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物部弓削守屋大連公（物部守屋）の情報を検分 

-大阪府東大阪市、枚岡神社の所蔵文書より- 

山根 眞人 ・ 沢  勲 

（枚岡神社 禰宜・大阪経済法科大学 名誉教授） 
Information of Mononobe-no-Yuge-no-Moriya-no-Omuraji-no-Kimi  

and its Visual Inspection (Mononobe-no-Moriya) 
- Possession Document of Hiraoka Jinja Shrine, 

Higashi-Osaka City, OSAKA - 
Masato YAMANE and Isao SAWA 

 
ABSTRACT 

Mononobe-no-Moriya(age unknown-587age) Omuraji (existence power powerful family) of the Asuka era. A 

child of Mononobe-no-Okoshi. Mother is Asahime of the daughter of Yuge-Wako. Mononobe clans is an 

fluential military family. Mononobe clans opposed to Soga-no-Umako of the worship Buddha group for the 

Buddhism transmitted in Japan in a strong opposite French group. 

For 572 years, Mononobe-no-Moriya was appointed with the enthronement of the Emperor Bidatsu by 

Omuraji. When Emperor Yomei succeeded to the throne on September 5, Omuraji assumed Mononobe- 

no-Yuge-no-Moriya-no-Omuraji-no-Kimi Minister again. When it was succeeded to the throne, the Emperor 

Yomei had a system of Oomi, Omuraji, and the Otomo and Mononobe clans was chosen as Heguri clan, 

Omuraji in Oomi. For 587 years, Mononobe-no-Moriya which was omuraji (a kabane that was given to the most 

powerful administrative ruler during the period of ancient Japan) was ruined by Soga-no-Umako.  

Soga clan became the corner of three major powers to form a line in the Muraji Otomo and Mononobe clans of 

the ream. When Otomo-no-Kanamura loses its position before long, two a great number of people of Mononobe 

clans (Mononobe-no-Okoshi) of Omuraji and Soga-no-Iname of the minister help it. 

Late in the sixth century equal to the reign of Emperor Bidatsu, Emperor Yomei, Mononobe-no-Moriya which 

was a child of Mononobe-no-Okoshi was appointed by omuraji. After Soga-no-Umako defeated 

Mononobe-no-Moriya which was Oomuraji, the system of Oomuraji was abolished virtually. Therefore 

Soga-no-Umako became an independent dictator, and after that Soga clan came to take the center of the 

government, and, as for the minister, Soga-no-Emishi(son of Umako) succeeded you.  

Otomo-no-Kanamura which failed in the management of the Korean Peninsula was driven into the 

retirement by impeachment of Mononobe-no-Okoshi. Mononobe-no-Okoshi occupied the position of 

independent omuraji afterwards. By the main subject, Buddhism war, Moriya Pond in conjunction with 

Mononobe-no-Moriya inspected the information of the public cemetery. 
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1.はじめに 

 枚岡神社の創祀は、社伝によれば神武天皇御即位前3年、御東征の砌とつたわる。神護景雲（じんごけいうん。2年、奈良

に春日神社が創建された折、中臣氏（藤原氏）祖神の天児屋根命(あめのこやねのみこと )や比売御神（ひめみかみ ）二柱の

御祭神が御分祀された。この由緒にちなみ地元では「元春日」と親しみを込めて呼ばれている。中世より河内国一の宮、明

治 4（1969）年、全国で 29 社のうちの 1 社として官幣大社に列格、翌 5（1967）年、いわゆる神社合祀令の通達の初期に、近

郷 14 村の神社が、本殿及び末社の天神地祇社に合祀された。 

近世には幕領、大名領、旗本領が入り混じっていたこの地方は、明治 29（1896）年に中河内郡に大同合併される。合併前

の中河内郡にあった神社は、式内社 7 社（枚岡神社、石切剣箭神社、梶無神社、栗原神社、大津神社、津原神社、御野縣

主神社）に合祀されている。 

 

  

 

写真 1-1.枚岡神社の社殿 写真 1-2.枚岡神社の正面鳥居 写真 1-3.枚岡神社の扁額 

 

枚岡神社の御祭神は、第一殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと) 、第二殿 比売御神(ひめみかみ) 、第三殿 経津主

命(ふつぬしのみこと) 、第四殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと) である。所在地は、大阪府東大阪市出雲井町 7 番 16 号、

位置は北緯 34 度 40 分 12 秒、東経 135 度 39 分 02.5 秒である（図 1-1）。 社格等は式内社（名神大）で、河内国一宮、旧

官幣大社である。創建は神武天皇紀元前 3 年（紀元前 662 年） である。本殿の様式は枚岡造。別名は元春日。札所等は神

仏霊場巡拝の道 60 番（大阪 19 番）である。例祭は 2 月 1 日、主な神事は粥占神事である。 

枚岡神社の由来は、社伝によれば、神武天皇御東征の砌、紀元前 3 年国土平定祈願のため、天種子命勅命を奉じて現

社地の東方山上の霊地神津嶽に、天児屋根大神、比売神の二柱の神霊を奉祀せられた。その後、第 36 代孝徳天皇（645 
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年～654 年）白雉元(650)年平岡連等が、現社地に神殿を造

営、山上より二柱の神霊を奉遷し、次いで第 49 代光仁天皇

(770 年～781 年)宝亀 9(778)年香取鹿島より、経津主大神、武

甕槌大神を勧請奉斎して以来、四柱の神霊が四殿に御鎮座に

なっている。  

悠久限りなき上代に勅旨にて創祀せられた故を以って、古来

朝廷の尊崇最も厚く大同元年には封戸六十戸を有し、貞観年

中に神階正一位を授けられ、同時に春秋の勅祭に預り奉幣を

受け、之を以って永例と定められ、更に延喜の制成るや大社と

して三大祭に案上の官幣に預り、名神祭、相嘗祭の鄭重なる祭

祀を受け、殊に春冬の二回勅使を遣わされて厳粛なる枚岡祭

を行わせらる外、随時祈雨祈病大祓等祈願奉幣に預る等、最

高の優遇を受けた。  

中世より河内の国一の宮として御社運益々繁栄し河内一円の諸家を氏子とし、武家、公家、庶民に至るまで根強き信仰を

集め、明治 4（1871）年神社制度が確立されるや、官幣大社に列格され御神威は益々高揚し、その後幾多の変遷を経たが、

創祀以来 2600 有余年の由緒を誇る大社としての格式と尊厳を保持し、今日に至っている。 尚摂末社として若宮社、天神地

祇社が御鎮座になり、その南方の神苑には数百株の梅樹が植栽され、季節には参拝者の目を楽しませている。  

大正 4（1915）年に枚岡村、大正 5（1916）年に枚岡南村が誕生、昭和 4（1929）年の縄手村、昭和 14（1939）年枚岡町、昭

和 22（1947）年縄手町を経て昭和 30（1955）年に枚岡市が発足、市名は神社に因み決められた。昭和 42（1967）年布施市・

河内市・枚岡市の 3 市が統合されて東大阪市が誕生、人口 51 万人足らずを擁する。 

 枚岡神社の関係文書は、中世近世の旧社家水走（みずはや）氏文書の安堵状および歴代家禄譲状が世に広く知られて

いるが、それ以外にも明治 4（1969）年の官幣大社列格以来、先輩諸氏が後世の為に書き綴った総数千点を越える文書があ

る。幸い戦災を受けずに伝えられたその文書の記載の中より、物部弓削守屋大連公の祭祀をどの様に執り行っていたかを

記述し、ひいては明治と大正期の大阪府神社界の動静を少しでも明らかにすることが出来ればと考えている。 

 明治 4（1971）年～昭和 20（1945）年の大戦終了間の神社所蔵の文書は、社史・社伝 39 点、往復文書・令達 61 点、社務

169 点、祭礼、行事 35 点、土木、建築 81 点、会計 557 点、関係諸団体 29 点、日記、日誌 57 点、絵画、地図 6 点、その他

雑 11点、総数 1045点である(表 1-1)。そのほとんどが公開されたことがなく、その学術的価値は高いものと考える。本稿では、

物部守屋（物部弓削守屋大連公）に関連する仏教戦争・守屋池・公墓所の情報を検分した。 

 

表 1-1. 神社所蔵の文書（明治 4 年～昭和 20 年大戦終了） 

文書 点数 文書 点数 

社史・社伝 39 点 往復文書・令達 61 点 

社務 169 点 祭礼、行事 35 点 

土木、建築 81 点 会計 557 点 

関係諸団体 29 点 日記、日誌 57 点 

絵画、地図 6 点 その他雑 11 点 

 

2.物部守屋（物部弓削守屋大連公）の事蹟 

 

図 1-1. 枚岡神社、近鉄奈良線枚岡駅付近 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 



4 
 

物部弓削守屋大連公の事蹟について顧みるには、豪族・物部氏の系図を別表 1 の中央に掲載している。守屋公の父は

物部尾輿（もののべ の おこし ）、母は弓削（ゆげ）連 の祖倭古の娘(阿佐姫)である。その弓削連の本拠地は河内国若江郡

弓削郷である。河内との関係はその出生にまで遡ることが出来る。物部尾輿は 29 代欽明天皇（539 年～571 年）・先代 28 代

宣化天皇（536 年～539 年）・次代 30 代敏達天皇（572 年～585 年）即位にさいして大伴金村とともに大連（神別氏族の長）と

なり、蘇我稲目は大臣（皇別氏族の長）任じられている。守屋公の事蹟の大半は『日本書記』からの記述である。物部守屋は

物部 弓削連 守屋と名乗っていた。29 代欽明天皇 時代から 大連と大臣との争いを表 2-1 のように表示した。 

 

表 2-1. 29 代欽明天皇の大連（神別氏族の長）と大臣（皇別氏族の長）との関係 

三大勢力 氏族 失脚 二大勢力 死亡 仏教興隆 

物部尾輿・ 

大伴金村 

神別氏族

の長 

大伴金村の

失脚 

物部守屋大連 

仏教戦争後、物

部守屋の死亡 

蘇我 馬子と厩戸皇子 

（うまやとのみこ：聖徳太子） 蘇我稲目 皇別氏族

の長 

 蘇我馬子宿祢

大臣 

 

 まず、欽明天皇（572年～585年の元号）13（552）年、天皇は「朕昔よりこのかた未だかって是（かく）の如く微妙（くは）しき法

を聞くことを得ず」と詔され、蘇我稲目「西蕃の諸国一に皆礼（ゐやま）ふ豊秋（とよあきつ）日本あに独り背かむや」と答えて

いる。物部尾輿と中臣鎌子(なかとみ の かまこ、排仏者 )は、「我が国家（みかど）の天下に王とましますは恒に天地社稷の

百八十神を以て春夏秋冬祭拝（まつ）りたまふことを事とす、方（まさ）に今改めて蕃神を拝みたまはば恐るらくは国神の怒を

到さむ」と反対する。蘇我稲目は、欽明天皇 31（570）年崩ず。 

 敏達天皇 14（585）年「物部弓削守屋大連大三輪君逆中臣磐余連ともに仏法滅すと謀り寺塔を焼きならびに仏像を棄てん

と欲す。馬子宿祢争いて従わず」。いわゆる堀江棄仏事件である。「敏達天皇 14（585）年 2 月壬寅、蘇我大臣馬子宿祢、塔

を大野が丘の北に起こし、大会を設え斎く。即ち達等前に得る所の舎利を以て塔柱頭を蔵す。辛亥、蘇我大臣疾を患う。卜

す者に問う。卜者対て言う、父時に於いて祭る所仏神の心を崇める也。大臣即ち子弟を遺して、其の占める状を奏す。詔し

て申す、卜者の言に依りて祠父神を祭るは宜しき、大臣詔を奉りて、石像を礼拝し、寿命の延びるを乞ふ、其の時、国は疫

疾行ひ、民死者あまた、3 月丁巳朔、物部弓削守屋大連、中臣勝海大夫と与に、奏し曰く、何故臣の言を用ひ肯わざる、考

え天皇自ら陛下に及ぶ、疫疾流行、国民絶える可く、あに専ら蘇我の臣の行仏法を興す由非ずや、詔して曰く、灼然、仏法

を断つを宜しき、丙戊、物部弓削守屋大連、自ら寺に詣でて、胡床に踞坐して、其の塔をきり倒す、火燔の縦、ならびに仏像

仏殿を与に焼き、既に而して余りの仏像を焼く所より取りて、難波の堀江に棄てさせる。」 

敏達天皇 13（584）年・14（585）年、蘇我馬子等が仏法を深く信じ仏師尼僧を求め仏殿を設け、大野丘の北に塔を建て大

会を催した。その後、馬子は発病し自ら仏像を礼拝したい旨を申し出た、その時、国中に疫病（疱瘡）が流行し死者が多く出

た。物部守屋と中臣勝海が天皇に疫病の流行は蘇我臣が仏法を興したことによると奏上した、天皇は宜しく仏法を断めよと

申され、物部守屋が自ら寺に行き塔を切り倒し仏像仏殿を焼き、残りの仏像は難波の堀江に棄てさった。 

 敏達天皇は 585 年に崩御される。次に 31 代用明天皇（585 年～587 年）が即位する。「蘇我馬子宿祢を以て大臣とし、物

部弓削守屋大連をもて大連とすること、並びにもとの如し。」その用明天皇も 587年 4月 9日に崩ぜられ、32代崇峻天皇（587

年～592 年）が同年 8 月 2 日に即位した。その間に用明天皇が病に罹り「朕三宝に帰せむと思ふ卿等議れ」と申され、物部

弓削守屋大連は「何ぞ国神に背きて他神を敬はむ」と反対したのに対し、蘇我馬子は「詔に随いて助け奉るべし」と賛成する。

この時「皇弟皇子豊国法師を引き内裏に入れる、物部守屋大連横目に睨み大いに怒る」との記述がある。このことにより蘇我

馬子側、いわゆる崇仏派が多数を占め、物部守屋と中臣勝海側の排仏派が孤立したことがうかがわれる。 

 身の危険を感じた物部守屋は、河内国渋川郡阿都の別業に退き防衛の態勢をとる。また中臣勝海も家に立てこもるが舎
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人迹見赤檮 （とねりとみのいちい）に暗殺されてしまう。 

 『日本書記巻第二十一』 

 「秋 7 月、蘇我馬子宿祢大臣、諸皇子の群臣らに勧めて、物部守屋大連を滅さむことを謀る。泊瀬部皇子・竹田皇子・厩戸

皇子 （うまやとのみこ：聖徳太子）俱に軍旅を率ゐて進みて大連を討つ。大伴連囓 （おおとものむらじくい ）・阿陪臣人（あべ

のおみ ）俱に軍兵を率ゐて、志紀郡より渋河の家に到る、大連親（みずか）ら子弟（やから）と奴軍（やっこら）を率ゐて、稲城

（いなき）を築きて戦ふ、是に大連、衣摺朴枝（えのき）の間に昇りて臨み射ること雨の如し、其の軍盛（いくささかり）にして、

家に填ち野に溢れたり、ここに迹見首赤檮有り、大連を枝の下に射堕して、大連あわせて其の子等を誅（ころ）す」             

 

3.物部守屋と枚岡神社の所蔵文書 

『全国神職会会報・明治 37（1904）年 1 月 20 日発行』には、「物部守屋社を官幣社となすこと」との文言が見えるが、墓所

が官社となったことはない。『大阪府皇典講究分所録事・第 6 号明治 39（1906）年 12 月 1 日発行』では、第 1 回講習会の講

師を枚岡神社武津八千穂宮司が務めている。東京に皇典講究所（後には國學院大學にも繋がる）が設立され、各道府県に

は皇典講究分所が設けられ、神社行政、神職養成、神職教育が行われていた。 同じく『大阪府皇典講究分所録事第 9 号・

明治 40（1907）年 7 月 25 日発行』に「守屋連ノ墓へ金幣下賜ヲ宮内大臣へ請願ノ件の可決」の記事が見える。大阪府皇典

講究分所の理事会において、物部守屋公墓所への金幣の下賜請願の議決が行われている。 

 同じく『大阪府皇典講究分所録事・第 12号』に皇典講究分所地鎮祭斎主を武津宮司が務め、大阪府神職総代にも武津宮

司の名前が記されている。記事中に見える物部守屋公の墓前祭は、大阪府神社庁中河内支部、現在の第六支部の神職が、

大阪府神社庁の委託を受けて連綿と続けてきた。この諸記事に現在へ続く萌芽が感じられて興味深い。 

 明治 43（1910）年に大阪府皇典講究分所が大阪國學院に組織、名称が変更になった。以下では、『自明治三十四年至大

正五年拾六年 庶務稟議綴 官幣大社枚岡神社』、『大正六年ヨリ昭和二年迄拾壱ヶ年 庶務綴 官幣大社枚岡神社』の 2

冊より物部弓削守屋大連公の関係記述を抜き出した。 

「大正五年の条 國第四七号 拝啓春暖之候 愈々御清祥之段奉賀候 陳者 本院経営ニ付テハ 常ニ御援助相受ケ 

実ニ難有奉感謝候 就テハ本年卒業生中 本府ニ於テ 施行相成候神職試験合格者 別紙ノ通ニ有之候 貴神社ニ於テ

社員 御任用ノ節ハ 可成御採用相成候様致度 此段得貴意候 敬具 大正五年四月十九日 大阪國學院長鈴木邦義」 

 

「官幣大社枚岡神社 宮司武津八千穂 殿 中河内郡支部提出 一、中河内郡竜華村大字太子堂ニ所在 大連物部守屋

ノ墓碑前ニ於テ本年七月七日本院ノ事業トシテ祭典ヲ執行シ 各支部ヨリ代表者ヲ派遣シ其祭儀ヲ執行セラレンコトヲ望ム         

提出ノ理由 欽明朝 廷臣宗教ヲ以テ政権争奪虎距獅睨ノ時ニ方リ 守屋大連ハ単独固有ノ大道ヲ宣揚 且國体ノ尊厳ヲ

保守シタル鉄腗義膽 誠ニ欽慕ニ耐エサル所ナリト雖モ 惜ラクハ殞命ノ后千有余ネン僅ニ 一基ノ碑ヲ存スルニ止マリ 英

霊ヲ追慕スルモ稀少ナリ 是ヲ以テ毎年一回本院ヨリ催シテ祭典ヲ行ヒ請酌庶○ヲ奠シ 以テ英霊ニ記念感謝慰安スルハ斯

道従事者ノ最大義務ニシテ 当ニ報本反始ノ誠意ナリトス コレコノ擧ヲ要望スル所以ナリ」 

 

4.物部守屋と大聖将軍寺と戦争 

大阪府八尾市の大聖勝軍寺は、八尾市の西南部に位置している。所在地は、大阪府八尾市太子堂 3-3-16 で、位置は

北緯 34 度 36 分 48.84 秒、東経 135 度 35 分 16.88 秒で標高は 11m である。大聖勝軍寺は旧奈良街道に面して建つ高野

山真言宗派の仏教寺院で、山号は神妙椋樹山（しんみょうりょうじゅさん）である。開基は聖徳太子、本尊は植髪太子（聖徳
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太子）である。聖徳太子建立三太子とは、①叡福寺の「上の太子」、②野中寺の「中の太子」、③「下の太子」と呼ばれている。

創建年は用明天皇 2 年（587 年）、札所等は河内西国三十三

箇所 1 番、聖徳太子霊跡 2 番地である。第 31 代用明天皇は

聖徳太子の父である。 

図 4-1 は大聖勝軍寺の付近図である。この付近は、大聖

勝軍寺の前に守屋洗池があり、樟本神社北木の本には守屋

首洗池があり、南側には鏑矢塚や弓代塚があり、北側には物

部守屋大連墳がある。 

 594年。飛鳥時代、用明天皇の在位は 585～587、大聖勝

軍寺創建（587）。大聖勝軍寺は、この地は渋川の阿刀（あと）

と呼ばれた。我が国の仏教創生期に、仏教の導入に反対し

たと伝えられる物部守屋の別宅が、ここにあった。 

597 年。瀕死の病床で仏教に帰依することを用明天皇が群

臣たちに諮問したことから、廃仏派の物部守屋は身の危険を

感じてこの地に退いた。用明天皇の殯が明けるのを待って、崇仏派の蘇我馬子は諸王子と群臣とに勧めて、守屋を滅ぼそう

と謀った攻防戦の主戦場である。  

物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子・聖徳太子とこの一帯で戦い敗れたために滅亡した。しかし、物部氏傍系一族の弓

削氏、来栖氏および矢作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持していた。台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消

失しているため、文化遺産をどのように保存できるかが課題である。 

601年。聖徳太子は、斑鳩宮を造営、政治の基調、文化の向上と仏教の興隆を目指した。冠位十二階の制定、 遣隋使 ・

小野妹子を派遣、国書を煬帝に奉呈した。天皇記、国記 の記録・勝鬘経義疏、維摩経義疏と法華経義疏の撰を行った。  

 

   

写真 4-1.大聖勝軍寺内にある古い戦

場記念碑 

写真 4-2.大聖勝軍寺の正門の右側

で、聖徳太子やその関係者 

写真 4-3.大聖勝軍寺の山門で、正面

の奥は聖徳太子仏像がある 

 

写真 4-1 は大聖勝軍寺内にある古い戦場記念碑である。戦場記念碑とは物部守屋と聖徳太子の戦の場である。戦場記

念碑の右側には守屋洗池がある。写真 4-2 は大聖勝軍寺の正門の右側で、聖徳太子やその関係者の記念碑である。この

奥にあるのが大聖勝軍寺の入口である山門である（写真 4-3）。 

写真 4-4 は物部守屋との戦争時に隠れていた心妙椋樹の裏である。写真 4-5 は聖将軍寺入口の右側にある守屋池であ

り、形状は円形ではなく六角形に近い池である。大聖勝軍寺の境内（門前）にある「守屋池」は、聖徳太子が迹見赤檮に鏑矢

 

図 4-1. 大聖勝軍寺の付近図 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 

物部守屋大連墳 

守屋首洗池 
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で守屋を射させ、秦河勝がその首を取って、この池で洗ったとの伝えがあり、「守屋首洗池」とも呼ばれる。同様なことが楠本

神社北木の本にもある。写真 4-6 は将軍寺前の守屋池の石碑である。この守屋池は、神社に登録されている。測量値につ

いては、次の項目で、物部守屋と守屋池と守屋首洗池を比較・検討した。 

 

 
 

 

写真 4-4. 物部守屋との戦争時に隠れ

ていた心妙椋樹の裏 

写真 4-5.聖将軍寺入口の右側にある

守屋池 

写真 4-6.大聖将軍寺前の守屋池の

石碑 

 

5.物部守屋と守屋池と守屋首洗池 

樟本神社（北木の本）の概要と特徴を次のようにまとめる。①延喜式神

名帳は樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、 

志紀郡鎮座である。②現社名は樟本（くすもと）神社、北木の本社である。

③主祭神は古来木霊で、その後、布都大神（ふつのおおかみ）、饒速日

（にぎはやひ）命、 『河内志』「並布都明神」、 『河内各所図会』「布都明

神と称して物部守屋の霊を祭る」、 『大阪府神社明細帳』「布都大神」で

ある。④勧請神は物部氏守屋の神とし大連守や城墟である。⑤宮司は永

井 誠子氏。⑥神社創建は、崇峻天皇 2 年（587）に物部守屋滅亡頃、古

墳時代以前に遡るか謎。⑦社格等は式内小社。旧社格：村社。例祭：不

詳⑧関係氏族は物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領地)。

⑨鎮座地は〒581-0041八尾市北木の本 5-73。⑩鎮座地移転は最初は

木本村に三座、北木本が分村し、さらに南木本が分村した。⑪緯度は 34

度 36 分 18 秒最南、135 度 35 分 12 秒、標高 10m。 

⑫連絡先は、水野富蔵 (関大八尾支部顧問）。⑬路線は JR 大和路線 

八尾駅 2.0km、地下鉄谷町線八尾南駅 0.6km。⑭境内末社は稲荷（いな

り）大明神、1 社。⑮祭祀対象は本来は木霊（木魂）である。 

⑯社 殿は本殿と拝殿、権現造。⑰鰹木はＴ字型、各 1 本、計 3 本。⑱千

木は千木を外削ぎ（先端を地面に対して垂直に削る）。⑲鳥 居は1基、最高3.34m。⑲石燈籠は 1基、最高2.21mである。 

⑳備 考としては、現在の八尾市北木の本（旧丹北郡）、北木の本、南北木の本（旧志紀郡）の 3 箇所に鎮座している。八尾

空港の北の平地住宅地の中に三社が散在。この地は物部氏の住地であり、その遠祖神を祀ったとされる。境内に児童公園

 

図 5-1. 古代河内国で、現 JR 八尾駅付近。古代の

仏教戦争地、渋川神社と樟本神社 

Copyright (C) 1996-2013 INCREMENT P CORP. 

大聖勝軍寺 

樟本神社 

渋川神社 
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がある。物部守屋の首を洗ったと伝わる守屋首洗池がある。三社では小規模。境内には大楠木がある。武人と政治家の物

部守屋と蘇我馬子との力量が比較できる。 

天皇家より遥かに古い時代よりこの地を開拓してきた豪族である物部氏の大連は、大陸・半島からの新しい文化特に仏教

へ対応できず、ここに滅び去った。この地を中心に多くの物部支族がいたが、全面的に皇室・蘇我連合に反抗していない。

物部氏が河内に展開して以来、支族が力をつけており、本家の頭領とは言え、守屋は絶対視されていなかった。物部の本

貫地をあえて太子堂として聖徳太子の威光・威徳をもって、住民を慰撫したのかも知れない。 

守屋首洗池は樟本神社（北木の本）の入口の左側にある。境内に入ってすぐ右に小さな池（水は涸れている）があり、その

前に“守屋首洗池”（だいぶ摩耗している）と刻した自然石の碑が立っている。社務所壁に貼られた案内文は次の通りである。

「大和時代（587 年）蘇我馬子は天皇系と結びつき聖徳太子らと共に阿都の地に物部守屋を攻めてきたとき、聖徳太子

が迹見赤擣に鏑矢をもって、物部守屋を射させたところ、その矢が守屋の胸に当たり、秦河勝がその首をとって、この

池で洗って聖徳太子の見参に入れたといられる。俗に、「守屋首洗池」とも呼ばれる。この辺には、鏑矢をもって射せた

ところに史跡弓代塚があり、物部守屋の胸に当たり、鏑矢が落ちたところに史跡鏑矢塚がある。」 

同じ守屋池と称する古池が太子堂の大聖勝軍寺にもある。いずれも後世になっての創作であろう。ただ、聖徳太子

が矢を射て守屋を倒したとの伝承は、金春禅竹（1405 年-1471 年）の明宿集にもあり、室町の頃には広く知られていた

らしい。  

 

   

写真 5-1.守屋首洗池と右の記念碑 写真 5-2.物部守屋首洗池の前は公園 写真 5-3.物部守屋首洗池の記念碑 

 

写真 5-1 は物部守屋首洗池と右の記念碑で、写真 5-2 は物部守屋首洗池の前は公園で、写真 5-3 は物部守屋首洗池

の記念碑である。石碑円周と石碑直径は地面から上部になるにつれ大きくなる傾向である。すなわち、石碑円周は 1.12m か

ら 1.31m の範囲で、差は 0.19m ある。石碑直径は 0.357m から 0.417m で、差は 0.06m である。 

 

 
石 碑 

石碑円

周 

石碑直

径 

石碑高

さ 

1 石碑上部 1.31 0.417 0.73C 

2 石碑中部 1.26 0.401 0.55R 

3 石碑下部 1.26 0.401 0.55L 

4 石碑地面 1.12 0.357   
 

 

表 5-1. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石（m） 図 5-2. 樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石 

 
表 5-1 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑石の測定値である。図 5-2 は樟本神社「北木の本」の守屋首洗池の碑
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石の測定値からグラフ化したものである。 

 
表 5-2. 守屋首洗池測量値（m） 

 池円周 池直径 池深さ 池対角線 池の所在地 

1 19.15 6.11 1.18  樟本神社（北木の本） 

2 16.25 多角形 0.75 4.60,5.20 勝軍寺 

 
表 5-2は樟本神社北木の本と勝軍寺にある守屋首洗池測量値である。池円周は 19.15mと 16.25mで、差は 2.9mである。

池深さは 1.18m と 0.75m で、差は 0.43m である。勝軍寺の池直径は多角形のため不能で、池の対角線を測量すると 4.6m と

5.2m であることが確認した。 

更に大聖勝軍寺門前には守屋池との伝承のある「守屋池」と呼ばれる古池、「守屋塚」の近くに守屋公を射殺した矢の「鏑

矢塚」、その矢を放った弓を埋めたと云う「弓代塚」がある。また、少し離れた若江山光蓮寺の境内には守屋公の城跡である

「稲城跡」、樟木神社北木ノ本にも、守屋公首洗池と伝わる古池が現存している。 

 

6.物部守屋の公墓所 

 物部守屋公墓所は、明治初期当時の堺県令小河一敏によってその恰好が整えられ、現在の墓碑、石鳥居、石玉垣、灯篭

が設立された。大正 5（1916）年に大阪府下の神職により墓前祭が開始される。大正 9（1920）年大阪國学院中河内支部の神

職の手によって墓前祭が継承せられ、先の大戦後は大阪府神社庁の委託を受けて中河内支部、現在の第 6 支部の神職が

祭祀をつかさどる。 

用明天皇 2（587）年 7 月 7 日、八尾市の渋川の地での戦いで守屋公は蘇我氏の軍勢に敗れた。その前年の 6 月 5 日、

府下神社を始め他府県の御神縁神社の宮司総代、敬神婦人会の役員等百名を越える参列者のもと墓前祭が斎行されてい

る。この墓所のある地は、享保元（1801）年発刊の『河内名所図会』にも「守屋塚」と描き込まれている。 

 

 
  

写真 6-1.大聖将軍寺にある物部守

屋像 

写真 6-2.八尾市の大聖勝軍寺近くにあ

る物部守屋墓 

写真 6-3.物部守屋の墓には、神社とし

ての鳥居、1500 年前の権力を象徴 

 
写真 6-1 は大聖将軍寺にある物部守屋像である。写真 6-2 は物部守屋の墓。墓の入口には写真 6-3 のような明神系鳥

居が建立している。墓の周囲にある玉垣は全国の有名な神社関係者が寄進し、1500 年前の大きな権力と影響力をうかがい

知ることができる。この墓地は大聖勝軍寺より国道 25 号線を 100m 程東に進んだところにある。物部守屋の墓にある鳥居の

規模は、直径 0.26m、円周 0.89m、鳥居の柱間距離は 2.00m、貫における下段と上段の高さは、2.05m と 2.27m である。笠木

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%8B%9D%E8%BB%8D%E5%AF%BA
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における下段と上段の高さは、2.55m と 275m である。そして、笠木の上にある反増の頂点は 2.90m である。 

 

7.おわりに 

  物部 守屋（生年不詳～587 年）は、飛鳥時代の大連（有力豪族）で、有力な軍事氏族である。物部氏は日本に伝来した

仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。572 年、敏達天皇の即位に伴い守屋は大連に任じられた。

用明天皇が 585年 9月 5日に即位した際、物部弓削守屋大連公を大連また大臣とした。用明天皇が即位された時に、大臣・

大連の制度ができ、大臣には平群（へぐり）氏、大連には大伴氏・物部氏が選ばれた。587 年、大連であった物部守屋が蘇

我馬子に滅ぼされて以降、勢力が衰えていた物部氏の一族としては異例の昇進を遂げ、左大臣に至った。 

蘇我氏は連の大伴氏と物部氏にならぶ三大勢力の一角となり、やがて大伴金村が失脚すると、大連の物部氏（物部尾輿）

と大臣の蘇我（稲目）の二大勢力となる。敏達天皇・用明天皇の治世に当たる６世紀後期には、尾輿の子である物部守屋が

大連に任命された。蘇我馬子が大連である物部守屋を討った後は大連制が事実上廃されたために馬子が単独の執政官と

なり、以降は蘇我氏が政権の中枢を担うようになり、大臣は蘇我蝦夷（馬子の子）が跡を継いだ。朝鮮半島の経営に失敗した

大伴金村が物部尾輿の糾弾によって引退に追い込まれると、物部氏が単独の大連の地位を占めることになった。 

昭和 62年発刊の『物部守屋公御神退千四百年祭記念誌』を読むと、「何背國神 敬他神也」と言い放たれた守屋

公の遺徳の顕彰、我が国の道統護持、継承の為の永年の労苦に尊敬の念を禁じ得ない。守屋公墓の墓所地の確保、

整備については節目で事業が行われ、現在の様に整えられている。この管理は、支部内の神職が中心となり、その

他にも年間を通して何人かの篤志家が清掃奉仕をして墓所の清浄を保っている。 

大聖勝軍寺門前の「守屋池」は５坪程の空池で、駐車場の片隅にあり小さな標石が建立されている。土地は国有

地であるが、大聖勝軍寺の住職夫妻が丁寧に清掃管理をしている。「鏑矢塚」には、八尾市教育委員会の文化財説

明板が設置されていている。「弓代塚」については、土地が高圧電線の鉄条網内にあり側に行くことさえ出来ない

状態である。 

 

   

写真 7-1.鏑矢塚の石碑。 写真 7-2.弓代塚の石碑 写真 7-2.稲城址の石碑 

 

写真 7-1 の鏑矢塚の石碑は守屋を射った鏑矢を埋めたと伝わる所である。写真 7-2 の弓代塚の石碑は守屋が迹見赤檮

の弓に撃たれたと伝わる所である。写真 7-3 の稲城址の石碑は、八尾市南木の本（旧字名；城の跡）光蓮寺の入口にあ

る。聖徳太子が物部守屋の館のあった阿都桑市を攻めたとき、守屋はこの地に城を築き抗戦したという。「稲城の

謂れは稲で囲った城」とも、「稲積みの城」であったとも伝われている。 

最後に、物部氏ゆかりの神社の分布を活躍歴史でみると以下(一部割愛)のとおりである。 これを近畿に限定すると、次の

とおりである。大阪府豊能郡（4 神社）、箕面茨木方面 （5 神社）、枚方交野方面 （7 神社）、生駒西（石切・枚岡神社）方面  

http://kamnavi.jp/mn/osaka/mmap0.htm
http://kamnavi.jp/mn/osaka/mmap1.htm
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（11 神社）、古市古墳群方面 （12 神社）、大阪市長居から堺へ（12 神社）、大阪府貝塚市以南（5 神社）、奈良 （49 神社）、京

都（34 神社）、和歌山 紀ノ川下流域（21 神社）、滋賀（23 神社）と三重（40 神社）である。さらに、八尾方面に限定すると、次

の 17 神社が以下のように鎮座している。 

河内高安 式内 恩地神社  八尾市。河内若江 式内 弓削神社  八尾市弓削町。河内若江 式内 弓削神社  八尾市

東弓削町。河内若江 弥加布都命神社 東弓削町の弓削神社に「彌加布都命」「比古佐自彦命」が合祀。『白鳥上』109。 

河内若江 比古佐自布都命神社 同上。河内志紀 式内 若江鏡神社  東大阪市若江南 2-3。 

河内若江 式内栗栖神社 八尾神社  八尾市本町。 

河内若江 式内 渋川神社  八尾市。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市木の本。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市南木の本。 

河内志紀 式内 樟本神社  八尾市北木の本。 

河内渋川 式内 跡部神社  八尾市。河内若江 式内 矢作神社  八尾市。河内若江 式内 御野県主神社  八尾市。

河内高安 式内 玉祖神社。河内高安 式内 都夫久美神社。矢作連（やはぎ）は布都怒志命の後裔でもある。弓矢を造る

伴造を統率する氏族、祖神の経津主を祀っていた。 

物部氏傍系一族の弓削（ゆげ）氏、来栖 （くるす）氏、矢作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に弓削氏から出

た道鏡（どうきょう 700～772 年）は称徳天皇のもと、奈良時代後期の日本における実質的な権力者となっている。 
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