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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第８回 河内湖のネット散歩（その２：三好長慶と大和川の付け替え工事） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年５月 12 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、最近、大阪湾の歴史を少々研究している。第１回/fで生國魂神社を、第２
回/fで寺町から四天王寺までを、第３回/fで難波宮跡から空堀商店街を経由して高
津宮までを、および第７回/fで「神武東征」と「四條畷の戦い」を紹介した。今回は、
さらにネット散策を行い、「三好長慶」と「大和川の付け替え工事」を研究したの
で、その成果を紹介する。 
 
（２）三好長慶 
図１左に、本稿の舞台となる中世における河内国日下津の地図を示す。本図は、

第７回/fの図５右でも用いた。また、三好長慶の銅像を、図１右に示す。 

 
図１．河内国日下津 左：四條畷の戦いの戦場（本図は、１）のサイト/1から借

用） 右：三好長慶の銅像（本写真は、２）のサイト/8から借用） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-3.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1
https://ja.foursquare.com/v/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E4%BA%BA-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6%E5%85%AC-%E9%8A%85%E5%83%8F/551f62d8498e72013f3e84e8
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周知の通り、後醍醐天皇（1288.11.26-1339.9.19）は鎌倉幕府を滅ぼして、1334

年に「建武の中興」を行った。足利尊氏（1305.8.18-1358.6.7）は鎌倉幕府の重臣

であったが、後醍醐天皇の挙兵に呼応して幕府に叛し、天皇から勲功第一とされた。

しかし、尊氏は天皇の時代錯誤的な政治に次第に反対するようになった。1336 年に

は、尊氏は「湊川の戦い」で楠木正成を敗死させ、北朝の光明天皇を擁立したので、

後醍醐天皇は吉野に逃亡した。これが、実質的な「室町幕府」の成立である。1338

年には、尊氏は征夷大将軍となった。 

その後、北朝側の武士団と南朝側の武士団との戦闘が日本各地で続いた。その中

で、前回（第７回/f）に紹介したように、1348 年に「四條畷の戦い」が起こり、楠

木正成の嫡男・正行が戦死した（享年 23）。北朝を擁立した足利尊氏が開いた室町

幕府が全国の武士を掌握するにつれて北朝側優位の流れが次第に固まって行った。

第 3代将軍・足利義満の時代の 1392 年に、南朝の後亀山天皇より北朝の後小松天皇

への「譲国の儀」における神器の引渡しが実施され、南北朝の合一がなされた。こ

れを、「明徳の和約」と言う。 

室町幕府は政治的・軍事的な基盤が脆弱で、日本を強力に統治することが出来な

かった。管領は、室町幕府における将軍に次ぐ最高の役職で、将軍を補佐して幕政

を統轄した。足利氏一門の斯波氏・細川氏・畠山氏の 3家が交代で就任し、「三管

領」と称された。 

細川氏は、足利氏と同じく、八幡太郎義家の子孫で、細川という名字は鎌倉時代
に三河国額田郡細川郷（現在の愛知県岡崎市細川町周辺）に土着したことに由来す
る。細川氏は初め四国と淡路国の守護にすぎなかったが、赤松氏から摂津国の守護
職を、山名氏から丹波国の守護職を譲り受けたことにより急速に発展、嫡流は室町
幕府の管領家の一つに列した。図２に、細川氏の領国を示す。 

 
 室町時代の細川政権は、1493 年から 1549 年まで存在した、日本の戦国時代にお

ける武家政権であった。細川氏本家は京兆家とよばれ、その領国は摂津・丹波・土

佐と、土佐を例外とすればいずれも京都周辺であった。細川氏分家・庶流の領国も

和泉・備中・讃岐・阿波と比較的京都に近い国が多かった。応仁の乱によって自領

の経営が危なくなった斯波氏・畠山氏などの有力大名は京都を離れて領国に帰還し

た。 
一方、京兆家と細川庶流家の当主達は、部下を守護代や代官として領国に派遣す

ることで現地の統制を行うことが可能であり、当主達は京都にいたまま常に幕府の

運営に直に関与できる強みを有した。1493 年に、京都の留守を任されていた細川政

図２．室町時代の細川氏の勢力図 
細川氏の領国を桃色で示す（応仁

の乱の当時、本図は、３）のサイ

ト/mから借用）。なお、阿波細川

氏の居城「勝瑞城」の場所を①で

示す。 

① 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E6%9C%A8%E6%AD%A3%E5%8B%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E4%BA%AC%E5%85%86%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83
http://sirakawa.b.la9.jp/S/Awa.htm
http://sirakawa.b.la9.jp/S/Awa.htm
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元（1466-1507.8.1）は、10 代将軍足利義稙を廃して、足利義高を 11 代将軍として

擁立した。このクーデターが、明応の政変である。この政変が「日本の戦国時代の

始め」との説がある。この年から 1549 年まで、細川家は室町幕府を曲がりなりにも

実質的に支配した。これを、「戦国時代の細川政権」と言う。 

阿波細川氏は 14 世紀中頃、細川頼之の弟・詮春に始まり、代々の当主が阿波守護

を代襲したことに由来する。他の細川庶流家とは異なり、室町幕府の相伴衆を務め

る家柄で、当主は幕府の宿老会議にも度々列席するなど、京兆家に次ぐ細川家とし

て高い家格を有していた。そのため京兆家を「上屋形」と呼ぶのに対し、阿波細川

家は「下屋形」あるいは「阿波屋形」と尊称されている。なお、阿波細川氏の居城

は「勝瑞城」（図２の①と図３の①：現在の徳島県板野郡藍住町）であった。 

三好氏は阿波の豪族で、信濃・小笠原氏の末裔である。なお、信濃・小笠原氏は

甲斐・武田氏と同じく、新羅三郎義光の子孫である。小笠原 長清（1162.4.20- 

1242.8.12）は甲斐源氏の一族で、1221 年の承久の乱では、大将軍として８人の子

息と共に京都に攻め上がった。その功績により、長清は阿波国守護となった。 
小笠原長経（1179.6.23-1247.12.3）は長清の子で、守護代として阿波国に入国し、

根拠地として「大西城」を築いた。大西の地（図３の②：現在は徳島県三好市池田

町）は阿波の西端に位置するが、讃岐、伊予、土佐と境を接し交通の要所であると

同時に、四国全体の中央付近に位置する。小笠原氏は将来四国全土の守護になるこ

とを見据えて、この地に主城を築いたとする見方もある。このようにして、鎌倉時

代には小笠原氏が阿波国守護を代々務めた。 
 

 
図３．室町時代の三好氏の勢力図 1560 年の三好氏の支配地域を桃色で示す。（本

図は、４）のサイト/2から借用）。①勝瑞城、②大西城、③芥川山城、④飯盛山城。 
 

織田信長 

今川義元 

斉藤義龍 

武田晴信 
朝倉義景 

浅井長政 

六角義賢 
三好長慶 

① 
② 

③ 

④ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E4%BA%AC%E5%85%86%E5%AE%B6
http://sengokumap.blog.shinobi.jp/map/entry-2
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室町時代になると、細川氏が阿波国守護となり、その本拠地として「勝瑞城」

（図２の①と図３の①）を築いた。阿波小笠原氏は細川氏に仕えて、三好氏と改名

した。阿波細川氏には幼少の主君が多く、三好氏が阿波の実権を握って行った。前

述のように、細川本家は室町幕府の実権を握って行ったが、その過程で、三好氏は

阿波の軍勢を率いて京都近辺に進出し、細川軍の中軸として活躍した。 
このようにして、阿波の三好氏は細川本家の実権も握り、ひいては、室町幕府の

実権を握るようになった。この実質的な中央政権は、「三好政権」と呼ばれ、1549

年から 1568 年まで、京都周辺を支配した。三好政権の中心人物が三好長慶

（1522.3.10-1564.8.10）である。 

長慶は三好元長（1501-1532）の嫡男で、10 才で三好宗家を相続し、智勇兼備の

武将に成長し、摂津守護代として細川晴元（1514-1563）配下の最有力重臣にまで成

り上がった。1549 年、長慶は江口の戦いにおいて晴元・政長と戦い、長慶は勝利し

た。政長は戦死し、晴元と彼に擁立されていた 13 代将軍足利義輝は近江に逃亡した。

長慶は細川氏綱と共に上洛して京の支配権を握った。しかし氏綱は長慶の傀儡でし

かなく、細川政元以来の細川政権は実質的に崩壊し、三好政権が成立した。 

長慶は将軍と戦いながら外征も行い、版図を畿内・四国に拡大し、永禄年間

（1558-1569）までには山城・丹波・摂津・播磨・淡路・阿波・讃岐・伊予・和泉・

河内・大和・若狭の一部など 11 カ国以上に及ぶ大領国を形成している（図３を参

照）。当時、今川氏は 3カ国、甲斐武田氏は 2カ国、安芸毛利氏は 4カ国であった

から、長慶の勢力は諸国でも抜きん出たものであった。 

 1553 年、長慶は芥川山城（現在の高槻市三好山にあった）を落としここを居城と

して摂津における拠点とした。1560 年には、長慶は居城を芥川山城から飯盛山城へ

移した。芥川山城は息子の義長に譲渡した。居城を飯盛山城へ移した理由について

は、「京都に近く、大坂平野を抑えることが出来る、加えて、大和国への進軍も円

滑に行える」という根拠が指摘されている。私（筆者の林）は「飯盛山山麓は古代

から水運がよく、本国の阿波から軍勢や物資の輸送にも便利であった」とも考えて

いる。なお、飯盛山城の紀行文は、５）のサイト/が優れている。 
芥川山城と飯盛山城とは、共に大阪府下では最も規模が大きな城跡で、遺構の残

存状態も良好で戦国時代の典型的な山城である。飯盛山の位置は、図１左に記載さ

れている。なお、芥川山城跡には高山右近の銅像が、飯盛山城址には楠木正行の銅

像がある。1564 年 7 月 4 日（旧暦）、長慶は飯盛山城で病死した。享年 43。三好長

慶の死後は、松永秀久が京都の実権を握るようになった。1568 年９月 26 日、織田

信長が上洛し、三好政権は終焉した。 

三好長慶は織田信長に先行する「最初の戦国天下人」とも呼ばれる存在だが、現

代での評価は芳しくなく、重臣・松永久秀と共に「下剋上をした悪党」として酷評

されたり、「松永久秀の専横、壟断を許した凡庸な大名」と評されている。しかし、

近年は三好政権の研究が進み、再評価の兆しを見せている。 

 長慶は織田信長に先駆けて堺の経済力に目をつけており、そこでの貿易による富

裕な富で莫大な軍費・軍需品を容易に入手した。また曽祖父の三好之長や父の元長

ら以来による細川領国圏での国侍との関係、有能な実弟らの統治する四国の軍事力、

特に強力な水軍を擁しており、さらに優秀な長慶の個人的才能が加わって全盛期に

おける三好軍の軍事力は大変強大であった。また阿波は小笠原を称していた頃から

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/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E8%BC%9D
https://akiou.wordpress.com/2013/11/11/iimoriyama/
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三好家の血族意識が強固であり、そのため長慶時代には弟の実休がしっかり阿波を

守ることで他国進出を可能にした。 

 四国制覇を目指していた土佐の長宗我部 元親（1539-1599）は、本能寺の変

（1582 年）による信長の自害に乗じて、再び勢力拡大に乗り出し、宿敵であった十

河存保（三好長慶の甥で、三好家の重鎮）を 8月に中富川の戦いで破って、阿波の

大半を支配下に置いた。9月には勝端城に籠もった存保を破り、阿波を完全に平定

する。このようにして、三好長慶の本国の阿波でも、三好家は滅亡した。 

 2014 年７月６日、堺市・南宗寺で三好長慶公坐像（図１右）の除幕式が行われた。

銅像は高さ約１メートル、幅約 80 センチ。手がけたのは堺市の彫刻家、岡村哲伸さ

ん。銅像建立に尽力した「堺・ちくちく会」の調べでは、全国でも長慶公の像が建

てられたのは初めてのことであるらしい。南宗寺は、三好長慶が父・元長の菩提を

弔うため建立。その後、大坂夏の陣で焼失するも、沢庵宗彭らが再建。国指定名勝

の枯山水の庭、国指定重要文化財の仏殿･山門･唐門、千家一門の供養塔、利休ごの

みの茶室実相庵などがある。場所は、堺市堺区南旅篭町東 3丁-1-2（阪堺線｢御陵前

駅｣下車）である。 

なお、「戦国天下人三好長慶」の動画は、６）のサイト/Yで視聴できます。 

 
図４．大和川の付け替え工事と新田開発 （本図は、７）のサイト/lから借用）。 
①中甚兵衛の銅像 

① 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AF%8C%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://sakai-tikutiku.biglife-hoken.com/index.php?%E5%A0%BA%E3%83%BB%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%81%8F%E4%BC%9A
https://www.youtube.com/watch?v=GTVgl9zwp7Y
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/about/yamato300/tukekae/tukekae3.html
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（３）大和川の付け替え工事と新田開発 
 大和川は古代から河内湖に流入していた。中世になると流入する土砂により河内

湖は縮小し、図１左に示すように、深野池と新開池という二つの大きな池になって

しまった。しかし、大和川が増水すると、この一帯に洪水がしばしば起こり、住民

を悩ませた。この長年の弊害を除くために、1704 年に大和川の付け替え工事が行わ

れた。その結果、図４に示すように、新大和川は西流し、堺の北で海に流入するよ

うになった。なお、付け替え工事に尽力した「中甚兵衛の銅像」が図４の①にある。 
 新大和川の流域では、多くの農民が土地を失った。一方、深野池と新開池では、

水位が減少し、大坂の豪商や大寺院が新田開発を行った。例えば、「鴻池新田」は

大坂の両替商・鴻池家により開発された。「鴻池新田」は JR 片町線の駅名にもなっ

ており、駅の近くにある鴻池新田会所は、江戸時代に豪商鴻池家が開発した新田の

管理・運営をおこなった施設で、東大阪市周辺に残る数少ない歴史的建造物群のひ

とつである。会所敷地は国の史跡で、本屋、屋敷蔵、文書蔵、米蔵、道具蔵と江戸

時代の本屋座敷の棟札、米蔵の御札は重要文化財に指定されている。 

 
 
（４）次のネット散歩 
 今回は、「野崎参り」も同時に紹介しようと思っていたが、ここまでで文章が意

外と長くなってしまった。読者の方は、そろそろご退屈でしょう。そこで、「野崎

参り」の部分を次回に延期して、今回はこれで終了します。次回もご期待下さい。 
 

図５．深北緑地 
本稿で紹介したように、古代

の河内湖はだんだん縮小し

て、深野池と新開池という二

つの大きな池になり、新田開

発により農地となった。こう

した経緯のため、当地は水害

が起こりやすく、その抜本的

な対策として、まだ住宅地と

して開発されずに水田地帯で

あった場所に昭和 50 年代後半

になって調整池として水田を

つぶして開発、寝屋川の水を

引き入れて新しく池を作り出

した。これが現在の深野池で

ある。したがって、過去の

深野池が縮小してそのまま

現在の深野池になったもの

ではない。その後、周囲が

緑地公園として拡張され、

深北緑地となった。 

深野池 

http://www.bunkazaishisetsu.or.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%8C%97%E7%B7%91%E5%9C%B0
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引用したサイト 
１）のサイト：http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1 
２）のサイト：２）のサイトは、ここです/8 
３）のサイト： http://sirakawa.b.la9.jp/S/Awa.htm 
４）のサイト：http://sengokumap.blog.shinobi.jp/map/entry-2 
５）のサイト：https://akiou.wordpress.com/2013/11/11/iimoriyama/ 
６）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=GTVgl9zwp7Y 
７）のサイト：https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/about/yamato300/tukekae/tukekae3.html 

http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1
https://ja.foursquare.com/v/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E4%BA%BA-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6%E5%85%AC-%E9%8A%85%E5%83%8F/551f62d8498e72013f3e84e8
http://sirakawa.b.la9.jp/S/Awa.htm
http://sengokumap.blog.shinobi.jp/map/entry-2
https://akiou.wordpress.com/2013/11/11/iimoriyama/
https://www.youtube.com/watch?v=GTVgl9zwp7Y
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/about/yamato300/tukekae/tukekae3.html

