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第 40 回 湊川神社と梅川の像   筆者：林 久治（記載：2017 年６月 13 日） 

（１）前書き 
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ている。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。 
最近、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。32 回の記

事/fでは淀川神社の蕪村像を、33 回の記事/fでは保田神社の佐久三像を、34 回の記

事/fでは真光院の瀧藤尊教猊下像、36 回の記事/fでは東京理科大学・近代科学資料

館の大河内正敏博士と二村冨久氏の銅像を、37 回の記事/fでは私の元職場である和

光市の理研にある銅像（大河内博士像、古市公威先生像、および坂口博士胸像）を

紹介した。 

私は、５月 15 日から 31 日まで大阪に滞在していた。その間、21 日に阪神地域の

銅像を探索に行った。前回の記事/fでは、日本銅像探偵団の「銅像指名手配」の兵

庫県欄に手配されている「西宮神社の百太夫像」を紹介した。今回は、同じく兵庫

県欄に手配されている「神田友二郎・兵庫県神戸市 楠寺 瑠璃光苑」の探索結果

を紹介する。なお、資料の説明を緑文字で、林の意見や注釈を青文字で記載する。 

楠寺は正式には「医王山広厳宝勝禅寺」で、「広厳寺」とも呼ばれている。「摂

津名所図会」に収録されている広厳寺の周辺図を図１に示す。 

 

図１．「摂津名所図会」に収録されている「廣厳寺」の周辺：①廣厳寺、②楠碑、

③楠碑への参道入口。本図は、２）のサイト/lより借用。 

① 

② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-32.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-32.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-34.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-34.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-36.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-37.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-39.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://bittercup.web.fc2.com/08yatabe_ge/iouzan.html
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（２）広厳寺と楠木正成の墓 

「摂津名所図会」は、寛政 8年から 10 年（1796～98）に刊行された摂津国の観光

案内書である。「摂津名所図会」には当時の名所旧跡の絵図が多数掲載されている。

その原本は、３）のサイト/8で閲覧することができる。また、本書（C0028_11.pdf：

矢田部郡上の p.19）に基づいた広厳寺周辺の紹介が、２）のサイト/lに記載されて

いる。 

 ウィキペディアによれば、広厳寺の由緒は次の通りである。 
後醍醐天皇の勅願により元徳元年（1329 年）明極楚俊禅師の勧請開山として創建、医王

山広厳宝積禅寺の号を賜ったという。寺伝によれば当時は七堂伽藍完備して子坊 13、寺城

は 4000 平米におよんだという。建武 3 年（1336 年）5 月、楠木正成が当寺に参り、明極

禅師と問答して大いに悟って湊川の戦いに臨んだと「明極和尚行状録」に記されている。 

 延宝年間（1673-1680）に千巌宗般が荒廃していたこの寺を再興。千巌は「徳川光圀

（1628-1701）が楠木正成を崇拝し、楠公の建碑の志ある」を知り、請願して「嗚呼忠臣

楠子之墓」の石碑を完成させた。「摂津名所図会」には「楠公の一族十三人、士卒六十余

人、この寺に入りて、建武三年五月二十五日戦死す。禅師（明極）すなはち遺骸を路傍に

葬むる。今の墓碑の地なり。」とある。湊川神社が最終的には 1869 年（明治 2 年）に墓

所と殉節地の両所を必ず含めるものとして境内が確定されたため、光圀の石碑は湊川神社

創建当時から同神社境内にある。なお、戦災と震災で大きな被害を受けている。 

以上の由緒から、次の事柄が分かった。①広厳寺を楠寺と呼ぶのは本末転倒であ

る。湊川合戦で、楠木正成とその一党は広厳寺の境内で戦死し、広厳寺の住職が彼

らの遺骸を境内に葬ったのが真相である。②江戸時代初期に、光圀公（黄門様）が

荒廃していた広厳寺の再興に助力し、楠公の墓所に石碑を建立した。③その風景が、

寛政年間に出版された「摂津名所図会」に収録されている（図１を参照）。④明治

維新の後、楠公の殉職地と墓所を含む地域に、湊川神社が創建された。 

 

  
図２．湊川神社と広厳寺の周辺地図：①高速神戸駅、②湊川神社、および③広厳寺 

（本図は４）のサイト/より拝借。） 

② 

③ 

① 

http://libir.mukogawa-u.ac.jp/dspace/handle/10471/638
http://libir.mukogawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/10471/638/2/C0028_11.pdf
http://bittercup.web.fc2.com/08yatabe_ge/iouzan.html
http://www.minatogawajinja.or.jp/
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（３）湊川神社と大楠公墓所の参詣 

 私（林）は本年５月 21 日、西宮神社に参詣し、百太夫の胸像を撮影した。その後、

阪神西宮駅から阪神電車の特急で高速神戸駅に行った。高速神戸駅を「14 号出口」

から出ると、すぐ上が湊川神社の表門である（図３を参照）。湊川神社と広厳寺の

周辺地図を図１に示す。なお、湊川神社の案内や楠公の生涯などは、湊川神社のＨ

Ｐ（４）のサイト/）に詳しく紹介されている。 

 
図３．上：湊川神社の境内図（４）のサイト/より拝借）、下：湊川神社の表門 

http://www.minatogawajinja.or.jp/
http://www.minatogawajinja.or.jp/
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 また、ウィキペディアの「湊川神社の項」では、神社の建設前史、建設史、建設

後史、境内の案内や年中行事などが大変詳しく記載されている（特に、年表が優れ

ている）。従って、本稿ではそれらを一々紹介せず、必要に応じて引用する。さて、

湊川神社の建設、戦災、再建などの略年表を以下に示す。 
1869.6.17：水戸藩の上申を却下して、政府で楠社を創建することが確定する。 

1872.5.34：湊川神社、創建。 

1945.3.17：空襲により社殿など焼失。御神体を楠本稲荷神社に遷座。 

1946.2.1：神社に関連する法令等、廃止。全ての神社は宗教法人となる。 

1952.10.24-25：社殿再建。正遷宮。 

 従って、現在の湊川神社は戦後の再建で、文化財としての価値はない。本稿では、

湊川神社の本殿の写真を図４に示し、楠公墓所の紹介に重点を置きたい。 

 
図４．湊川神社の本殿 
 

 図３上で示すように、楠公墓所は湊川神社の表門を入って、すぐ右側にある。広

厳寺の由緒で記載したように、楠公の墓は公の戦死直後に広厳寺住職により造られ

た。その後、広厳寺と楠公墓所は荒廃したが、勤皇思想の篤い黄門様が広厳寺と楠

公墓所を再建し、墓の上に碑石を立てた。楠公墓所の略年表を以下に示す。 
1336.5.25：楠木正成、広厳寺境内にて自害。 

1685：水戸藩士・佐々宗淳（「助さん」こと「さっさ・むねきよ」：1640-1698）、摂津

坂本村の広厳寺を訪れ、千巖と会う（建碑の請願を受ける？）。 

1691：水戸藩主・徳川光圀、摂津坂本村の墓所に碑石を立てることを決める。 

1692.6.2：徳川光圀の命を受け、佐々宗淳が広厳寺を訪れ、建碑作業を始める。 

1692.10.9：楠木正成墓碑の建立が完了する。 

1692.11.22：墓碑に朱舜水（1600-1682）の碑文を刻む（湊川の楠木正成墓碑の完成）。 
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1695.11.25：水戸藩により、広厳寺の堂宇と墓碑の覆堂を造営。 

1751：楠伝四郎（正成公の子孫）、墓所の参道（図１の③）を造営。 

1955.7.11：水戸光圀像、建立。 

 図５上で示すように、楠木正成公の墓は亀の上に墓碑が建っている。墓の上に覆

堂がある。墓と覆堂は、戦後の再建のようだ。図５下左で示すように、墓の前には

遥拝殿と史跡の石碑がある。また、図５下右で示すような案内板があるが、かなり

傷んでいた。墓所の中には入れないので、墓碑の撮影は出来なかった。その代わり、

墓碑の拓本を次ページの図６に示す。墓碑の表は黄門様の直筆である。裏面は朱舜

水の文である。６）のサイト/Rに、碑文の読み方と意味が記載されている。なお、

墓所の紹介と写真としては、７）のサイト/lが優れている。 

 
 

  
図５．上：楠木正成公の墓と墓碑、下左：史跡の石碑、下右：墓碑の案内板。 

https://blogs.yahoo.co.jp/kondou141124/31838875.html?__ysp=5aSn5qWg5YWs5aKT56KR
http://reki4.com/00137.html
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図７．左：徳川光圀公の銅像、右：銅像と頌徳碑の説明板 

正成公の墓前には、墓の整備に貢献した黄門様の銅像がある。本像は日本銅像探

偵団のサイトに収録されている。銅像の原型は、平櫛田中の作で、その頌徳碑は、

徳富蘇峰の文によるものである。頌徳碑は文字が多く、風化して読み難いので、今

回は撮影しなかった。また、墓前には地元の尼崎藩主・松平家代々当主が寄進した

石燈籠が沢山並んでいる。（1751 年（宝暦元年）：松平忠名、燈籠 1 対。1768 年（明和

5 年）：松平忠昆、燈籠 1 対。1809 年（文化 6 年）：松平忠宝、燈籠 1。1816 年（文化 13

図６． 

右：楠木正成公の墓碑の表

「嗚呼忠臣楠子之墓」、

左：墓碑の裏「朱舜水の

文」。 

墓碑の拓本は、５）のサイ

ト/lより借用。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://blog.livedoor.jp/kokoku2700/archives/47633636.html
http://blog.livedoor.jp/kokoku2700/archives/47633636.html
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年）：松平忠誨、燈籠 1 対。1842 年（天保 13 年）：松平忠栄、燈籠 1 対。1864 年（元治

元年）：松平忠興、燈籠 1 対。）図８には、松平忠榮公（1805-1869）が寄進した燈籠

を示す。 

 

 
 

 
図８．上：松平忠榮公が寄進した燈籠、下：燈籠台座に忠榮公の名前が刻まれてい

る。 
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（４）大倉山と広厳寺の探索 

私（林）は、湊川神社と大楠公墓所とを参詣した後、地下鉄・大倉山駅を通過し

て広厳寺に歩いて行った（図２を参照）。大倉山駅付近は公園になっており、各種

の文化施設や銅像や記念碑などが沢山展示されていた。しかし、銅像の殆どは芸術

的作品で（例えば、裸婦像）、特定の人物を顕彰していないので、日本銅像探偵団

の収録対象にはならない。例外として、孫文の銅像があったので、図９左に示す。

この像は、日本銅像探偵団の収録されている。 

私はやっと、広厳寺に到着した。しかし、由緒のある当寺は現代風のお墓のアパ

ート「瑠璃光苑」に変身していた。その広告を図９右に示す。私は当苑に無断で入

苑して、苑内を探索したが、お墓ばかりで銅像はなかった。その内、当苑の職員に

見とがめられてしまった。 

職員「何か、ご用意ですか？」 

私「私は東京から銅像探索に来ました。ここに、神田友二郎の銅像はあります

か？」 

職員「さあ、事務所で聞いて来ます。」 

暫くして、この方が現れて「ここには銅像はありません」と教えて下さった「神

田友二郎」とネットで検索しても、銅像になりそうな人物は現れない。日本銅像探

偵団の「銅像指名手配」には、不正確な情報も入っているようだ。さて、日本銅像

探偵団の「日本の銅像ギャラリー」にも「銅像指名手配」にも掲載されていない

「梅川の像」が、ここから近い JR 尼崎駅北口にあるとのネット記事が沢山あるので、

私は次に JR 尼崎駅に行くことにした。 

  

図９．左：神戸市大倉山にある「孫文」の胸像、右：「瑠璃光苑」の広告。 

 

（５）梅川の像 

 地下鉄・大倉山駅から三宮駅まで行き、JR 神戸線の快速に乗ると、短時間で尼崎

駅に到着した。ウィキペディア「JR 尼崎駅」には、2009 年に開業した駅北側の「あ

まがさきキューズモール」と駅を結ぶ「ペデストリアンデッキ」の写真が掲載され

ている。その写真の中央に「梅川の像」が写っている。この銅像は近畿地方では有

名で、多数のネット記事に収録されている。しかし、不思議にも、この銅像は、日

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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本銅像探偵団の「日本の銅像ギャラリー」にも「銅像指名手配」にも掲載されてい

ない。JR 尼崎駅北口にある、「梅川の像」の写真を図 10 に示す。 

 
 

 

  

図 10. 上：JR 尼崎駅北口にある「梅川

の像」の全景、下左：梅川の像、下右：

台座の銘文。 
「梅川の像」の銘文は次の通りである。 

当駅より北約 2ｋｍに位置する広清寺に眠

る江戸時代の劇作家・近松門左衛門の代表

作品の一つで、今も人の心をとらえてはな

さない名作「冥途の飛脚」のヒロイン「梅

川」を、文楽人形のイメージで製作したも

のです。製作にあたっては、文楽人形遣い

で重要無形文化財保持者（人間国宝）の吉

田文雀さんのご指導をいただきました。 

平成 11 年 11 月 11 日 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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 「梅川の像」の解説は、８）のサイト/8が優れている。本サイトには次のように

書かれている。 
① 像のもとになっているお話はどんなお話？ 

梅川が登場するのは、近松門左衛門の「冥途の飛脚」（めいどのひきゃく）という文楽作

品です。宝永 6 年（1709 年）末に実際に起こった、飛脚屋の横領事件が下敷きになってい

るそうですよ。文楽では、飛脚屋「亀屋」の養子・忠兵衛が、新町の遊女梅川に通い詰め

たあげく、「男の一分」という友達と世間に対する見栄のために、店で扱っていた公金を

横領してしまうのが事の発端。残ったお金で梅川の身受けまでしてしまいます。公金の封

を切るということは死罪を意味するのですが、二人は生きられるだけは共に生きようと夫

婦になって忠兵衛のふるさとの大和の国へ逃れていきます。終盤には偶然出会う忠兵衛の

父親と梅川の交流が描かれ、さらに逃げるよう助言を受けるのですが、最後には捕縛され

てしまう悲劇のお話です。近松の描く文楽の世界は、誠意を尽くしながらも大きな運命の

流れに逆らえない男女が見せる、最後のきらめきが描かれています。 

② どうしてまた JR 尼崎駅前に梅川像があるの？ 

近松門左衛門は後年、尼崎の久々知（くくち）にある広済寺（こうさいじ）で執筆活動を

していました。そして、広済寺にお墓もあることから、市制 70 周年を迎えた 1986 年を機

に「近松のまち、あまがさき」という文化振興のシンボルとなったことがきっかけです。

現在の景色からは想像できないかもしれませんが、JR 尼崎駅の北側はちょっと辺鄙な所で

した。というのも、駅の南側は戦前から戦後にかけて区画整理もあり、バスやタクシーの

発着場所も整備されていたのですが、駅の北側は基盤整備のないまま工場や住宅が建てら

れていたからです。このままだと防災面や環境面にも問題があるということで、平成 2 年

ごろから市街地再開発事業が始まって、平成 11 年にアミング潮江を中心とする事業すべ

てが完成しました。このとき再開発事業の完成を記念して、尼崎市内のライオンズクラブ

から市に寄贈されたのが彫刻家の日高頼子さん制作の梅川像です。「恋しい忠兵衛を待っ

ている姿」ということなので、待ち合わせスポットを意識していると思われます。 

 なお、「冥途の飛脚」は文楽のみならず、歌舞伎、映画、歌謡曲、宝塚、ドサ廻

の演劇など、日本の大衆演劇では最も親しまれた演題の一つであった。（現在は、

忘れ去られようとしている。）文楽「冥途の飛脚」の動画は、９）のサイト/Qで視

聴できます。 
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５）のサイト：http://blog.livedoor.jp/kokoku2700/archives/47633636.html 

６）のサイト：
https://blogs.yahoo.co.jp/kondou141124/31838875.html?__ysp=5aSn5qWg5YWs5aKT56KR 

７）のサイト：http://reki4.com/00137.html 

８）のサイト：http://hibisaisai.com/jr-ama/?p=458 

９）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=OoinxSAoxGQ 
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