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Random Walks （乱歩） 

「偏屈老人の気侭な紀行文」のサイトです。 

 
第２回 上町台地（その２：寺町と四天王寺）  

筆者：林 久治 （記載：2016 年４月７日） 

（１）前書き 

最近、私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久

治）の気侭な紀行文のサイトを始めました。私の紀行文では、通常の紀行文にはな

い、斜め目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関し

ては、既に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークな

ご紹介を記載することに心掛ける所存です。 

私は角茂谷繁先生が書かれた名著「不思議な枕」を愛読している。特に、この小

説の第３部：神々のてんご/lの舞台となっている、古代大阪の地形に大変興味を持っ

ている。古代大阪の地形は、１）のサイト/5に詳しく解説されている。また、２）

のサイト/lには上町台地にある史跡が記載されている。その図を、次ページの図１左

に示す。私は本年の３月 28-29 日に大阪市の上町台地にある難波宮跡、高津宮、生

國魂神社、寺町、四天王寺を訪れた。なお、大阪城は余にも有名なので、本稿では

取り上げない。表１に、上町台地にある主な史跡の由来を示す。 
 

表１．上町台地にある主な史跡の由来（３）のサイト/mから引用） 

史跡名 創建年代 創建者 祭神など 

生國魂神社 伝・神武天皇年間

（BC771-BC585） 

伝・神武天皇 生島大神、足島大

神、大物主大神 

高津宮 伝・仁徳天皇年間 

（313-399） 

伝・仁徳天皇の宮 仁徳天皇を祭る 

四天王寺 593 年 聖徳太子 日本最古の官寺 

難波宮 645 年 孝徳天皇 大化改新後に遷都 

上町台地の寺町 1583 年から 豊臣秀吉 大阪城の南方防御 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF3.html
http://blog.goo.ne.jp/biragoyan/e/1fe76b39eb83b6426a652aa5a486aef5
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-413.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-413.html
http://homepage2.nifty.com/bu-ra-ri/uematidaiti.htm
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（２）生國魂神社から寺町を通って四天王寺まで（2016 年３月 28 日） 
 前回/fは、生國魂神社の紀行文を記載した。今回は生國魂神社から寺町を通って四

天王寺までの紀行文を記載する。その道順を図１右に示す（図１右の⑦→⑧→⑨）。

このコースを紹介するサイトとしては、４）のサイト/3が優れている。特にこのサ

イトでは、源聖寺坂、口縄坂、愛染坂、大江神社石段、清水坂、天神坂およびそれ

らの案内板の写真が収録されている。従って、本稿ではそれらを掲載しない。 
 

 

⑧夕陽ケ丘の寺町 

図１．左：上町台地にある主な史跡（２）

のサイト/lから引用）。右：⑦生國魂神社、

⑧夕陽ケ丘、および⑨四天王寺の周辺地

図。なお、図１左と図１右では、いずれ

も、東西南北の方向がそれぞれ右左下上の

方向である。本図は３）のサイト/mから借

用したが、このサイトには代表的な坂（天

王寺七坂(1)-(7)）の説明が記載されてい

る。本図の赤い矢印は、「歴史の散歩道」

と呼ばれる閑静な道路である。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://4travel.jp/travelogue/10263223
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-413.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-413.html
http://homepage2.nifty.com/bu-ra-ri/uematidaiti.htm
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 私が上町散策の準備をした時に、生國魂神社から四天王寺までの地図上に沢山の

寺院があることに驚き、次のような疑問を持った。「なぜこんなに寺院が密集して

いるのだろうか？」「こんなに密集していては、各寺院はどのようにして収入を図

っているのか？」帰宅してネットで調べると、５）のサイト/0 に優れた解説があ

ったので、図２の説明文にその一部を転記する。 

本年の３月 28 日に、私が初めて「歴史の散歩道」（図１右の赤い矢印の道）に立

った時、奇妙な感動をおぼえた。この道の南方を見ると、次ページの図３左の写真

のように、厳かな寺町が続いている。一方、この道の北方を見ると、図３右の写真

のように、ラブ・ホテルが林立している。私はこのようなアンバランスが大変面白

かった。 
 

 
 

図２．下寺町界隈の主な寺院の位置 
５）のサイト/0 から引用：下寺町

を含む南北 1400 メートル、東西 400

メートルのエリアに約 80 のお寺さ

んが集中しています。「大阪城を築

く際、大阪各地の寺をここに移転さ

せて防壁代わりにした、との説があ

ります」。寺の堂宇のような高い天

井が弓の取り回しに欠かせなかった

といい、江戸時代になっても寺の移

転と集積は続いた。「一帯が古来、

聖地だったことも背景にあるようで

す」と話すのは下寺町の古刹、大蓮

寺の秋田光彦住職。周辺には四天王

寺のほか浄土宗開祖の法然が住んだ

一心寺など要地が多い。寺院を説得

して移転させるのに、うってつけの

場所だったわけだ。一帯はかつて近

くまで海が迫り、台地状の地形と相

まって夕日の名所だった。浄土信仰

が広がった平安末期以降、夕日を眺

めて西方浄土を思い描く修行「日想

観」が広まり、大阪湾や六甲の山並

みに沈む夕日を求め多くの人が集ま

ったという。 

http://style.nikkei.com/article/DGXBZO40977270R00C12A5AA2P00
http://style.nikkei.com/article/DGXBZO40977270R00C12A5AA2P00
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この一帯に寺院が多いのは、５）のサイト/0の解説（図２の説明文）の通りであ

ろう。ラブ・ホテルが多い理由は、多分、前回/fに書いたように「生國魂神社の参道

が上方文化芸能の発祥地である」からではなかろうか。また、この地域一帯が「夕

陽ケ丘」と呼ばれている理由は、５）のサイト/0の解説の通りであろう。なお、こ

の一帯の寺院では、境内の半分以上にお墓が密集していた。私は「これらの寺院の

収入源は、墓の販売や法事の費用であろう」と理解できた。私は「それにしても、

このような大阪の一等地を広大な墓地が占めることは、大変もったいない。当地に

大きな大仏でも建立して、そこに総ての墓を収容すればよい」と思った。 
 当日は穏やかな晴天で（午後は雷雨になったが）、私は「歴史の散歩道」の散策

を楽しんだ。色々な寺院にお邪魔して境内を見物し、天王寺七坂の様子を観察した。

青蓮寺では、図４左のような教訓（生きていることの不思議。生かされていること

の有り難さ。）が掲示されていた。浅学の私には「お釈迦様がこのような教えを説

かれた」か否かは定かではない。しかし、私は「この言葉は、仏教の教えを現代的

に表現したものである」と思う。 
 

  

図３．生國魂神社から南に延びる「歴史の散歩道」（図１右の赤い矢印の道）。 

左：散歩道の南方は厳かな寺町の風景。右：散歩道の北方はラブ・ホテル街の風景。 
 

  
図４．左：青蓮寺に掲示された教訓。右：ラブ・ホテルの料金表 

http://style.nikkei.com/article/DGXBZO40977270R00C12A5AA2P00
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://style.nikkei.com/article/DGXBZO40977270R00C12A5AA2P00
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 私は「現在の人類はこのような気持ちを持って人生を送るべきである」と青蓮寺

さんに賛同する。私は「地上の総ての生き物は、宇宙の原理とご先祖様の恩恵で、

この世に生命を与えられている。私達はこのように生きていることの不思議を自覚

し、生かされていることを感謝すべきである」と主張してきた。キリスト教会は

人々に「悔い改めよ」と宣教するが、私は「私達は宇宙から天寵を付与されてこの

世に生まれて来ているので、何ら悔いることはない」と考えている。 
 銀山寺では図５のように、サクラ、ハナモモ、およびユキヤナギが満開であった。

（後日ネットで調べると、当寺は桜の名所であった。ラッキー！）一方、ラブ・ホ

テルでは図４右のような広告が刺激的であった。私は幸か不幸か、74 年余りの人生

で一度もラブ・ホテルを利用したことがない。私は「死ぬまでにもう一度、若い女

性に接してみたい」との願望がある。しかし、この願望は諸般の事情により、叶え

られそうにない。私は家内以外の女性を知らない。私は「46 年前に、当時 23 才で

あった家内と結婚できたことを、宇宙とご先祖様に感謝し、それ以上の欲望を持た

ない方がよい」と納得すべきであろうか？ 
 

 
図５．銀山寺では、サクラ、ハナモモ、およびユキヤナギが満開であった。 
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（３）四天王寺（参詣：2016 年３月 28 日） 
 四天王寺付近の地図を図６に示す。参詣は、「四天王寺前駅」（1997 年に「四天

王寺前夕陽ヶ丘駅」と改称されている）の５番出口から参道（赤い点線）を通って

行くのが便利である。私は前ページに記載したような妄想を抱きながら四天王寺に

参拝した。仏様は私を窘められたのだろうか、五重塔は工事中でテントに覆われて

いて、私は四天王寺の景観を満喫することが出来なかった。従って、本稿では私が

撮影した中心伽藍の写真を掲載しない。四天王寺の歴史や景観は、６）のサイト/lを
ご覧下さい。 

 
図６．四天王寺付近の地図。本図では、左方向が北である。なお、本図の「四天王

寺前駅」は、1997 年に「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」と改称されている。①はフレンチ

レストラン「オー ソレイユ クーシャン」、②はイタリアンレストラン「ブカテ

ィーニ」。 
 
「四天王」とは、仏教における持国天、増長天、広目天、多聞天のことを言う。

それぞれ東、南、西、北の方位を守護しているとされる。６）のサイト/lによれば、
四天王寺は下の年表の通り、度重なる兵火、災害を受けながらも、その都度再興さ
れ現在に至っている。 
593 年 聖徳太子が四天王寺の建設を開始 

607 年頃 四天王寺が完成 

その後、度重なる兵火、災害を受けながらも、その都度再興 

1801 年 落雷により焼失 

1812 年 大坂白銀町淡路屋太郎兵衛が再建  

① 
② 

http://www9.plala.or.jp/kinomuku/shitennoji.html
http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%9B%AE
http://www9.plala.or.jp/kinomuku/shitennoji.html
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1934 年 室戸台風により主要伽藍倒壊  

1940 年 再建  

1945 年３月 米軍の空襲により焼失  

1963 年 中心伽藍（五重塔、金堂、講堂、仁王門）を再建し現在に至る  

 「聖徳太子は架空の人物である」との説がある。この説は「太子の業績とされる

ものは、実は蘇我馬子の業績であった。しかし、大化の改新の後、日本書記や古事

記を編集する時に蘇我馬子を悪人にするために、聖徳太子なる人物を捏造した」と

主張する。私は「この説は面白い」と思っている。 
 今回、私は生國魂神社から四天王寺まで歩いて来たので、四天王寺には裏口から

入って、西大門を最後に訪問した。６）のサイト/lには次のような説明がある。 
四天王寺が建立されたこの地は古代から夕日が美しいところで知られていた。こ

の立地が平安時代後期から隆盛になる浄土教の「沈む夕日を眺めながら念仏すると

極楽浄土へいける」という西方極楽浄土信仰と重なり、四天王寺の西門は「日想

観」の聖地となった。これ以降、四天王寺の西門は特別な意味を持つこととなる。

即ち石鳥居は、極楽浄土と現世との結界であり、その手前にある西大門は極楽浄土

の入り口である「極楽浄土東門」へ通じる門ということで「極楽門」と呼ばれ四天

王寺の中で最も大きく荘厳なものとなっていく。 

 
図７．石鳥居と西大門（極楽門とも呼ばれる）。石鳥居は 1294 年に建立されたと言

われている四天王寺で最古の建築物で（日本で３番目に古い鳥居である）、重要文

化財に指定されている。 

 

http://www9.plala.or.jp/kinomuku/shitennoji.html
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また、石鳥居の説明板には次のように書かれていた。「春分・秋分の両彼岸の中

日の夕暮れ時には、太陽が丁度この鳥居の中心にかかり、ついに西の海に入るので、

弘法大師や法然上人など高僧がここで日想感を修したという。日本浄土思想の発祥

の地といわれており、西方浄土信仰のシンボルとして、遥か彼方の極楽浄土に思い

を馳せ、自らも往生すべく鳥居越しに沈む夕陽を拝むという信仰が今日まで続いて

いる。」 

 石鳥居を出ると、昼食の時間となった。四天王寺の参道にあるフレンチレストラ

ン「オー ソレイユ クーシャン」（図８左：水曜定休）が目に入ったので、そこ

で「平日限定 1300 円ランチ」を食べた。内容は、温かいポタージュスープ、鶏もも

肉のポレア、コーヒー又は紅茶、およびパンであった。シェフは若いお兄ちゃんで、

マダムは母親らしい上品な美女であった。味はよく量は適量で胃に優しい料理であ

った。 
地下鉄の駅の近くには、イタリアンレストラン「ブカティーニ」（図８の右：日

曜定休）もあった。ここの「日替わりランチ」は 870 円であった。次に、難波京跡

に行こうかと思ったが、急に雷雨となったので難波京跡は翌日にして帰宅した。 

  
図８．四天王寺の参道にあるお勧めレストラン。 左：フレンチレストラン「オー 

ソレイユ クーシャン」（図６の①）。右：イタリアンレストラン「ブカティー

ニ」（図６の②） 
 
（４）次の紀行文 
 私は 2016 年３月 28 日の午前中に、生國魂神社と四天王寺を参拝した。午後に難

波京跡に行こうと思っていたが、急な雷雨で予定を翌日に延期した。29 日には、難

波京跡に行った。28 日の散策で、高津宮が桜の名所であることを知ったので、そこ

にも行くことにした。次回は、難波京跡と高津宮をご紹介する予定ですので、ご期

待下さい。 
 
引用したサイト 
１）：梅田も難波も海の中 

http://www.geocities.jp/douzouz/kinki/oosaka/suita.html
http://blog.goo.ne.jp/biragoyan/e/1fe76b39eb83b6426a652aa5a486aef5
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２）：アースダイバー・上町台地 
３）：神代の昔から台地だった上町台地を歩く/m 
４）：上町台地の寺町界隈の散歩/3 
５）：なぜ大阪にはこんなに寺が多いのか/0 
６）：古寺巡訪：四天王寺/l 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-413.html
http://homepage2.nifty.com/bu-ra-ri/uematidaiti.htm
http://4travel.jp/travelogue/10263223
http://style.nikkei.com/article/DGXBZO40977270R00C12A5AA2P00
http://www9.plala.or.jp/kinomuku/shitennoji.html

