。
本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての瓢簞山稲荷神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。
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した。筆者らは、鳥居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。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．瓢簞山稲荷神社の資料

写真２-1.瓢簞山稲荷神社内の「あや池」
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２-１.瓢簞山稲荷神社内の「あや池」
東大阪市の瓢簞山稲荷神社内にある「あや池」で、現在の瓢池（ひさごいけ）ともいわれる。「あや池」は.瓢簞山
稲荷神社内の東側にある古墳と駐車場の間にある。池の岸、一番北側には何故か仲良く甲羅干しをしている亀の
群れが居た？水面から上まで結構な高さがあるのに、亀はどうやって岸に上がったのであろうか。写真２-1 の左の
写真は碑石、中の写真は北側から撮影および右の写真は南側から撮影した。この瓢簞山は人工の山であり、瓢簞
山の古墳は、人工洞窟であると考えられる。

２-２.稲荷神社
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。古くから女神とされてきた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。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。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。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。神武天皇が戦場で

表 2-1.日本三大稲荷の所在地と社格

祭祀をした際に、供物の干飯に厳稲魂女（ｲﾂ-ﾉ-ｳｶ-ﾉ
-ヒﾒ）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/

２-３.稲荷神と日本三大稲荷
稲荷神（ｲﾅﾘﾉｶﾐ、ｲﾅﾘｼﾝ)は、日本における神の一
つである。稲荷大明神（ｲﾅﾘﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝ)、お稲荷様や
お稲荷さんともいう。山城国稲荷山（伊奈利山）、すな
わち現在の伏見稲荷大社に鎮座する神で、伏見稲荷
大社から勧請されて全国の稲荷神社などで祀られる
食物神・農業神・殖産興業神・商業神・屋敷神である。
元々は京都一帯の豪族・秦氏の氏神で、現存する旧
社家は大西家である。稲荷神を祀る神社を稲荷神社と呼び、神仏習合思想において仏教の女神である荼枳尼天
（ﾀﾞｷﾆﾃﾝ)と習合したため、仏教寺院で祀られることもある。神道系神社では朱い鳥居と、神使の白い狐がシンボル
として広く知られる。神社名は「稲荷」の基本で、「稲生」、「稲成」と「伊奈利」とする。
笠間稲荷神社や祐徳稲荷神社を日本三大稲荷とする説があり、最上稲荷（最上稲荷山妙教寺）や豊川稲荷（円
福山豊川閣妙厳寺）を日本三大稲荷とする説もある。この２社は正確には神社ではなく寺院である。日本三大稲荷
（日本三稲荷）の一つともされる。当社自身の他、１０社が表２-１のように所在地と社格を列記している。
稲荷社の広がりとして：稲荷神社には、主祭神 2970 社、境内社・合祀社 32000 社で、屋敷神として個人や企業
などに祀られている。本来は穀物・農業の神だが、現在は産業全般の神として信仰されている。
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伏見稲荷創建前史は、伏見稲荷大社を創建の秦氏族について、『日本書紀』に書かれている。平安時代に編
纂された『新撰姓氏録』記載の諸蕃（渡来および帰化系氏族）のうち約３分の１の多数を占める「秦氏」である。秦氏
を引率して朝鮮半島の百済から帰化したという記録がある。加羅（伽耶）または新羅から来た伝承もある。

表図２-１.日本三大稲荷の所在地と経緯度との関係
表図２-１は、日本三大稲荷の所在地と
経緯度との関係である。広島県（北緯３４
度 28 分）から京都府（北緯 34 度 58 分）ま
でに集中的に分布としている。広島県（東
経 133 度 20 分）から豊川市（東経１３７度
23 分）までに集中的に分布としている。日
本三大稲荷の所在地と経緯度の関係を
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

表図２-２.日本三大稲荷の所在地と標高との関係

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(北緯) =0.15X3 -6.053X2 +813.5X +36406 ……決定係数(R2 =0.888) …測量値……(2-1)
表図２-２は、日本三大稲荷の所在地と標高（4m～51ｍ）との関係である。

２-４.伏見稲荷の狐
狐は稲荷神の神使であって、民間には稲荷と狐は同一視される。日本では弥生時代以来、蛇への信仰、稲荷
山も蛇神信仰の中心地であった。平安時代から狐を神使とする信仰が広まった。宇迦之御魂神の別名は御饌津
神（ﾐｹﾂﾉｶﾐ）である。狐の古名は「ｹﾂ」で、「ﾐｹﾂﾉｶﾐ」に「三狐神」と当てたのが発端である。狐は稲荷神の使いに収
まった「三狐神」は「サグジ」とも読む。稲荷神は農業神である。狐は穀物を食い荒らすネズミを捕食することで、狐
の色や尻尾の形が実った稲穂に似て、狐が稲荷神の使いにされた。江戸時代には、稲荷が商売の神と公認され、
大衆の人気を集めた。この頃から稲荷神社の数が急激に増え、流行神（ﾊﾔﾘｶﾞﾐ）と呼ばれる時もあった。今日、稲
荷神社に祀られている狐の多くは白狐（ﾋﾞｬｯｺ）である。稲荷神には神酒・赤飯の他に、稲荷寿司およびそれに使
用される油揚げが供えられる。

5

２-５.宇迦之御魂神と倉稲魂神
宇迦之御魂神の別名は御饌津神（ﾐｹﾂﾉｶﾐ）である。揚げを使った料理を「稲荷」とも呼ばれた。宇迦之御魂神と
倉稲魂神はｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐと同じ読み方である。一般に「稲荷神（ｲﾅﾘﾉｶﾐ）」の名前で親しまれている。宇迦之御魂神
は基本的には穀物の神では、須佐之
男神と神大市比売神（ｶﾑｵｵｲﾁﾋﾒノカ
ミ）との間の子供で、大年神（ｵｵﾄｼ-ｶ
ﾐ）の妹に当
たる。スサノオは、日本神話に登場
する神である。一般には、大宜都比売
神（ｵｵｹﾞﾂﾋﾒ-ﾉ-ｶﾐ）・保食神（ｳｹﾓﾁ-ﾉ
-ｶﾐ）、伊勢の神宮外宮の豊受大神（ﾄ
ﾖｳｹ-ｵｵｶﾐ）と同一である。呼び名「ﾐｹ
ﾂ」は、若狭国を御食国（ﾐｹﾂ）と呼ぶ。
若狭国の西方にある籠神社（この）の
奥宮（真名井神社）には豊受大神（ﾄﾖｳ
ｹ）を祀り、神は天御中主神（ｱﾒﾉﾐﾅｶﾇ
ｼ)・国常立尊（ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁ）ともいわれ、
「宇迦之御魂」と言われる。食物や穀
物を司る神は女神で、宇迦之御魂は
女神という。「豊受大神」＝「豊宇気比
売神（ﾄﾖｳｹﾋﾞﾒ）」＝「宇迦之御魂」。
伏見稲荷大社のある地域には、そ
れ以前から原信仰があったようで、

図２-２.建速須佐之男命と宇迦之御魂神＝倉稲魂神の系図

神々が降臨したという稲荷山の峰々には大小の古墳が築かれていた。それは秦氏が山城国「深草」に進出する以
前から、この辺りを支配していた首長の墓域であったことを想像させる。その古墳は、「一の峰古墳」が円墳、「二の
峰古墳」が前方後円墳、主祭神の「三の峰古墳」は墳形不明ではあるが前期古墳（３～４世紀）。後期古墳（６～７
世紀）の円墳になっている。主祭神である「三の峰古墳」の築造年代が邪馬台国成立の時代に重なる。また稲荷山
の降臨伝承には、「三の峰」に降臨した宇迦之御魂の他に、「一の峰」には天宇受売命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）、「二の峰」には
猿田彦命（ｻﾙﾀﾋｺ）の夫婦が降ってきたと伝えられていた。猿田彦は、瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞミノ・ミコト）らの降臨を先導し
道案内をした神である。「瓊瓊杵尊」＝「宇迦之御魂」とも考えられる。

２-６.辻占（つじうら）
万葉の時代から歌にも詠まれているように「夕占（ゆうけ）」は、昼と夜の境である夕刻に占うものである。それは
辻にて通る人の会話などを基に占うので「辻占」とも謂われる。古代から現世と異界の境界である『辻』には神霊精
霊が降ると信じられていた。当社表参道西側、東高野街道と交わる「一の鳥居」のある辻は、俗称「みこの辻」と言
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われ、神霊の降る所として辻占の「占場（うらば）」になって、往来者の言動、外見などから占われた。このように古代
から辻占が行われたのが「辻占総本社」と言われる。（「山畑阿智彦宮司の文を引用）。

写真２-２.瓢簞山古墳の辻占（つじうら）由来

写真２-３.辻占の標識

写真 2-2 は瓢簞山古墳の辻占（つじうら）由来、写真２-３は辻占の標識、写真２-４は辻占実物である。

２-７.瓢簞山稲荷神社の主たる祭日行事
1 月 1 日：歳旦祭とふるまい酒、1 月 3 日：元始祭。2 月 3 日：節分祭と福豆撒き、2 月初午日：初午大祭、2 月
11 日 建国祭。2 月 2 日：午日：二の午祭。3 月 11 日：大震災復興祈願・物故老慰霊祭。6 月 30 日：夏越祓式。7
月 17 日:宵宮祭、7 月 18 日:例大祭（両日とも、音頭踊大会）。11 月 15 日：七五三歳、11 月 23 日：新穀感謝祭。
12 月 31 日：大祓式、除夜祭。月次祭：毎月 1 日は御朔日祭（護摩焚奉仕）、毎月 18 日は御命日。

３. 瓢簞山稲荷神社の由来と現在
3-1.瓢簞山稲荷神社の和文由来と現在
主祭神：若宇迦乃賣命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ-ﾉ-ﾐｺﾄ・保食神）。創建：天正 11（1583）年。別名：瓢簞山稲荷神社。勧請神：豊
臣秀吉（ﾄﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ）が大坂城築城にあたり、大坂城の南東である三里の地に鎮護神として伏見桃山城（ﾌｼﾐﾓﾓﾔ
ﾏ）から「ふくべ稲荷」を勧請した。祭神：若宇迦乃賣命（保食神、ｳｹﾓﾁ-ﾉ-ｶﾐ）、素盞嗚尊（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。
古墳：神社本殿の背後にある小丘は、通称「瓢簞山古墳（双円墳）」とよばれる。瓢簞山とは「ヒョウタン」に似た形状
から古墳一帯の地名と呼ぶ。双円墳は山麓に群集して築造された山畑古墳群中で、６世紀初め(1500 年前)頃に
造られた最大・最古である。山畑５２号墳は、瓢簞山古墳（鬼塚と大塚）である。鬼塚は南側・右方向にあり、南端に
は羨道入口の天井石が露出している。大塚は北側・左方向にあり、横穴式の玄室は幅 2ｍ・長さ 3ｍで、塚と呼び、
以前に神狐が住まれた記録がある。

辻占（つじうら）：万葉集などの古典にも登場する占いである。万葉の歌にも詠まれているように「夕占（ゆうけ）」
は、昼と夜の境である夕刻に占うものである。それは辻にて通る人の会話などを基に占うので「辻占」とも謂われた。
古代から現世と異界の境界である『辻（交差点）』には神霊精霊が降ると信じられていた。当社表参道西側、東高野
街道と交わる「一の鳥居」のある辻は、俗称「みこの辻」と言われ、神霊の降る場所として辻占の「占場（うらば）」にな
っている。古代から辻占が行われていたことが「辻占総本社」と言われる（山畑阿智彦氏を引用）。江戸時代：貞享５
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年（1688）の村絵図には、「古跡大塚」と記す瓢簞形の山が描かれ、「いなり」と書かれて、稲荷社が祀られていた。
「辻占判断」とは、占場の辻の往来者を観察して占う「辻占」という。神託による商売繁盛の活用に応用する意思決
定の手法があり、四柱推命（生年月日時刻）を加味して総合的に占う。そのためには生年月日時刻を伺う。「辻占
おみくじ」とは、①焼き抜き、②炙（あぶ）り出し、③(通常の)おみくじの三種類がある。「辻占瓢簞笹」とは、最中の皮
（餅種）でできた「５行」の色と一致する五色の瓢簞の中に「辻占」御神籤が入っており、指で摘（つむ）んで潰すと
中から「おみくじ」がでる。
建築物：現在の本殿は、慶応 2（1866）年に建立。境内末社は、①戸川（とがわ）神社。②三柱（ミハシラ）神社、
③宮比（ミヤビ）神社、④菅原（スガワラ）神社、⑤水分（みくまり）神社の他に、氏神社として⑥花草神社を含め６社
である。鳥居は参道鳥居４基、末社鳥居６基と稲荷鳥居３０基を合わせると 40 基以上である。

表 3-1.大阪府東大阪市、瓢簞山稲荷神社の和文詳細資料
1

主祭神

若宇迦乃賣命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ-ﾉ-ﾐｺﾄ）

2

神社創建

3

勧請神

4

祭 神

若宇迦乃賣命（保食神、ｳｹﾓﾁ-ﾉ-ｶﾐ）、素盞嗚尊（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。

5

社格等

村社

天正 11（1583）年。別名：瓢簞山稲荷神社
豊臣秀吉（ﾄﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ）が大坂城築城にあたり、巽の方（大坂城の南東）三里の地に鎮
護神として伏見桃山城（ﾌｼﾐﾓﾓﾔﾏ）から「ふくべ稲荷」を勧請した。

1 月 1 日：歳旦祭。2 月 3 日：節分祭と福豆撒き。3 月 11 日：大震災復興祈願・物故老
6

例 祭

慰霊祭。6 月 30 日：夏越祓式。7 月 17 日:宵宮祭、7 月 18 日:例大祭（両日とも、音頭
踊大会）。11 月 15 日：七五三歳。12 月 31 日：大祓式、除夜祭。

7

宮 司

山畑 阿智彦、禰宜：山畑 阿登視

8

鎮座地

〒579-8051 大阪府東大阪市瓢簞山町 8-1

9

交通手段

10

位 置

11

電話・FAX

12

本殿/拝殿

13

境内末社

14

鳥 居

15

辻 占

16

古 墳
（双円墳）

近鉄奈良線 瓢簞山駅から徒歩（南側の商店街アーケード南端の辻を東へ）約 5 分
北緯 34 度 39 分 38.7 秒

東経 135 度 38 分 31.3 秒 標高：14.5ｍ

TEL：:072-981-2153 FAX：072-988-3987
現在の本殿は、慶応 2（1866）年に建立。本殿の間口 7.37m と奥行き 6.62m で、面

積は 48.79 平方メ－トルである。
①戸川神社。②三柱神社、③宮比神社、④菅原神社、⑤水分神社の他に、氏神社と
して⑥花草神社を含めて６社である。
瓢簞山稲荷神社の鳥居は、参道鳥居４基、末社鳥居６基と稲荷鳥居３０基を合わせる
と 40 基以上である。他に、石造の石碑は 12 基以上である。
万葉集などの古典にも登場する占いである。①辻占（つじうら）判断、②辻占おみくじ
と③辻占瓢簞笹の三種類が有名である。
旧四条村字大塚にあり、山麓に群集して築造された山畑古墳群中の一つである。
最も古い(1500 年前頃)に造られた最大の古墳、通称”瓢簞山古墳（双円墳）”。
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３-２. 瓢簞山稲荷神社の由来と現在（英文）
Worshipped God is Ukanomitama-No-Mikoto. Foundation is Tensho 11 (1583) year. Alias: HyouyamaInari Shrine. Enshrined God : Toyotomi Hideyoshi hits Construction of Osaka Castle; "gourd-Inari" in the
southeastern direction of Castle "made Enshrined from Fushimi-momoyama Castle (Hushimi-Momoyama
-Castle) as Chinju-Gam in Sanri-Land. Festival God is Ukemochi-no-kami＝Goddess who Protects Food
and Susanoo-no-Mikoto.
KOFUN: The small hill behind the main shrine is called "Hyōtan-yama Kofun (Souenfun)". Hyōtan-yama
is called the name of the place of the burial tomb from the shape similar to "gourd". Hyōtan-yama kofun of
Inari Shrine is located in Otsuka, old Shijyo Village, one of the Yamahata-kofun group which was built by
crowding at the foot of the mountain. Furthermore, the biggest ancient tomb, the so-called oldest name

"Hyōtan-yama Kofun (Souenfun)", was built the oldest (around 1500 years ago).
Yamahata-52-kofun group is Hyōtan-yama kofun (Onituka and Ootuka). Onituka is in the south-right
direction of Hyōtan-yama kofun, and the ceiling stone at the entrance to Endou is exposed at the south end.
Ootuka is to the north side, the left direction of Hyōtan-yama kofun and calls cave-type Genshitu at 2m in
width, 3m in length with Mound, and "Shinko" is it in a record lived in before.
TSUJIURA ： Tsujiura also appears in the classics such as Manyoshu.

"Yuuke" is a thing which it

occupies in the evening which is the border between day and night, as it is also written in the Manyo
no Uta song. It is also called "Tsujiura" as it is based on the conversation of people passing by
Intersection (road) and so on. In the "Intersection (road)" which is the boundary between this world
and the other world from ancient times, it was believed that the Holy Spirit would fall.
Omotesandō west of our Shinto shrine, "Intersection (road) with "Itinotorii" intersecting higashikouya-kaidou" is said to be common name "Mikonotuzi". The place where Shinrei falls becomes
"Uraba" of Tsujiura. In Hyōtan-yama Inari Shrine, it is said to be "the Tsujiura total head office" from the
ancient times that fortune-telling was carried out.
Tsujiura of Hyōtan-yama Inari Shrine is three kinds of Tsujiura judgment, Tsujiura O-mikuji and
Tsujiura-Gourda-Sasa. "Tsujiura judgment" is called "Tsujiura" which observes and observes the visitors

at the intersection of Uranaiba. Tsujiura has a method of decision-making applied to utilization of business
prosperity by the oracle and comprehensively occupies taking into consideration the Four Pillars of Destiny
(birth date, time). In order to judge, ask the client's date of birth and date.

There are three kinds of smoking out , (normal) Miki lottery to "Tsujiura-sacred lot" without, firing.
"Tsujiura-gourda-Sasa (plant)" means "Tsujiura" O-mikuji is contained in the five colors Hyōtan which
coincides with the color of "5 rows" made of leather (rice cake) in the middle. Tie it with your fingers
and crush it, "Omikuzi" comes out from the center.
BUILDING ： The current main shrine was built in Keio 2 (1866). Keidai Massha is six companies

including Togawa-shrine, Mihashira-shrine, Miyabi-shrine, Sugawara-shrine, Suibun-shrine and
Hanakusa-shrine as shrine company. Torii of the Hyōtan-yama Inari Shrine is located in Otsuka, Old
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Shijyo Village, one of the Yamahata-kofun group which was built by crowding at the foot of the
mountain. Inari Shrine consists of 4 Sando-Torii, 6 Massha-Torii and 30 Inari Shrine, more than 40.

表 3-2.大阪府東大阪市、瓢簞山稲荷神社の英文詳細資料
1
2
3
4
5

Worshipped

Ukanomitama-No-Mikoto

Gods
Foundation
ENSHRINED
GODS
Festival God
Engi

Tensho 11 (1583) year. Alias: Hyouyama-Inari Shrine

Toyotomi Hideyoshi hits Construction of Osaka Castle; "gourd-Inari" in the
southeastern direction of Castle "made Enshrined from Fushimi-momoyama Castle (Hushimi-Momoyama-Castle) as Chinju-Gam in Sanri-Land.
Ukemochi-no-kami＝Goddess Who Protects Food、Susanoo-no-Mikoto
Sonsha（The companies of the local deity of the village do a lot line case）

Formula
January 1: New Year's ceremony. February 3: Traditional end of winter festival
and a fortune bean-scattering ceremony. March 11: Great earthquake disaster
revival prayer, a thing elderly person familiar with events of the past memorial

6

ANNUAL

service. June 30: Summer exclamation ceremony. July 17th: Shunkan Festival,

FESTIVAL

July 18th: Example Great Festival (On both days, Dance and Dance Competition
November 15: 753 years old. December 31: A great purification type, a New
Year's Eve festival.

7
8
9

Ｃｈｉｅｆ Ｐｒｉｅｓ
ｔ
SITE
ACCESS
LATITUDE

11

TEL・FAX

13

14

〒 579-8051 8-1, Hyotanyamacho, Higashiosaka-shi, Osaka
Kintetsu Nara Line: It is approximately 5 minutes on foot from Hyotanyama Station

10

12

Guuzi：YAMAHATA Atihiko、Negi：YAMAHATA Atomi

SHRINE
PAVILIONS
KEIDAI
MASSHA
TORII

34°39'N 38.7 seconds 135°38'E 31.3 seconds altitude: 14.5m
TEL：:072-981-2153 FAX：072-988-3987
The current main shrine was built in Keio 2 (1866). The main shrine's

entrance is 7.37 m, the depth is 6.62 m and the area is 48.79 square
meters.
Keidai Massha is six companies including Togawa-shrine, Mihashirashrine, Miyabi-shrine, Sugawara-shrine, Suibun-shrine and Hanakusashrine as shrine company.
Torii of the Hyōtan-yama Inari Shrine is located in Otsuka, Old Shijyo
Village, one of the Yamahata-kofun group which was built by crowding at the
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foot of the mountain. Inari Shrine consists of 4 Sando-Torii, 6 Massha-Torii
and 30 Inari Shrine, more than 40.
Tsujiura also appears in the classics such as Manyoshu. Tsujiura of Hyōtan15

TSUJIURA

yama Inari Shrine is three kinds of Tsujiura judgment, Tsujiura O-mikuji and
Tsujiura-Gourda-Sasa.

Hyōtan-yama kofun of Inari Shrine is located in Otsuka, old Shijyo Village,
16

KOFUN
（Souenfun）

one of the Yamahata-kofun group which was built by crowding at the foot of
the mountain. Furthermore, the biggest ancient tomb, the so-called oldest
name "Hyōtan-yama Kofun (Souenfun)", was built the oldest (around 1500
years ago).

４．瓢簞山稲荷神社の社殿
4-1.瓢簞山稲荷神社の社殿の写真

写真 4-1.拝殿の正面

写真 4-2.拝殿の上部

写真 4-3.社殿の本殿

写真 4-4.本殿の千木

写真 4-1 は拝殿の正面、写真 4-2 は拝殿の上部、写真 4-3 は社殿の本殿と写真 4-4 は本殿の千木である。

写真 4-5.神社の由来文

図 4-1.神社の間口、奥行きと面積との比較

写真 4-5 は神社の由来文で、図 4-1 は神社の間口、奥行きと面積との比較である。本殿の間口 7.37m と奥行き

6.62m で、面積は 48.79 平方メ－トルである。
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4-２.瓢簞山稲荷神社の末社の写真と考察
４-２-1.戸川（とがわ）神社の祭神は保食（ｳｹﾓﾁ)大神
戸川神社は本殿裏側の墳丘上に鎮座がある。保食大神
は「日本書紀」の五穀起源神話に登場する食の神様であ
る。人間の食べ物を司る神として人間の生命を維持する五
穀や海産物の豊穣を願ってお祀りした神様である。保食大
神はしばしば稲荷神社の御祭神の字迦之御魂大神や、伊
勢神宮外宮の神である豊受大神とも同一視されている（写
真４-6）。

写真４-6.瓢簞山稲荷神社の末社戸川神社

４-２-２.三柱（みはしら）神社の祭神は天照大神・月夜見命・素盞嗚尊
三柱神社は拝殿北側にある。三柱神社の御神徳は開運招福、無病息災の神である。

●１.天照皇大神の親である伊弉諾大神と伊弉册大神
この神に由来する小惑
星については「イザナキ

表 4-1.瓢簞山稲荷神社の祭神名と御神徳

(小惑星)」からである。右
がイザナギ、左がイザナ
ミ。二人は天の橋に立っ
ており、イザナギ（伊弉
諾、伊邪那岐、伊耶那
岐）は、日本神話に登場
する男神。イザナキとも。
『古事記』では伊邪那岐
命、『日本書紀』では、伊
弉諾神と表記される。イ
ザナミ（伊弉冉、伊邪那
美、伊耶那美、伊弉弥）の兄であり夫。アマテラスやスサノオ等多くの神の父神で、神武天皇の７代先祖とされる。
神話におけるイザナギ：天地開闢において神世七代の最後にイザナ
ミとともに生まれた。国産み・神産みにおいてイザナミとの間に日本国土
を形づくる多数の子を儲ける。その中には淡路島・本州・四国・九州等
の島々、石・木・海（オオワタツミ・大綿津見神）・水・風・山（オオヤマツ
ミ・大山津見神）・野・火など森羅万象の神が含まれる。イザナミが、火の
神であるカグツチ（軻遇突智、迦具土神）を産んだために陰部に火傷を

写真４-７.瓢簞山稲荷神社の末社

負って亡くなると、そのカグツチを殺し（その血や死体からも神が生まれ

の三柱神社

る）、出雲と伯伎（伯耆）の国境の比婆山に埋葬した（写真４-７）。
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このように、高大原の天之御中主神の理念を地上に顕現すべく、国を生み、天地開の大自然すべてをお生み
になり、最後に皇室の祖先神である天照大神をお生みになって日本の基をおつくりになられました（表 4-1）。

●２.天照皇大神
天照皇大神は、イザナギの左目から生まれた女神（男神説？）・太陽神とか日の神様とも称えられ、皇室の
ご祖神、国民の総氏神さまとして仰がれている。天照皇大神は、豊葦原中津国（日本）を治めていた、大国主命か
ら国を譲りうける。そして、高天原の理念（ユ－トピア社会にするため）をつくためである。天照皇大神は、孫である
邇邇芸命（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）に、高天原（ﾀｶｱﾏﾊﾗ）から中津国（ﾅｶﾂﾉｸﾆ）に天降（ｱﾏｸﾀﾞ）リ、治めるようにお命じになりま
した。この天照皇大神の建国の理想・精神は、初代神武天皇から、今上天皇まで１２５代の天皇さま方に引き継が
れてきている。

●３.月夜見命・月読命
月夜見命はイザナギの右目から生まれた神（性別不明）・月夜見命・月読命・夜を統べる月神である。月読命（ﾂｸ
ﾖﾐ､ﾂｷﾖﾐは、日本神話の神である。一般的にﾂｸﾖﾐと言われ、伊勢神宮・月読神社ではﾂｷﾖﾐと表記される。神話で
の記述では、記紀（古事記と日本書紀）において、ﾂｸﾖﾐは伊弉諾尊（伊邪那岐命・ｲｻﾞﾅｷﾞ）によって生み出された
とされる。月を神格化した、夜を統べる神であると考えられているが、異説もある（後述）。天照大神（天照大御神・ｱ
ﾏﾃﾗｽ）の弟神にあたり、須佐之男（建速須佐之男命・ﾀｹﾊﾔｽｻﾉｵ）の兄神にあたる。ツクヨミは、月の神とされてい
る。古事記ではイザナギが黄泉国から逃げ帰って禊ぎをした時に、右目から生まれたとされ、もう片方の目から生ま
れた天照大神（太陽を象徴）、鼻から生まれた須佐之男とともに重大な三神（三柱の貴子）を成す。

●４.素盞嗚大神
素盞嗚（すさのお）大神は、イザナギの鼻から生まれた男神素盞嗚（ｽｻﾉｵ）大神・海原の神である。素盞嗚大神
は、伊許諾大神が膜をされたときに生まれ、天照皇大神・月読大神の弟神にあたられる。伊許諾大神から海の支
配をまかせられたにもかかわらず、お亡くなりなった母の伊弉册大神を慕われ、毎日泣いていた。激しい気性から
乱暴なお振る舞いを続けられるため、高天原の神々によってこの地上に追放される。素盞嗚大神は、これまでのお
振る舞いを深く悔やまれ、出雪国に降り立たれた。そして、この国で暴れまわっていた恐ろしい大蛇「八俣（やまた）
のおろち」から人々をすくうことを決意され、叡知を尽くし、苦闘を重ねた末、ついに退治され、平和な国をつくりあ
げられた。雄々しく、やさしい神となった素盞嗚大神は、その偉大なご事績からさまざまな信仰を集めている。

４-２-３.宮比（みやび）神社
宮比神社の祭神は天宇受売命（ｱﾏﾉｳｽﾞﾒ）である。天宇受売命は俳優
の祖、芸能の始祖神、笑の神と福の神である。ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ（ｱﾏﾉｳｽﾞﾒ）は、
日本神話に登場する神。「岩戸隠れ」の伝説などに登場する芸能の女神
であり、日本最古の踊り子と言える。一説に別名「宮比神」（ﾐﾔﾋﾞﾉｶﾐ）＝
大宮売神（ｵｵﾐﾔﾉﾒﾉｶﾐ）と同一である。神名は『古事記』では天宇受賣
命、『日本書紀』では天鈿女命と表記する。神名の「ウズメ」は「強女（オズ
メ）」の意とする「髻華（ウズ）」を結った女性（巫女の装束）の意とする。神
話では、岩戸隠れで、天照大神が天岩戸に隠れて、世界が暗闇になっ
たとき、神々は大いに困り、天の安河に集まって会議をした（写真４-8）。

写真４-8.宮比神社
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４-２-４.菅原（すがわら）神社
菅原神社の祭神は菅原道真（ｽｶﾞﾜﾗﾉﾐﾁｻﾞﾈ）である。菅原道真は
御神徳合格・学業成就・就職・出世の神である。 菅原道具公は、幼
少の頃より学業に励み、情緒豊かな和歌を詠み、格調高い漢詩を作るな
ど優れた才能の持ち主であった。学者出身の政治家として卓越した手腕
を発揮し、寒門（かんもん）出身で異例の出世を重ねられた菅公は、昌泰
２月年（899）右大臣の要職に任命され、左大臣藤原時平と並んで国家の
政務を統括された。権門（けんもん）出身の藤原時平の策謀により、昌泰
４（901）年１月に大宰府の大宰員外帥に左遷され、そのわずか二年後の
延喜３（903）年 2 月、大宰府の配所にて波乱の 59 歳の生涯を閉じられた
（写真４-9）。
菅公の清らかで誠実な人柄と晩年の不遇はさまざまな伝説を生み、や

写真４-9.菅原神社

がては天神さまと崇められ、現代でも盛んな信仰へと展開。菅公の精神は「和魂漢才」の四文字に集約されるよう
に、自国の歴史と文化を誇りとし、他国の文化も受けいれる寛容さが特徴であった。菅公が生涯に「誠の心」は、今
も日本人の心に生きつづけている。

４-２-５.水分（みくまり）神社
水分神社の祭神は水分神（ﾐｸﾏﾘﾉｶﾐ）である。水分神は神道の神、水
の神と安産の神である。水分神は神産み神話にｲｻﾞﾅｷ・ｲｻﾞﾅﾐが生んだ
神である。水の分配を司る神である。「くまり」は「配り（くばり）」の意で、水
源地や水路の分水点などに祀られる。日本神話では、ﾊﾔｱｷﾂﾋｺ・ﾊﾔｱｷ
ﾂﾋﾒ両神の子として天水分神（あめのみくまりのかみ）・国水分神（ｸﾆﾉﾐｸ
ﾏﾘﾉｶﾐ）が登場する。水にかかわる神ということで祈雨の対象ともされ、ま
た、田の神や、水源地に祀られるものは山の神とも結びついた。後に、「ﾐ
ｸﾏﾘ｣が「ﾐｺﾓﾘ(御子守）」と解され、子供の守護神、子授け・安産の神とし

写真４-10.水分神社

ても信仰されるようになった（写真４-10）。

４-２-6.花草神社(牛頭天王社)
牛頭天王（ｺﾞｽﾞﾃﾝﾉｳ）は日本における神仏習合の神である。釈迦の生
誕地に因む祇園精舎の守護神とされた。蘇民将来説話の武塔天神と同
一視され薬師如来の垂迹であるとともにスサノオの本地ともされた。京都
東山祇園や播磨国広峰山に鎮座して祇園信仰の神（祇園神）ともされ現
在の八坂神社にあたる感神院祇園社から勧請されて全国の祇園社、天
王社で祀られた。また陰陽道では天道神と同一視された。道教的色彩の
強い神だが、中国の文献には見られない（写真４-11）。

写真４-11.花草神社
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4-３.瓢簞山稲荷神社の末社規模の考察

図 4-2.瓢簞山稲荷神社の末社規模

図 4-3.瓢簞山稲荷神社末社の面積と体積

図 4-2 は瓢簞山稲荷神社の末社規模である。宮比神社と三柱神社の石台が含まれているからである。図 4-3 は瓢簞山
稲荷神社末社の面積と体積である。花草神社と三柱神社の石台が含まれているからである。

4-３.瓢簞山稲荷神社の大神の写真

石碑 4-１.栂石大明神

石碑 4-2.白龍大明神

石碑 4-3.玉姫大明神

石碑 4-4.神垣玉照姫命

石碑 4-１は栂石大明神、石碑 4-2 は白龍大明神、石碑 4-3 は姫大明神、石碑 4-4 は神垣玉照姫命である。

石碑 4-5.永吉・金石稲荷大明神

石碑 4-6.琴平稲荷大明神

石碑 4-7.白菊大明神

石碑 4-8.吉恒大神
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石碑 4-5 は永吉・金石稲荷大明神 、石碑 4-6 は琴平稲荷大明神、石碑 4-7 は白菊大明神 、石碑 4-8 は.吉恒大
神である。

石碑 4-9.玉菊大明神

石碑 4-10.白龍大明神

石碑 4-11.龍木大明神

石碑 4-12.母岩大明神

石碑 4-9 は玉菊大明神、石碑 4-10 は白龍大明神、石碑 4-11 は龍木大明神、石碑 4-12 は母岩大明神である。

５.瓢簞山稲荷神社の鳥居測量と写真と 数値解析
5-1.瓢簞山稲荷神社の鳥居の写真

写真 5-1.表参道鳥居 1

写真 5-2.表参道鳥居 2

写真 5-3.表参道鳥居 3

写真 5-4.東表参道鳥居

写真 5-1 は表参道鳥居、写真 5-2 は表参道鳥居、写真 5-3 は表参道鳥居、写真 5-4 は東表参道鳥居である。

写真 5-5.瀧木大神

写真 5-6.八光大神

写真 5-7.稲荷大明神

写真 5-8.青木大神
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写真 5-5 は瀧木大神、写真 5-6 は八光大神、写真 5-7 は稲荷大明神、写真 5-8 は青木大神である。

写真 5-9.千成大明神

写真 5-10.白菊大明神

写真 5-11.金石稲荷大神

写真 5-12.末廣大明神

写真 5-9 は千成大明神、写真 5-10 は白菊大明神、写真 5-11 は金石稲荷大神、写真 5-12 は末廣大明神。

写真 5-13.国照大神

写真 5-14.玉光大明神

写真 5-15.福水大明神

写真 5-16.豊走大明神

写真 5-13 は国照大神、写真 5-14 は玉光大明神、写真 5-15 は福水大明神、写真 5-16 は豊走大明神である。

写真 5-17.拝殿左鳥居

写真 5-18.下り坂鳥居

写真 5-19.三柱社横鳥居

写真 5-20.万年大神鳥居

写真 5-17 は拝殿左鳥居、写真 5-18 は下り坂鳥居、写真 5-19 は三柱社横鳥居、写真 5-20 は万年大神鳥居。
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写真 5-21.拝殿左斜鳥居

写真 5-22.拝殿左下鳥居

写真 5-23.連立稲荷神社

写真 5-24.神社扁額

写真 5-21 は拝殿左斜鳥居、写真 5-22 は拝殿左下鳥居、写真 5-23 は連立稲荷神社、写真 5-24 は神社扁額。

5-2.瓢簞山稲荷神社の鳥居の測量値と回帰方程式
図５-１は瓢簞山稲荷神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図のデータである。鳥居の柱間距離と貫の高さと
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 は貫の高さ、決定係数は R2 である。
Y(貫上の高さ) = -0.070X2 +1.777X -1.197 ……決定係数(R2 =0.9799) …測量値……(5-1)
Y(貫下の高さ) =

0.297X2 -0.652X +2.390 ……決定係数(R2 =0.9986) …測量値……(5-2)

図 5-1.瓢簞山稲荷神社鳥居の柱間距離と貫の高さ

図 5-2.瓢簞山稲荷神社鳥居の柱間距離と笠木高さ

図５-２は瓢簞山稲荷神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図のデータである。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) = 0.040X2 +0.961X +0.959……決定係数(R2 =0.994) …測量値……(5-3)
Y(笠木下の高さ) = 0.062X2 +0.819X +0.904……決定係数(R2 =0.993) …測量値……(5-4)
図５-３は瓢簞山稲荷神社の鳥居と柱間距離との関係図のデータである。鳥居と柱間距離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 は鳥居、Y は柱間距離、
決定係数は R2 である。
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Y(鳥居) = 0.079X2 -0.285X +1.511……決定係数(R2 =0.956) …測量値……(5-５)

図 5-3.瓢簞山稲荷神社の各鳥居と柱間距離

図 5-4.瓢簞山稲荷神社の各鳥居と反増し

図５-４は瓢簞山稲荷神社の鳥居と反増しの関係図のデータである。鳥居と柱間距離と反増しの関係を究明する
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 は鳥居、Y は反増し、決
定係数は R2 である。
Y(反増しの高さ) = 0.126X2 -0.541X +2.660……決定係数(R2 =0.983) …測量値……(5-６)
図５-５は瓢簞山稲荷神社鳥居と貫の高さとの関係図のデータである。鳥居と貫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 は鳥居で、Y は貫の高さ、決
定係数は R2 である。
Y(貫上の高さ) = 0.081X2 +0.274X -1.963 ……決定係数(R2 =0.974) …測量値……(5-7)

図５-５.瓢簞山稲荷神社の各鳥居と貫の上と下

図５-６.瓢簞山稲荷神社の各鳥居との上と下

図５-６は瓢簞山稲荷神社鳥居と笠木の高さとの関係図のデータである。鳥居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 は鳥居で、Y は笠木の
高さ、決定係数は R2 である。
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Y(笠木上の高さ) = 0.098X2-0.367X +2.520 ……決定係数(R2 =0.972) …測量値……(5-8)
貫高さの決定係数は、共に 1.000 に近い値であることが判明した。

６.瓢簞山稲荷神社の古墳
６-1.瓢箪と瓢簞山古墳
ヒョウタン（瓢箪、瓢簞）は、ウリ科の植物。
漢語では「瓢（ひょう）、瓢瓠（ひょうこ）、胡盧
（ころ）」ともいい、和語では「ひさご、ふくべ」
という。 この植物の果実を加工して作られる
「ひょうたん」は、「瓢」の「箪（容器）」という意
味である。仁徳天皇 11（323）年、茨田堤（河
川堤防）を築く際、水神へ人身御供として捧

げられそうになった茨田連衫子という男が、
ヒョウタンを使った頓智で難を逃れたという。
瓢簞山稲荷神社のある丘は、実は瓢簞山
古墳と呼ばれる双円墳で、本殿の脇に横穴

写真 6-1.瓢箪、瓢箪の木および瓢簞山古墳（双円墳）の模型

式石室が口をあけている。北側にも石室が
あり、いつの頃か神使（しんし）のキツネが住んでいたそうだ（写真 6-1）。

表 6-1.山畑古墳群の規模

山畑古墳群の石碑は花崗岩製で、博物館の駐車場の南端にある（表 6-1）。山畑古墳群は、約 1500 年前に造
られた 68 基で、市内の 1/3 である。山畑 22 号墳は、博物館の駐車場北側にある双円墳。西側の墳丘には、横穴
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式石室が見られる。石室は、約 1500 年前で、須恵器・鉄鏃・馬具などの副葬品がある。東経：135 度 39 分０４秒
北緯：34 度 39 分 38 秒。山畑 39 号墳は、22 号墳の北にある小型の円墳である。長さ 4.7m・幅 1.1m の無袖の形
態で、床面に平らな石を敷き詰めている。約 1600 年前に造られた古墳と推定。東経：135 度 39 分 13 秒 北緯：34
度 39 分 27 秒 博物館。山畑 40 号墳は、22 号墳のすぐ北にある直径約 11m の小型の円墳である。横穴式石室
は、長さ 4.2m・幅 1.1m の規模で、須恵器や鉄釘が出土。東経：135 度 39 分 13 秒 北緯：34 度 39 分 27 秒。
山畑 52 号墳は、瓢簞山稲荷神社の本殿
の背後にある小丘で、1500 年前・古墳時代
後期・6 世紀末頃の双円墳である。瓢簞山古
墳はヒョウタンに似た形状から、「瓢簞山」と
呼ばれた（写真 6-2）。鬼塚と大塚からなる双
円墳で瓢箪の形になるため瓢簞山と称する
由縁である。これより東、山手側に展開する
山畑古墳群（約６０余基）の西端に存し、最
古最大の古墳である。東経：135 度 38 分 32
秒・北緯：34 度 39 分 39 秒。神社本殿の背
後にある小丘の「瓢簞山古墳」は、山畑古墳
群の中で最大・最古のものである。貞享５（１
６８８）年の四条村古絵図には古墳は「旧跡
字大塚」と記され、元は大塚と呼ばれていた

写真 6-2.瓢簞山古墳の由来

写真 6-3.瓢簞山古墳の飛狐

らしいが、瓢箪形の山を描いたわきに「瓢簞山」「いなり」とも記され、古くから稲荷社が祀られ、瓢簞山と呼ばれて
いたことがわかる（写真 6-3）。

写真 6-4.瓢簞山稲荷神社の大塚(狐塚)

写真 6-5.瓢簞山稲荷神社の鬼塚

写真 6-4 は瓢簞山稲荷神社の大塚(狐塚)である。 写真 6-5 は瓢簞山稲荷神社の鬼塚である。
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７.おわりに
７-１.天照大神説
魏志倭人伝には邪馬台国の女王である卑弥呼が
死去した後、男王が立った国中が治まらず、内乱状
態に入り、卑弥呼一族の１３歳の少女の台与が女王
になってようやく治まったとある。
この卑弥呼の後継者である台与はｱﾏﾃﾗｽの息子
ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ（天忍穂耳）の妃となったﾖﾛﾂﾞﾊﾀﾄﾖｱｷﾂｼ
ﾋﾒ（万幡豊秋津師比売）に比定できるとする。
卑弥呼の死後、男子の王（息子か?）が即位したが
国が治まらず、その妃が中継ぎとして即位したと考え
られる。これは、後のヤマト王権で女性が即位する時
と同じ状況である。ちなみにﾖﾛﾂﾞﾊﾀﾄﾖｱｷﾂｼﾋﾒは伊
勢神宮の内宮の三神の一柱でもあり（もう一柱はｱﾏ
ﾃﾗｽ）、単なる息子の妃では考えられない程の高位
の神である（図 7-1）。

７-２.万葉集と辻占と舞台
『万葉集』などの古典にも登場する、極めて古い起
源の神事。当社のものは江戸期に起源がある。明治
時代初めごろに、当社宮司が「辻占」を改めて創始

図 7-1.邇邇芸命（『梁書』『北史』に見える卑弥呼説）

し、「淡路島かよふ千鳥の河内ひょうたん山恋の辻占」として日本全国に知られるようになった。
瓢簞山稲荷神社には、特設舞台が設置され多くの方に愛用されている（写真 7-1）。

７-３.保食大神(ｳｹﾓﾁﾉｵｶﾐ)
瓢簞山稲荷神社は、ゆるひさご山の地
に鎮り坐す保食大神(ｳｹﾓﾁﾉｵｶﾐ)の御名
で、最も広く世人に親しまれて居られます。
農工商業、産業の開発をはじめ、開運招
福、神占、治病等のあらゆる生活の守護神

写真 7-1.瓢簞山稲荷神社にある特設舞台

であらせられます。この瓢簞山稲荷の名を
全国に高めたのが、江戸時代の河内名所図絵にも出てくる「辻占」。
平安時代から伝わる占いで夕方、辻に立って道ゆく人の言葉等を聞いて自分の運命を占ったもので、古くは「夕占
（ゆうけ）」と呼ばれていました。これはまた、若い娘たちが恋人の訪れを待ちわびて占ったものだとも言います。同
社は「辻占」の総本社として有名である。
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別図：瓢簞山稲荷神社平面図

別表 1.瓢簞山稲荷神社と地域の歴史
和歴

宣化 03

西暦

内

容

2000

海の地域は、今の淀川や大和川から運ばれる砂や石によって埋め立たてられ、海から湖と

年前

なり、湿地帯となった。湿地帯は、雨が多く降ると、川の水があふれ、洪水になった。

1500

古墳（双円墳）は旧四条村字大塚にあり、山麓に群集して築造された山畑古墳群中の一つ

年前

である。最も古い頃に造られた最大の古墳、通称”瓢簞山古墳（双円墳）”。

538

大和朝廷の有力豪族であった蘇我氏・物部氏の両者の対立は、宣化 03（538）年の時、百
済の聖明王から贈られてきた仏像や経文の扱いにより激化した。仏教公伝。
5 月、衣摺の戦い（蘇我馬子と物部守屋）。蘇我氏は崇仏派、物部氏は排仏派であった。さ

用明 03

587

らに、第 31 代用明天皇崩御後の皇位継承問題により、両氏の対立は宗教対立から武力衝
突に発展した。

用明 03

587

9 月、蘇我氏と対立していた物部守屋が本拠地の河内国渋川郡に馬子の軍を迎え撃ち。
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守屋はこの地で討たれた。聖徳太子がこのことを哀れんで大エノキの木に衣の袖を擦りつけ
て、嘆き悲しまれたことから「衣摺」の地のゆえんである。物部守屋は衣摺で敗死し、この争
いに勝利した蘇我馬子は、第３２代崇峻天皇（587-592）を擁立して独裁体制を築いた。
本殿に合祀された左右の摂社、田中大神・四大神とともに五柱の神を一宇相殿（一つの社

明応 0８

1499

天正 11

1583

慶応 02

1866

現在の本殿の建立。

昭和 34

1959

ドイツのベルリンミッテ区と姉妹都市提携（当時の布施市が提携）。

昭和 35

1960

アメリカ合衆国のカリフォルニア州グレンデール、姉妹都市提携（当時の枚岡市が提携）。

殿に合祀する形）に祀り、これら五柱の祭神は稲荷大神の広大な神徳の神名化としている。
創建年、豊臣秀吉が大坂城築城にあたり、巽の方（大坂城の南東）三里の地に鎮護神とし
て伏見桃山城から「ふくべ稲荷」を勧請したことが始まりである。

2 月、布施市・河内市・枚岡市が合併し、大阪府下３１番目の市として東大阪市が発足す
昭和 42

1967

る。市役所は旧 河内市役所を使用したほか、旧布施市役所に「西支所」を、旧 枚岡市役
所に「東支所」をそれぞれ設置した。
大東大水害では大きな被害を受けた。大阪平野の東部に位置する。市域の大半は平坦な

昭和 51

1976

低地で、河川の多くは天井川であった。主な河川には、長瀬川・恩智川・玉串川・第二寝屋
川などがある。
日本有数の中小企業の密集地であり、高い技術を持った零細工場が多数集まっている。東

平成 14

2002

大阪宇宙開発協同組合（現・宇宙開発協同組合 SOHLA）を設立し人工衛星の開発を進め
るなど、技術力は高く、世界シェアを占める企業も多い（近畿大学には研究用の小規模なが
ら原子炉まで）。

平成 15

2003

5 月、新庁舎建設に伴う機能併合まで３庁舎ともに使用し、市役所が現在地に移転する。

平成 17

2005

4 月、大阪府下では、堺市（現在は政令指定都市）、高槻市に次ぐ中核市に移行する。

瓢簞山稲荷神社の神木

瓢簞山稲荷神社の調査団
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