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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３回 上町台地（その３：難波宮跡→空堀商店街→高津宮）  

筆者：林 久治 （記載：2016 年４月 10 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。大阪の縄文時代晩期～弥生時代前半（約 3000 年～2000 年前）の地形は、

１）のサイト/lに詳しく解説されている。その図を、図１に転載する。 

 

図１．大阪の縄文時代晩期～弥生時代前半（約 3000 年～2000 年前）の地形。

（１）のサイト/lから引用） 
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大阪湾 

淀川河口 
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上町台地 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF3.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html
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 図１から次のような興味深い事が分かる。 

① 古代（約 3000 年～2000 年前）の大阪湾は（現在とは違って）、海が陸地に奥深

く入り込んでいた。海は河内地方まで入り込んで、そこは河内湾であった。 

② 現在の大阪市で、古代の陸地は「上町台地」のみで、そこは大阪湾に半島状に突

き出ていた。 
③ 古代には、淀川や大和川の河口は河内湾にあった。 

④ 河内湾は、淀川と大和川から流入する土砂でだんだんと陸地化して行った。特に、

大和川河口は水捌けが悪く洪水に悩まされていたので、1704 年に大和川の付け

替え工事が行われ、住吉大社の南で堺に向けて西流するようになった。 

⑤ 上町台地には古墳時代や飛鳥時代の史跡（難波宮、四天王寺、住吉大社など）が

集中している。後年、大阪城は堅固な上町台地に建設された。 

⑥ 現在、上町台地の標高は 20-30ｍである。一方、古代に海であった梅田、難波、

布施などの標高は１-２ｍしかない。近い将来、南海大地震が発生し、５ｍ級の

大津波が大阪湾に襲来すれば、図１で青く描かれた地域は津波による大災害が発

生する危険性がある。 

私は本年の３月、吹田市にある息子の自宅に滞在し、28-29 日に上町台地にある

難波宮跡、高津宮、生國魂神社、寺町、四天王寺などを散策した。なお、大阪城は

余にも有名なので、この度は行かなかった。第１回/fの紀行文では生國魂神社を紹

介し、第２回/fの紀行文では寺町と四天王寺を紹介した。今回は、難波宮跡→空堀

商店街→高津宮の紀行文を掲載する。今回の散策の道順を、図２に示す。 

 

図２．今回の散

策の道順 
① 難波宮跡 

↓ 

②③空堀商店街 

（青線の通り） 

↓ 

④高津宮 

① 

② 
③ 

上
町
筋 

谷
町
筋 

④ 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
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（２）難波宮跡（散策：2016 年３月 29 日） 

 難波宮跡の解説や写真は２）のサイト/lが優れている。645 年に大化の改新を始

めた孝徳天皇と中大兄皇子は、難波長柄豊崎宮に遷都した。難波宮は 645 年-686 年

の間、大和朝廷の首都であった。大阪市大の山根徳太郎教授（1889.1.12-

1973.7.28）を指導者とする難波宮址顕彰会は、難波宮跡の発掘を行い、1958 年に

は 686 年の火災跡を発見し、1961 年には聖武天皇の大極殿跡を発見した。難波宮跡

からの出土品は、宮跡に近接する大阪歴史博物館に展示されている。 

 私（林）は 2016 年３月 29 日の朝に、難波宮跡を散策した。そこは公園になって

おり、大極殿の基壇が再現されていた。図３には、大極殿の基壇と遠方に見える大

阪城の写真を示す。難波宮跡には桜はなく、大きな藤棚が一つだけあった。 

  

図３．左：大極殿の基壇（遠方に大阪城が見える：赤い矢印の先）。 右：左の場

所から拡大撮影をすると、大阪城がきれいに撮れた。 
 
（３）空堀商店街（散策：2016 年３月 29 日） 

  

図４．左：上町筋から空堀商店街への入口（図２の②） 右：谷町筋から空堀商店

街への入口（図２の③） 

↓ 

http://www.geocities.jp/general_sasaki/naniwanomiya-ni.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A0%B9%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E9%83%8E
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 ３月 29 日の散策の前日、道順を地図で調べていると、難波宮跡から高津宮に行く

途中に、「空堀商店街」という名称の長い商店街があることを見つけた。何かいわ

くがありそうな予感がしたので、この商店街を散策することにした。空堀商店街の

紹介は３）のサイト/5が優れているので、ここの詳細はこのサイトを参照して下さ

い。（また、４）の公式サイト/には、歴史や名店の紹介がある。）図４に、上町筋

から及び谷町筋から空堀商店街への入口を示す。後者が前者より立派である。 

４）の公式サイト/は「空堀商店街」の歴史と魅力を次のように説明している。 

空堀という地名の由来は豊臣秀吉が大阪城を築城した頃にまでさかのぼります。
大阪は歴史のある町ですが、ここ空堀はその中でもとりわけ歴史の深い地区です。
大阪には他にも歴史のある地区は数多くありますが、そのほとんどが第二次大戦の
空襲によって焼失してしまいました。 
しかし、空堀はこの戦災を免れており、歴史的価値の高い建物や町の風景などが

現在でも多く残されています。地理的にも大阪市中央区という大阪の都心部にあり、
古くから大阪の中心地として栄えてきており、現在でも様々な開発が進められてい
ます。都市化や近代化によって空堀も町の風景が大きく変わりつつありますが、そ
の一方で古い町並みや建造物を残して、それを活かそうという動きもあります。 

  
図５．熊野街道  左：５）のサイト/m に記載された熊野街道（赤線）①京阪天満

橋駅、②熊野街道の起点（天満八軒家船着場）、③2.1ｋｍの道標。筆者（林）が歩

いた空堀商店街（青線）。④は本日の終点の高津宮。 
右：空堀商店街にあった熊野街道の道標（大坂天満八軒家から 2.1ｋｍ） 

① 
② 

③ 

④ 

http://find-travel.jp/article/19255
http://www.karahori-walker.com/
http://www.karahori-walker.com/
http://www.geocities.jp/yskage/kumano/090923/kumano1.htm


 5 

私が空堀商店街に行った時はまだ午前 10 時頃であったので、多くの商店は未だ開

店しておらず、人通りも少なかった。しかし、この一帯には戦災を免れた古い建物

が少なからず残っていた。また、商店街の横道には坂道や路地が沢山あり、レトロ

な雰囲気が漂っていた。 

５）のサイト/m は、大阪の熊野街道を紹介している。このサイトの著者は図６左

の赤線で示すルートを歩いて、熊野街道の道標を辿っている。このサイトによれば、

熊野街道の起点は京阪天満橋駅（図５左の①）の近くにある船着き場（八軒家：図

６左の②）である。そこから、熊野街道は上町台地を通って南下している。私

（林）は空堀商店街を散策し（ルートは図５左の青線）、図５左の③の地点で、熊

野街道の道標（図５の右：大坂天満八軒家から 2.1ｋｍ）を発見した。 

 
図６．空堀商店街で見かけた戦前の家屋。壁に「醫學 川村六郎」と記載されてい

る。元来は、「醫學博士 川村六郎」であった処、「博士」の部分が剥げ落ちたの

ではなかろうか。 
 
 熊野街道の道標（大坂天満八軒家から 2.1ｋｍ）の近くに、図６のような古い二

階建ての家屋があった。壁に「醫學 川村六郎」と記載されており、戦前の家屋が

焼け残っていると思われる。醫院だったのであろうか？それとも川村さんは醫學者

だったのであろうか？ネットで調べてみると次の記事があった。 

①川村六郎氏は、細菌學雜誌、Vol. 1902 (1902) No. 84 P 679-681 に、「破傷風

菌ノ培養法ニ就テ」と言う題名で論文を書いている。 

②川村六郎氏は、細菌學雜誌、Vol. 1903 (1903) No. 89 P 231-241 に、「非能働

性健康血清ノ抗血球溶解作用ニ就テ」と言う題名で論文を書いている。本論文で、

川村氏は恩師の北里博士と（1853-1931）北島部長（北島多一博士：1870-1956）に

謝辞を書いている。 

http://www.geocities.jp/yskage/kumano/090923/kumano1.htm
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=jsb1895&noVol=1902&noIssue=
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=jsb1895&noVol=1902&noIssue=84
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=jsb1895&noVol=1903&noIssue=
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=jsb1895&noVol=1903&noIssue=89
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③川村六郎氏は、1923 年 11 月２日に、慶応大学から「結核菌のホモゲネクルツー

ル新法及び之によりて得たる結核菌の研究」で医学博士の学位を取得している。 

④川村博士は、更新出版社より「通俗肺病の合理的療法 」と言う本を 1926 年に出

版している。 

⑤川村博士は、療養生活、第１５巻３号，１９３０年，７-８頁に「婦人の結核と

性」と言う題名の記事を書いている。 

 上記の記事から、川村博士は北里博士から細菌学を学び、後に当時は国民病であ

った結核の研究や治療をされたようだ。残念ながら、川村博士の勤務先は不明であ

る。 

 
（４）高津宮（参詣：2016 年３月 29 日） 
 私（林）は前日（３月 28 日）も上町台地を散策したが、その時に「高津宮」と言

う神社があり、そこは桜の名所であることを知った。当日（３月 29 日）は、大阪地

方の桜は未だ満開ではないとの情報があったが、ともかく高津宮に行くことにした。

空堀商店街から高津宮への道順は、図２と図５に示す。高津宮の境内の案内図を

６）のサイト/から拝借して、次ページの図７に示す。 

 難波・高津宮の公式ＨＰ（６）のサイト/）には、当宮の由来が次のように記載さ

れている。 

当宮は浪速の地を皇都（高津宮）と定められ大阪隆昌の基を築かれた仁徳天皇を

王神と仰ぐ神社であります。仁徳天皇が高殿に昇られて人家の炊煙の乏しいのを見

られて人民の窮乏を察し直ちに諸税を止めて庶民を救済されました御仁政はあまね

く国民の敬慕する処であります。その御仁政を慕い平安期の初期清和天皇の貞観八

年（866 年）勅命（天皇の命令）によって旧都の遺跡を探索して社地を定め社殿を

築いてお祭りしたのを創始といたします。 昭和二十年三月の第二次大戦の戦火を

浴び神輿庫を一つ残して社殿ことごとく焼失しました。しかし戦後氏子を始め崇敬

の厚い奉賛により昭和三十六年十月社殿以下ことごとく復興完成を見ました。  

仁徳天皇の在位について、実態は明らかでない。「日本書紀」に記述される在位

を機械的に西暦に置き換えた年代では、在位は 313-399 年となる。（古事記では、

在位は 394-427 年となる。）なお、仁徳天皇を「宋書」倭国伝に記される「倭の五

王」中の讃（宋に朝献：413 年、421 年、425 年）または珍（宋に朝献：438 年）に

比定する説があるが、確定していない。 

私（林）は次のような見解を持っている。 

いわゆる「倭の五王」は、シナの南朝に朝献した「九州王朝・倭国」の王達であ

って、「大和朝廷」の王達ではない。従って、倭の五王を仁徳天皇などの「大和朝

廷の天皇」に比定することはナンセンスである。日本書紀や古事記に記載されてい

る神武天皇から天智天皇までの歴史の多くは、「九州王朝・倭国」の王達の歴史を

盗用したものであろう。しかし、「仁徳天皇陵」と呼ばれている巨大古墳が堺市に

存在するので、当時の難波地方に未知の大きな王権が存在したことも事実であろう。

http://www.kouzu.or.jp/
http://www.kouzu.or.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8B%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E3%81%AE%E4%BA%94%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AD%E3%81%AE%E4%BA%94%E7%8E%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8B_%28%E5%8D%97%E6%9C%9D%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8B_%28%E5%8D%97%E6%9C%9D%29
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これらの古代史の秘密を解明するためには、「天皇陵」と呼ばれている多数の古墳

を発掘することが望まれる。 

 
図７．高津宮の境内の案内図。（６）のサイト/から拝借） 
 
高津宮に到着すると、当宮への入口には随所に高い石段があった。これより、当

宮は古代の海と上町台地との境界にあった崖の縁に建てられたことが分かった。そ

の写真を次ページの図８に示す。（残念ながら、表参道の石段の写真を撮り忘れ

た。） 

② 

① 
③ 

http://www.kouzu.or.jp/
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 私が参詣した３月 29 日は、矢張り予報通りに、桜は２－３分咲きであった。しか

し、当地は桜の名所であるので、ボンボリ飾りが張り巡らされており、屋台も沢山

出ていた。また、本殿の横にある高倉稲荷神社の傍に長い石段があり、石段の下に

は「谷末社」（図７の③）があった。図９の写真のように、この石段は長く、上町

台地の高さが実感できた。 

  
図８．左：高津宮への入口にある西坂（図８の①）。右：高津宮への入口にある相

合坂（図８の②）。 

 

 

（５）次の紀行文 
 今回の上町散策では（2016 年３月 28-29 日）、大阪の桜は未だ２－３分咲きであ

った。例外的に、寺町の銀山寺の桜は満開であった。（第２回/fの紀行文）一方、

京都の桜は満開直前であった。そこで、３月 31 日に私は老妻と共に、吹田市の息子

の自宅から京都に行き、醍醐の桜と祇園白川の桜を見物した。次回は京都の桜をご

紹介する予定ですので、ご期待下さい。 
 
引用したサイト 

図９. 高津宮の本殿から「谷末社」

（（図７の③））に降りる石段。この写

真にある鳥居の奥に、「谷末社」があ

る。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/kinki/oosaka/suita.html
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１）： 古代大阪の地形/l 

２）： 難波宮跡/l 

３）：街並みがレトロで懐かしい大阪・空堀商店街/5  
４）：空堀商店街の公式サイト URL： http://www.karahori-walker.com/ 

５）： 熊野古道を歩く/m 
６）： 浪速・高津宮公式サイト URL：http://www.kouzu.or.jp/ 

http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html
http://www.geocities.jp/general_sasaki/naniwanomiya-ni.html
http://find-travel.jp/article/19255
http://www.karahori-walker.com/
http://www.geocities.jp/yskage/kumano/090923/kumano1.htm
http://www.kouzu.or.jp/

