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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第７回 河内湖のネット散歩（その１：神武東征と四條畷の戦い） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年５月６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。 

私と老妻は 2016 年の３月、吹田市にある息子の自宅に滞在していた。その間、私
は一人で３月 28-29 日に大阪・上町台地を散策して、次の紀行文を書いた。第１回
/fは生國魂神社を紹介し、第２回/fは寺町から四天王寺までを紹介し、第３回/fは
難波宮跡から空堀商店街を経由して高津宮までを紹介した。これら３回の Random 
Walks の目的は、大阪湾の歴史を研究することであった。私はさらに研究を進める
ために、ネット上で散策を行った。今回は、その結果の一部を紹介する。 

 
図１．約 3000 年～2000 年前の大阪湾 （本図は１）のサイト/lより借用。） 

淀川河口 

上町台地 

大和川河口 

（現在の大和川） 

（現在の日下町） 河内湾 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-3.pdf
http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html
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（２）昔の大阪湾の地形 
前ページの図１に、約 3000 年～2000 年前の大阪湾の地形を示す。本図は第３回/f

の図１でも紹介した。この頃、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、河内湖になった。 

図２には、6〜7 世紀ころの摂津・河内・和泉の景観を示す。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。 

 
図２．6〜7 世紀ころの摂津・河内・和泉の景観（２）のサイト/lより借用。） 

（現在の大和川） 

大和川河口 

淀川河口 

河内湖 

草香邑 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-3.pdf
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-857.html
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（３）神武東征 
図２に示すように、6〜7世紀頃の河内湖は草香江（くさかえ）とも呼はれる入り江

で、その最奥部の生駒山麓には草香津（くさかつ）と呼ばれる港湾施設があり、瀬戸内

海から難波堀江を通過して河内湖に入った船は、そのまま東進して草香津に向かった。

また難波堀江の途中の、砂州と砂州の間にできていた潟湖にも港湾施設が建設された。

これが難波津であった。 
草香津は、現在の東大阪市日下町である。日下町には、小さな古墳の上に「日下神

社」があるが、その由緒や祭神が不明な点が、興味をそそる。「草香」は、いつの時代

からか「日下」と書いて「くさか」と読まれるようになった。「くさか」の地名や人名

が「日下」と書かれることは、直ぐには理解できない。その理由には諸説があるようで

あるが、本稿では深く追及しないこととする。 
古事記や日本書紀に記されている「神武東征」は、九州を出発した神武天皇が率

いる皇軍が、難波の碕を通って「草香邑（くさかむら））に上陸し、大和へ入るた

めに「日下直越道（くさかただごえみち：次のページの図３を参照））を進むが、

途中の「孔舎衛坂（くさかえざか）」で「長髓彦（ながすねひこ）」に行く手を阻

まれ、紀伊半島を迂回して大和に入る物語である。 
なお、日本書紀を機械的に翻訳すると、神武天皇の即位は紀元前 660 年１月１日

（旧暦）で、新暦に換算すると２月 11 日になる。戦前の 1940 年に、大日本帝国政

府は「紀元二千六百年記念行事」を大々的に挙行した。有名な「奉祝國民歌・紀元二

千六百年 」の動画は３）のサイト/Iで視聴できます。戦前の日本人が、「縄文時代

の紀元前 660 年に、万世一系の初代天皇が即位した」ことを信じていたかどうかは

不明であるが、現代の日本人はとてもそんな神話を信じることは出来ないであろう。 

しかし、私は「神武東征の物語は完全に事実無根の創作である」とは考えられない。

なぜなら、日本書紀を書いた古代日本人が、「全くの無」からこのような「よく出

来た物語」を創作できるはずがないからである。私は「何がしかのモデルがあっ

た」と思う。可能性としては、次のようなケースが考えられる。 
①紀元後のある時期に、西方から武装集団が軍船に乗って河内湖に侵入し、大阪湾

一帯や大和一帯を征服しようとする戦争があった。日本書記や古事記は、その戦争

を素材にして、「神武東征の物語」をでっち上げた。 
②７世紀末に、大和朝廷は九州王朝を倒して、日本国の支配権を確立した。その後、

大和朝廷が日本書紀や古事記を編集して「日本国史」を捏造する時、九州王朝の存

在を抹消し、その歴史を大量に盗用した。従って、「神武東征の物語」の本当の時

期や舞台は紀元前 660 年の難波・大和ではなく、時期は紀元後のいつかで、場所は

九州のどこかであった。 
③日本書紀や古事記が書かれた時代には、難波の碕を通って草香邑から上陸し、大

和へ入る日下直越道が最短コースとしてよく利用されていた。 

https://www.youtube.com/watch?v=bZGMC7CpKVI


 4 

 
兎も角、２）のサイト/lの記述に従って、日下直越道を散策して見よう。①近鉄・

奈良線の「石切駅」から出発→②日下神社の傍を通る→③大滝禅寺から山道に入る

（山道入口の案内板を図３右に示す。）④直越道と顕彰碑との分岐点→⑤「神武天

皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑」に到達→⑥「厄山」の碑→⑦龍の口霊泉→⑧春日神社→⑨

神武天皇聖蹟盾津（たてつ）顕彰碑(東大阪市日下町６丁目 10 番地に所在) 

⑤「神武天皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑」には、「孔舎衛坂（くさかえざか）で長髓彦

（ながすねひこ）軍と合戦になったのがこの辺りである」というような事が刻まれ

ている。また、大阪府教育委員会は「顕彰碑の由来について」との案内板を立て、そこ

には「日本書記には、神武天皇が日向から軍勢を率い、大和をめざして攻め込んだこと

が書かれている。その中に、軍勢が海路難波に着き、生駒山を超えて大和に行こうとし

たところ、長脛彦という者が行く手をさえぎったため孔舎衛坂（くさかえざか）で両

軍が戦った、という伝承がある。孔舎衛とは今日の日下で、この付近であるとの説

に基づき、昭和 16 年に各地の神武天皇の伝承地とともに、この顕彰碑が建てられた。

伝承の背景として、かつてはこの付近まで瀬戸内海から船の航行が可能であり、港から

生駒山を超えて大和に至る交通路があったことが考えられる。」というような事が書

かれている。 
⑥「厄山」の碑：自然石に「厄山 五瀬命御負傷の地と言ひ伝えらる」と刻まれてい

る。 

図３．日下之直越道

（くさかのただごえみ

ち）左：４）のサイト

/lより借用。図には日

下之直越道が２本書か

れている。その他に

も、直越道と言われる

道があり、諸説がある

ようだ。 
右：山道入口の案内板 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-857.html
http://www.tukinohikari.jp/jinja-oosaka/topics-higasi-yakuyama-hi/index.html
http://www.tukinohikari.jp/jinja-oosaka/topics-higasi-yakuyama-hi/index.html
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⑦龍の口霊泉：「長髄彦軍の流れ矢で負傷した五瀬命（いつせのみこ）がこの霊泉

で傷を洗った」との伝承がある。 
⑨神武天皇聖蹟盾津顕彰碑：「神武天皇率いる皇軍は孔舎衛坂の戦いでこの津まで

退き、盾を並べて雄誥（おたけび）をあげた場所で、地名が盾津になった」という

ようなことが刻まれている。現在、盾津の地名はなくなっている。顕彰碑は、春日

神社の西南、孔舎衛小学校と孔舎衛東小学校の間にある「太田商店」付近にある。 

 
 

私（筆者の林）が愛読している角茂谷繁先生の名作「不思議な枕」で、主人公の私（角

茂谷先生）と伊波礼彦（後の神武天皇）とが「別の世界」で行動を共にしていて、伊波礼

彦が私（角茂谷先生）に次のような愚痴を言った場面がある（５）のサイト/fを参照）。 
 

伊波礼彦（後の神武天皇）「兄は長男なのでいつも表舞台に立つが、自分では何もしない

し、出来ない。すべて、徐福と日巫女にやって貰う。私は兄より文武両道で優れている自

信があるが、私はいつも後始末や裏工作などの目立たない仕事ばかりやらされる。」 
私（角茂谷先生）「王族の間に内紛があると、その王朝は直ぐに滅びます。貴殿によい話

をしましょう。紀元前１１世紀に、シナで周と殷が覇権を争いました。結局、周が殷に勝

ったのですが、周の武王は勝利の２年後に病死し、息子の成王が即位しました。成王はま

だ子供だったので、武王の弟の周公旦が摂政になりました。周公旦は文武両道で優れてい

て、周の千年覇権の基礎を築きました。成王が成人したとき、周公旦は成王に大政を奉還

して、身を引きました。王朝の繁栄のためには、周公旦のような裏方の存在が必要なので

す。」 
伊波礼彦「成程。貴殿の博学には感心しました。私には、周公旦のような役割をせよと言

われるのですか？」 
私「ご明察。さすがに貴殿はご聡明ですね。今は黙々と、与えられた仕事に専念して下さ

い。そのうち、貴殿を必要とする時がきっと到来します。」 
伊波礼彦「ありがとう。私の長年の鬱積が貴殿のお陰で解消しました。今後は、貴殿のお

教えに従って行動します。」 
私「それは良かったですね。これで天孫族の将来は安泰でしょう。」 

図４．大阪府の市町村（一部

を表示）：桃色は大阪市、黄

色は市、緑は町、青は村。 
本図は、1955 年１月１日での市

町村の分布で、中河内郡に盾津

町や孔舎衛村が存在した。同年

１月 11 日に、孔舎衛村は枚岡町

などの合併して枚岡市になっ

た。同年１月 15 日に、盾津町は

周囲の町村と合併して河内市と

なり、盾津の地名が消えた。

1967 年２月１日に、布施市、河

内市、枚岡市が合併して、東大

阪市となり、由緒のある古い地

名が次々と消えて行った。 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF3-28.pdf
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（４）四條畷の戦い 
図５に、中世の河内国の地図を示す。この時代には、河内湖は大和川からの土砂

の流入によりさらに縮小して、北東側に深野池（ふこうのいけ、ふこのいけ）・南西
側に新開池（しんかいいけ）という二つの大きな池となっていた。しかし、これらの池
の周辺は大変水捌けが悪く、大和川が増水するとしばしば洪水が起こった。したがっ
て、これらの池の周辺は農業には適さず、広大な葦原として放置されていたようだ。 
旧河内湖の畔にあった街道は低湿地を避けて、生駒山脈の山麓を通っていた。この

街道は「東高野街道」と呼ばれ、図５左が示すように、八幡宮で有名な「八幡」（図５
左の①：現在の京都府八幡市）から「長野」（図５左の②：現在の大阪府河内長野市）
まで通じていた。 
「東高野街道」に対して「西高野街道」もあった。後者は「堺」（図５左の③）

から「長野」までの街道で、それ以南は前者と合流して「高野街道」となっていた。

つまり、京から船で堺まで下り、堺から「西高野街道」と「高野街道」を歩いて高

野山に行くルートである。大坂に街が成立すると、「中高野」と「下高野」と呼ば

れる街道も発達したようだ。なお、中高野の紹介は６）のサイト/lが、下高野の紹介

は７）のサイト/mが面白い。 

 

図５．中世の河内国 左：高野街道、右：四條畷の戦いの戦場 

 

① 

② 

③ 

http://higasikouya.tuzikaze.com/08_02_23nakakouya/nakakouya0.html
http://myippo.com/kaidou/simokouya/simokouyatop.htm
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Wikipedia によれば、1336 年に楠木正成（1294？-1336.7.4）が湊川の戦いで敗死

してから、楠木氏はしばらくの間鳴りを潜めていた。正成の長男・楠木正行（1326？-

1348.2.4）が成長すると、本拠地である河内国南部で次第に力を蓄え、足利方を脅かす

ようになった。1347 年９月、楠木軍は藤井寺近辺で細川軍を破り、11 月には住吉付近

で山名軍を破った。足利方は本格的な南朝攻撃を決意し、ついに 1348 年１月に高師直

（こうのもろなお、足利尊氏の執事、？-1351.3.24）を大将とする大軍を編成して、

北上する楠木軍と四條畷に対峙した。 
「四条畷の戦い」の解説は、８）のサイト/1が優れている。このサイトによれば、

畷は縄手とも書いて縄のような細い畦道を言う。往時、東高野街道は四条（近鉄瓢

箪山駅付近）から北条（ＪＲ四条畷駅付近）迄の二里（八キロ）の間、古代の内海、

河内湾の名残である深野池の東の堤が街道ぎりぎりに接して、言うなら行き交う人

は巨大な泥池の長い堤の上を歩いた訳で、畦道を行くようで縄手（畷）と呼ばれて

いた。図５右が示すように、「四条畷の戦い」の戦場は深野池の東の堤であった。 
楠木軍は足利方の圧倒的な兵力の前に敗れた。足利方の軍勢は６万とも８万とも

言われている。一方、楠木方の軍勢は３千と言われている。私は「これらの数字に

は誇張がある。双方の軍勢の実数は、太平記などで言われているより遥かに少数で

あったはずだ。いずれにせよ、足利方が楠木方を人数で圧倒していたことは確かで

あろう。」と考えている。正行と弟の正時は深手を負い、二人で刺し違えて自決し

た。正行の享年は 23 であったが、享年は 30 前後との説もある。勢いに乗った高師

直は、南朝の本拠吉野に攻め入り陥落させ、後村上天皇はじめ南朝は賀名生に逃れ

た。 

要するに、楠木正成の一族は、南朝のために使い捨てにされたのである。明治維

新の後になって、楠木正成・正行の父子は尊王思想の模範とされ、大いに顕彰され

た。正成は「大楠公（だいなんこう）」と称され、1872 年には大楠公を主祭神とす

る「湊川神社」が正成の戦死の地（神戸市）に創建された。正行は「小楠公（しょ

うなんこう）」と称され、1890 年には小楠公を主祭神とする「四条畷神社」が正行

の戦死の地（大阪府四条畷）に創建された。 

楠木正成の銅像として有名なのは、皇居外苑の二重橋を正面に見据える位置に建

てられた銅像である。1891 年に、住友家が開発した別子銅山の開坑 200 年記念事業

として、東京美術学校に製作を依頼、製作には高村光雲、山田鬼斎、岡崎雪聲らが

別子鉱山の銅が使って完成までに 10 年をかけて献納された。像のモデルは、隠岐か

ら還幸した後醍醐天皇を兵庫で迎えた正成の姿であるとされる。 

皇居外苑の楠公像は、大東亜戦争時にも撤去されずに存続した。戦後、米軍は楠

公像の撤去を要求したのであろうか？私はその辺の事情を知らない。南朝方の楠木

正成の一族は、北朝からは朝敵の汚名を着せられていた。現在の皇室は北朝出身で

ある。しかるに、南朝方の楠公像は、皇居を見据えて堂々と建っている。この点に

疑問を持つ人々の一部は、次のような説を唱えている。「明治維新の直前に、薩長

は孝明天皇と睦仁親王を暗殺し、長州藩が匿っていた後醍醐天皇の子孫である大室

寅之祐なる人物を睦仁親王とすり替えて、明治天皇として即位させた。」 
楠木正行の銅像は、四条畷神社の裏にある飯盛山（標高 314.3ｍ）の山頂に建立

されている。この小楠公像は 1937 年に建立されたが、大東亜戦争の最中の 1943 年

に台座を残し、上の銅像の部分が供出された。戦後の 1972 年に再建された。なお、

小楠公の銅像の傍らに再建に尽力した田伐（たぎり）兼松氏の銅像がある（図６）。 

http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA
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（５）次のネット散歩 
 次回は、河内湖のネット散歩（その２）として、「三好長慶と野崎参り」を紹介

する予定である。ご期待下さい。 
 
引用したサイト 
１）のサイト：http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html 
２）のサイト：神武天皇聖蹟孔舎衛坂顕彰碑へ 
３）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=bZGMC7CpKVI 
４）のサイト：http://www.tukinohikari.jp/jinja-oosaka/topics-higasi-yakuyama-hi/index.html 

５）のサイト：http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF3-28.pdf 
６）のサイト：http://higasikouya.tuzikaze.com/08_02_23nakakouya/nakakouya0.html 
７）のサイト：http://myippo.com/kaidou/simokouya/simokouyatop.htm 
８）のサイト：http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1 
９）のサイト：http://blog.goo.ne.jp/morinikoisite/e/38e0c97476e8444cf98db2886c09611e 
 
 

図６．田伐（たぎり）兼松氏の銅像 

（画像は、９）のサイト/eより借用） 
大阪府の飯盛山・山頂に、楠木正行の銅像が建立されてい

る。その傍に、この銅像の再建に尽力した田伐氏の銅像もあ

る。ネット上には「田伐氏は当時の四条畷市長であった」との

記載もあるが、「Wikipedia・四条畷市」の歴代市長の欄には田

伐氏の名前がない。果たして、当時、田伐氏の役職は何だった

のであろうか？実際に、飯盛山に登山して、銅像の銘盤を確か

めれば、この問題は解決するはずである。しかし、東京に在住

する私には、近い将来に飯盛山に登山する計画はない。私は今

月、大阪に行く予定があるので、大阪の図書館で、田伐氏の調

査をしようと思っている。 

http://atamatote.blog119.fc2.com/category45-8.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-857.html
https://www.youtube.com/watch?v=bZGMC7CpKVI
http://www.tukinohikari.jp/jinja-oosaka/topics-higasi-yakuyama-hi/index.html
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/SF3-28.pdf
http://higasikouya.tuzikaze.com/08_02_23nakakouya/nakakouya0.html
http://myippo.com/kaidou/simokouya/simokouyatop.htm
http://www.noseh.com/taira/rekishi/diary.cgi?page=2&field=1
http://blog.goo.ne.jp/morinikoisite/e/38e0c97476e8444cf98db2886c09611e
http://blog.goo.ne.jp/morinikoisite/e/38e0c97476e8444cf98db2886c09611e

