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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第 13 回 江口の里の変遷 

筆者：林 久治 （記載：2016 年６月 27 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は、最近、大阪湾の歴史を少々研究している。古代大阪湾の研究

で、私は「日下津」になぜか関心を持っています。そこで様々な歴史的な事件が起

きている。私は、第７回/fで「神武東征」と「四條畷の戦い」を、第８回/fで「三好

長慶」と「大和川の付替え工事」を、第９回/fで「野崎参り」と「片町線」の紹介を

した。本年の６月３日に、私は大阪市東淀川区にある「江口の君堂」を参詣し、第

12 回/fの紹介文を書いた。今回は、江口の里の変遷を紹介しよう。（なお、本稿で

は、他人さまの文章を緑文字で、林の意見や研究を青文字で記載する。） 
 

（２）古代の大阪湾と江口の里 
 次ページの図１上に、6〜7世紀頃の摂津・河内・和泉の景観を示す。この図は、

第９回/fの図２と同じである。この頃より以前には、大阪湾は現在の大阪平野の奥深

くにまで入り込み、河内湾と呼ばれる大きな湾があった。年月の経過にともない、

河内湾は淀川水系、大和川水系によって土砂が流れ込んできて次第に縮小してしま

い、6〜7世紀頃には図１のように河内湖になっていた。 
 河内湖は、草香江（くさかえ）とも呼ばれている。上町台地には「難波京」があ

った。少し山手には巨大な前方後円墳が多数あり、それらの一部は「応神陵」や

「仁徳陵」などと呼ばれている。これらの巨大古墳群は、この辺に強力な「酋長た

ち」が蟠踞していたことを示している。しかし、私は「応神天皇や仁徳天皇の実在

は不明なので、これらの古墳群を早期に調査・発掘する必要がある」との意見を持

っている。 
 第 12 回/fの紹介文で、私は「現在の大隅神社は古代の大隅島にあった」と書いた。

図１の「大隅」は陸続きとなっているが、その周辺は陸と川の区別がつかない葦原

であったので、「大隅島」と呼ばれていたのではなかろうか。平安時代の「江口の

里」も、この「大隅島」にあったはずである。図１下に、中世淀川河口の津を示す。 
 大阪の地域史研究者・三善貞司氏（1931-）は、大阪日日新聞の「なにわ人物伝」

で「江口の妙」（３）のサイト/l：2010 年 12 月 18 日、４）のサイト/l：2010 年 12

月 25 日）という題の記事の中で、「江口の里」について次のように書いている。 

 地名江口は「難波江口(なにわえのくち)」から出た名称で、淀川を往来する川舟から瀬

戸内海を航行する海船に乗り換える交通の要地であった。延暦４（７８５）年、淀川と安

威(あい)川の下流が江口で連結され、三国川（神崎川）が開かれると、干満(かんまん)の

差が激しく小島の多い大阪湾に出る本流より舟行は楽だとなって江口は繁栄し、飲食店や

旅宿も並ぶうち色町もできて、平安時代後期には脂粉嬌声(しふんきょうせい)の巷(ちま

た)となる。漢学者大江匡房(おおえのまさふさ)の『遊女記』に、江口には衣通姫(そとお

りひめ)（允恭天皇妃：古代最高の美女）に劣らぬ美貌と教養のある遊女が多かったとの

内容が、記されているほどだ。（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-12.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-12.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-12.pdf
http://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/naniwa/101218/20101218034.html
http://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/naniwa/101225/20101225035.html
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（現在の大和川） 

大和川河口 

淀川河口 

河内湖 

草香邑 

大隅島 

図１． 

上：6〜7 世紀ころの摂津・河

内・和泉の景観 

（１）のサイト/lより借用。） 
下：中世における淀川・河口の

津（２）のサイト/lより借用） 
なお、神崎と加島も江口と同様

な遊女の里であった。 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-857.html
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/02chuusei/chuusei1-1.html
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 三善氏は「江口の妙」で、当時の遊女について次のように書いている。 
当時の遊女には２通りある。一つは化粧を濃くし小舟に乗って今様（流行歌）を歌い、

旅船に招かれて酒宴や歌舞の相手をつとめ、時には色も売り、俗に舟饅頭(ふねまんじゅ

う)と呼ばれる。もう一つは貴顕の士や外国の使節たちの接待をする妓女(ぎじょ)だ。彼

女たちは相当の教養があり、礼儀作法は無論、詩歌管弦も十分に心得ている。大権力者藤

原道長の『御堂関白日記』に、江口で遊んだ道長は接待した小観音という遊女の境遇に同

情し、米百石を与えたと出る。また息子の頼通は遊女中君(なかのきみ)に首っ丈となり、

周りの諫言(かんげん)を聞かなかった話も知られる。 

平清盛の生母（異説あり）祗園女御(ぎおんにょご)は、清盛が栄達して窮屈な都暮らし

になったのを嫌い、江口に移って遊楼の主人に転じたと伝える。源平争乱期には没落した

貴族や平家の落ち武者たちの子女も江口に隠れ、遊女に交じって働いたようだ。 
 『大和物語』に「難波の太融寺に参詣した宇多天皇は 帰途鳥飼（大阪府摂津市）で江

口の遊女たちを集めて歌会を開かれた。玉渕という遊女が、『深みどりかひある春にあひ

ぬれば霞(かすみ)ならねど立ちのぼりけり』（天皇さまのお招きでまっかになり、とても

歌など詠めませぬの意）と詠んだから満座は感嘆し、二の句がつげなかった」との内容が

ある。 和歌ぐらい即座に詠める遊女は多かったのであろう。こうした状況から西行と歌

問答を交わした民家の女主人に尾ひれがついて、「遊女妙」になったと思われる。 

 三善氏は「西行と遊女妙の歌問答」について、次のように書いている。 
寂光寺（大阪市東淀川区南江口３丁目。通称江口の君堂）に残る遊女妙と歌僧西行法師

の歌問答伝承は、全国的にも知られる文学遺跡となり、今も訪れる人たちは多い。 

 仁安２（１１６７）年９月、当時 49 歳の西行は四天王寺参詣の途中、江口で激しい時

雨に遭い、とある民家の戸を叩(たた)いた。出てきた上品な女主人(あるじ)は墨染め姿の

西行を見て、こんな粗末な陋屋(ろうおく)では恐れ多いと思ったのか、「ほかをお探しく

ださいませ」と断る。 

 皮肉大好きの西行は「世の中をいとふまでこそかたからめかりの宿りを惜しむきみかな

（出家しなさいと頼むのならお断りなさるのももっともだが、雨宿りをいやがるとはあな

た、なかなかのけちんぼですね）」と詠む。 

 すかさず女主人が、「世をいとふ人とし聞けばかりの宿に心とむなと思ふばかりぞ（世

を捨てたお坊さまのくせに、いやに宿をご執着されますね。まだ悟りきっておられないの

でしょうか）」。 

 即座に返したので、当意即妙の機知に感心した西行は、何度も懇願して泊めてもらい、

夜を徹して人生や文芸について語り明かしたといわれる。 

 三善氏は「新古今和歌集、山家集、撰集抄」について、次のように書いている。 
２人の歌問答は『新古今和歌集』巻 10 に出ており、『山家(さんか)集』（西行の家

集）にも収録（ただし返歌の初五は『家いづる』）されているから、実話だと思われる。

また新古今和歌集には女主人の名が「遊女妙」とあり、『撰集抄(せんじゅうしょう)』

（西行の詠歌をもとに後人が加筆した仏教説話集。西行が没した１１９０年以降の成立）

にも、「江口遊女成尼(あまになる)事」と題して次のように物語化した記述がある（口語

要約）。 

 「江口に着いた西行は、繁華な往来を眺めながら物思いにふけっていると、はげしい時

雨に降り込められる。やむなくある小家に立ち寄り雨宿りを乞(こ)うが、主人の遊女に拒

まれる。歌問答をかわして許され一晩宿泊。彼女は 40 過ぎで顔も人柄も上品。西行は気

に入り再会をかたく約束して別れた。（何年か過ぎて）西行が手紙を出したところ返事が

きて、髪おろし衣の色は染めぬるになほつれなきは心なりけり と一首添えてあった。見
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事な歌だ。西行は深く心を打たれ、毎晩ちがった男たちと枕をかわす遊女が後世(ごせ)を

願うとは、実にすばらしいことだと人々に語った」 

三善氏は「世阿弥が作った能・江口」について、次のように書いている。 
 『撰集抄』のこの部分を脚色したのが、室町時代初期にヒットした複式夢幻能「江口」

（作者世阿弥。異説金春(こんぱる)禅竹）である。「諸国修行の僧が江口で西行の故事を

偲(しの)んでいると、里の女（実は妙の亡霊）が現れ、遊女の生活がいかにむなしいかと

嘆き、僧が妙の返歌を知らないことを難詰(なんきつ)する。その夜僧が回向(えこう)して

いると、江口の君（妙）が大勢の遊女を伴って、水上で華やかな舟遊びの歌舞を演じてく

れる。感嘆する僧に江口の君は世の無上を教え、普賢菩薩(ふげんぼさつ)に身を変じ、白

象になった舟に乗って昇天、西の空に消えていく」とのあらすじだ。 

この能の後半、妙が普賢菩薩（釈迦の右に侍す仏。人々の苦患を救い悟りを開かせる役

割をもつ）に化して昇天する部分は、『古事談』や『十訓(じっきん)抄』に出る性空(し

ょうくう)上人（１００７年没。書写山に円教寺を開いた高僧）の逸話をもとに、世阿弥

が創作したと思われる。 

 「性空は僧ではあるが、遊女たちの歌舞を好んだ。あるとき神崎（兵庫県尼崎市）の長

者の宴席に招かれたが、自分が目を閉じると遊女たちは普賢菩薩になっており、目を開く

と元の遊女に戻っていると語り、人々を驚かせた」との内容で、世阿弥は性空を旅僧（西

行）に置きかえて、「江口」を組み立てている。 

 以上が混同し江口の女主人は遊女だと今に伝わるが、果たして遊女だったのか民家の女

主人だったのかはさだかではない。 

第 12 回/fに、私は「江口の君堂」の「由緒書」に、次のように書かれていること

を紹介した。 
抑も江口の君とは平資盛の息女にして、名を妙の前と言い平家没落後に授乳母なる者の

郷里、即ち江口の里に寓せしが、星移り月は経るも、わが身に幸巡り来らざるを欺き、後

遂に往来の船に樟の一ふしを込め、秘かに慰さむ浅ましき遊女となりぬ。 
しかし、平資盛は 1158 年（あるいは、1161 年）に平重盛の次男として生まれ、

1185 年に壇ノ浦の戦いで戦死している。上記の由緒書によれば、「資盛の娘・妙」

は平家没落後に、乳母の里であった「江口」に落ち延びている。一方、西行法師が

当地（江口の里）を訪問して「江口の君」に会ったのは、1167 年である。従って、

西行法師が会った「江口の君」は、「資盛の娘・妙」ではあり得ない。これは、

「江口伝説」の矛盾点であるが、「時間的には多少無理があるが、『江口の君』は

『資盛の娘・妙』でいいじゃないか」との暗黙の了解が古来からあるようだ。 

 
（３）淀川の変遷と江口の里 
 大阪平野の河川変遷の様子を次ページの図２に示す（５）のサイト/lより借用）。

古代から近年に至るこの地域の宿願は、常に洪水対策、つまり治水にあった。古く

は、仁徳天皇による茨田堤（まんだのつつみ：古川に沿って約 20ｋｍにわたる堤を

築いた）。和気清麻呂による大和川の付け替え（失敗。図２の②）。少し上流にな

るが秀吉による太閤堤（図２の③）などがあげられる 
図２①に示すように、和気清麻呂は三国川の開削工事を 785 年に行った。その結

果、江口のあたりから淀川は北に流れて安威川と合流して神崎川となり、この流れ

が物流の中心となった。図１下に示すように、江口、神崎、加島の地が海上・河川

の物資積み替えや、京から西日本各地の荘園や住吉大社、四天王寺、高野山や熊野

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-12.pdf
http://suido-ishizue.jp/nihon/10/03.html
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に参詣する皇族・貴族や庶民で賑わった。特に、江口は、仮の宿、食事や娯楽を提

供する場が設けられ、遊女の集う「天下第一の歓楽の地」として全国に知られてい

た。前節に記載した三善氏の記事「江口の妙」は、平安時代の「江口の里」の殷賑

ぶりをよく表している。しかし、承久の乱（1221 年）で後鳥羽上皇が配流された後、

皇族・貴族の参詣はほとんど行われなくなり、江口は衰退して行くことになる。 

 
図２．大阪平野の河川変遷（５）のサイト/lより借用。） 
 

江口 

http://suido-ishizue.jp/nihon/10/03.html
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図３．上：1885 年測量の江口村付近の地図（６）のサイト/lより借用）、下：1947
年の大阪市東淀川区江口付近の航空写真（７）のサイト/8より借用）。 

1876 年に付替えられた

神崎川の新しい河道 

1876 年までの神崎川 

現在の神崎川 

上新庄の駅前 

吹田市街 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-353.html
http://blogs.yahoo.co.jp/komakichi_18
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 以下に、「江口の里」と「大隅島」の歴史を簡略に記載する。 
400 年頃 応神天皇、大隅宮を置く。大隅神社の建立。（日本書記） 
535年   安閑天皇 2年、勅令を出して乳牛を難波大隅と媛島松原に放たせた。 

乳牛牧（ちゅうしまき）とも味原牧（あじふのまき）とも呼ばれた。 
大宮神社の建立。（日本書記） 

785 年   和気清麻呂、三国川を開削。江口津の始まり。 
890 年頃  宇多天皇、江口の遊女達を集めて歌会を開く（大和物語） 

1000 年頃 性空(しょうくう)上人、遊女達との宴席で、目を閉じれば遊女達は普賢

菩薩となる。（古事談や十訓抄） 

1020 年頃 藤原道長・頼通の父子、江口の遊女達と遊ぶ。（御堂関白日記） 

1167 年  西行法師、江口の君と歌問答。（新古今和歌集、撰集抄） 

1180年 平清盛、福原遷都。江口の全盛期？ 

1185 年  壇ノ浦の戦いで平家滅亡。平資盛も戦死。 

1205 年  ３月 14 日、江口の君は亡くなり、寂光寺(江口君堂)が創建される。 

1221 年  承久の乱で後鳥羽上皇が隠岐に配流され、江口津は衰退。 

1330 年代 南北朝の戦乱で、江口君堂は焼失。 

1424年 9 月 20 日  世阿弥、能本「江口」を書写し、 

後に金春氏信〔禅竹〕に相伝（宝山寺蔵同本奥書）。 

1549 年  三好長慶、江口の戦いにおいて主君・細川晴元に勝利。長慶は上洛して

室町幕府の実権を握り、「三好政権」（1549-1568）が成立。 

1710 年代 普聞比丘尼、江口君堂を再建。 

1876年 神崎川（三国川）の付替え。図２の①を⑦に付替えた。 

1889年 ４月１日、市町村制の施行により、西成郡江口村と小松村が合併し、 

      西成郡中島村となる。 

1896 年  淀川の付替え。中津川を広げて直線化、図２の⑧に付替えた。 

1925 年  大阪府西成郡の中津・豊崎・西中島・神津の各町と豊里・大道・新庄・

中島・北中島の各村が大阪市に編入され、東淀川区が誕生。 

1926年 この年まで、「乳牛牧尋常小学校」の校名が残る。現在は、大隅東小学

校と大隅西小学校。 

図３上は、1885 年測量の江口村付近の地図である。この年には、神崎川（三国

川）が既に付替えられている。古い河道（図３上の青色の部分）には川は流れてい

ないが、村の境界線になっている。図３下は、1947 年の大阪市東淀川区江口付近の

航空写真である。この年には、江口村は大阪市に編入され東淀川区の一部となって

いる。赤線の内部が東淀川区である。区域は、現在の神崎川の北岸まで飛び出して

いる。この飛び出している部分の境界線が、昔の神崎川（三国川）の河道である。

なお、江口君堂の付近の地形を図３の上下で比較すると、1885 年と 1947 年とで殆

ど変わらない田園地域であることが分かる。しかし、現在この一帯は、平凡な住宅

街に変貌している。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
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私が本年の４月、第９回/fで「野崎参り」を紹介した際、「江口の遊女が野崎観音

で長い病気が治り、そのお礼に野崎観音を再建した。現在、野崎観音には『中興の

祖』を讃えて『江口の君堂』がある」ことを初めて知った。私はこの話を知って、

「一介の遊女がどうして野崎観音を再建出来たのであろうか？」という疑問を持っ

た。その結果、「江口の里」と「江口の君」の事を少し調べてみよう、と思った。 

その時点では、私は「摂津の江口は平安時代には有名な河港であった」ことしか

知らなかった。私の調査結果を本稿や以前の記事に記載したが、当地には非常に豊

富な歴史があったことが分かった。それらをまとめて、以下に記載する。 
①当地は古墳時代には「大隅島」と呼ばれ、応神天皇の「大隅宮」があり、安閑天

皇は乳牛を放牧して「乳牛牧」を作り、日本で初めて乳製品を生産した。 

図４．円山応挙の江口の君 
謡曲・江口：旅僧が江口の里に

来て西行の古歌を懐かしんでい

ると、里の女が現れ、西行との

贈答歌の真意を説く。そして自

分は江口の君の幽霊だと告げて

姿を消す。里の男が旅僧に、遊

女が普賢菩薩となって現れる奇

瑞を語り供養を勧めると、旅僧

の弔いに江口の君が二人の遊女

を伴い舟に乗って姿を見せる。

江口の君は遊女の罪業と世の無

常を述べた後に舞を舞い、執着

を捨てれば迷いはないのだと説

き、身は普賢菩薩に舟は白象と

なって西の空へ消えて行く。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-9.pdf
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②都が長岡京に遷都した時に、和気清麻呂が三国川を開削して江口港が出来た。平

安時代になると、「江口の里」には、仮の宿、食事や娯楽を提供する場が設けられ、

遊女の集う「天下第一の歓楽の地」として全国に知られていた。 
③西行法師と「江口の君」との歌問答は非常に有名になり、新古今和歌集にも収録

され、これを基にして世阿弥が能「江口」を創作したりしている。（図４に、円山

応挙が描いた「江口の君」を示す。）「江口の君」が野崎観音を再建できた理由は、

彼女が「歓楽街・江口の里」の親分（又は、親分の妻）であったからだ、と私は考

えている。 
④戦国時代には、当地にあった「江口城」は戦略的に重要な地点となった。 江口

の戦いにおいて三好長慶は主君・細川晴元に勝利した。その結果、長慶は上洛して

室町幕府の実権を握り、「三好政権」（1549-1568）が成立した。 
⑤江戸時代に「江口の君堂」が再建され、それから戦前までは、「江口の君堂」付

近はのどかな田園地帯であった。戦後は、大阪の都市化により、現在この一帯は、

平凡な住宅街に変貌している。（図５に、現在の江口付近の様子を示す。） 

  
図５．江口付近の現在の様子。この地図は、「大隅島の醍醐味を味わう」で検索

すると「Adobe PDF 版」で見られます。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
javascript:void%280%29
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 本年の６月に私が当地の「江口の君堂」を参詣した時には、「君堂」は補修工事

中でテントに覆われていた。又、私は「乳牛牧」のことを全く知らなかった。次回

に私が大阪に行く時には、当地の「君堂」を再び参詣し、「乳牛牧跡」も見学し、

野崎観音の「君堂」にも参詣し、皆様にご紹介したいと思っています。 
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