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―河内王朝 雄略天皇・物部氏と百済王朝 渡来人とともにー 
中 良紀（Yoshinori NAKA） 

（大阪経済法科大学客員教授） 

Japan Heritage and its Takayasu Senzuka Kofun Group 
Yao's Tourism Promotion, Yao City, Osaka Prefectur 

ABSTRACT 

This research is a part of a comprehensive academic survey aimed at clarifying the history of the 

area and preparing documents of cultural heritage studies. This paper scientifically considered 

history of culture on the tourism promotion of the Yao, the Japanese heritage and the Takayasu-senzuka 

kofun group. Takayasu-senzuka kofun group is a large tumulus group distributed in Yao City, Osaka 

Prefecture, from the hattori river area to the korikawa area. Takayasu-senzuka kofun group is 

designated as a historical site of the country by an old kofun group distributed in the east of Yao City, 

Osaka Prefecture, at the foot of Takayasu-mountain. It is thought that these ancient tombs were 

constructed from the 6th to 7th century. Many of the ancient tombs are small round burial mounds, 

10-20 meters in diameter. They are distributed mostly on Mt. Takayasu hillside with a height of 50-300m. 

Most of the ancient tombs are open in their south side. Some 600 ancient tombs had been discovered by 

the survey of Taisho period (1912-1926).  

Takayasu-senzuka kofun group had more than 300 tumuli, but currently there are currently fewer 

than 200 tumuli. The reason for the decrease in the ancient tomb is because the number of houses is 

increasing due to urban development. These areas were called “Senzuka”. Takayasu-senzuka ｋofun 

Group is ①okubo/yakatake sub-group), ②hattorigawa sub-group, ③korigawa sub-group, ④ kurotani 

sub-group. The four areas of takayasu senzuka kofun group are ①the sairai-ji temple area of hattori- 

gawa west (northernmost tip), ②the zenkō-ji temple area, ③honsho-ji temple, and ④the houzou-ji 

temple of south side of Shigisanguchi station area. 

Among them, consider the big achievements, characteristics and values of the Kawachi Dynasty. 

Furthermore, consider the relationship between Yao's tourism promotion and the Japanese heritage as 

follows. That is, ①Tourism Promotion of Yao and Japanese Heritage, ②Japanese Heritage, ③Yao's 

brand formation and Japanese heritage, ④Yao's tourism resources, ⑤Yao's brand formation and 

Takayasu-senzuka burial mound of Japan heritage. 

This paper is a report of empirical research which captures the ruins of Yao as a stage of the culture 

and tourism industry which decided the fate of history and the historical sites of Japan diversely. It is 

important to consider the position and problem of Yao city's history and sightseeing in relation to 

residents' development history and history of environmental change. The authors would like to organize 

the findings on conservation of cultural heritage in Yao city and environmental problems, etc. as future 
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research subjects. Furthermore, because it was a short-term investigation, there are not many 

unexplained matters, and we plan to continue the investigation in the future, but for the time being we 

have arranged the findings of the results so far. 
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1.はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調

査の一部である。本論文は、八尾の観光振興、日本遺産と高安千塚古墳群について、大阪経済法科大学

地域総合研究所の平成 30(2018)年３月発行の紀要大１０号論文に一部加筆修正し、歴史の文化を科学的

に考察したものである。高安千塚古墳群とは、大阪府八尾市、服部川地区から郡川地区にかけて分布して

いる大古墳群である。 

高安古墳群は、大阪府八尾市の東部、高安山の麓に分布する古墳群で、国の史跡に指定されている。

高安千塚古墳群は 6〜7 世紀に建設されたと考えられている。古代墓の多くは、直径 10〜20m の小さな円

形の埋葬地である。高安千塚古墳群は、主に 50-300ｍの高さを持つ山間山麓に分布している。古代の墓

のほとんどは南側に開いており、大正時代（1912-1926 年）の調査では、約 600 の古墳が発見された。高安

千塚古墳群は３００基を越える古墳が存在していたが、現在では２００基弱の古墳が現存している。古墳減

少の理由は、都市開発のため住宅が増大しているからで、これらの地域は「千塚」と呼ばれている。高安千

塚古墳群は、①大窪・山畑支群、②服部川支群、③郡川支群、④黒谷支群である。高安千塚古墳群の４

つのエリアは、①服部川西( 北端)の再来寺エリア、②禅光寺エリア、③本照寺、④信貴山口駅南側( 南

端)法蔵寺エリアである。これらの地域では、大きな政治力を持つ人々のほんの少数のものが円形の古墳

で四角形の正面になっている。古墳後期は、小さな地元の一族が、権力を拡大して権威が分断されたよう

な状況から、多くの古墳がこの地域に集中したと考えられる。墓の詳細は不明である。 

まず、歴史と文化に関連する観光産業について、八尾のブランド力の形成を吟味する。つぎに、ブランド

である河内王朝時代に造営された百舌鳥古市古墳群の中で、河内王朝の大きな業績、特徴と価値に注目

し、さらに、八尾の観光振興と日本遺産との関係を次のように考察すると、すなわち、①八尾の観光振興と

日本遺産、②日本遺産とは何か、③八尾のブランド形成と日本遺産、④八尾の観光資源、⑤八尾のブラン

ド形成と高安千塚古墳群の日本遺産登録とである。 
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2.観光産業 

2-1.観光産業のブランド力 
観光産業は地域振興にとって非常に重要であり、観光産業の裾野は、観光地の景観場所・神社・仏閣・

レジャー施設・温泉施設・宿泊施設・スポーツ施設・グルメ・土産物を含めたデータベース・ＩｏＴ産

業等である。金融等の裾野は非常に広く、これらに関わる人は多く、地域の雇用に大きく影響する。今

や観光産業はその地域の経済や景気を大きく左右する重要産業である。重要な観光というのは、見て光

を感じる、光が見えることであり、ここでいう光は、観光客にとって価値であるからブランド力がある。

ブランド力がなく、大して有名でもなく、大して価値もなければ、多くの観光客はやって来ない。観光

資源はどこにでもあるが、それにブランドや価値が伴わなければ本当の観光資源とは言えず、観光客は

行きたいとは思わない。それでは、ブランド力のある観光資源が無ければどうするか？ 

 

2-2.八尾のブランド力の形成 

ブランド力のある観光資源は、世界文化遺産がいうまでもないが、その次に日本遺産と国遺跡がある。

八尾としては、せめて日本遺産が必要である。日本遺産が、複数の世界文化遺産と関連性があり、地域

が隣接していれば、その日本遺産は世界遺産と一体となり、日本遺産のブランド力は輝いたものとなる。

八尾高安千塚古墳群は、世界文化遺産登録申請中の百舌鳥古市古墳群と世界文化遺産の法隆寺とは、河

内王朝の歴史やストーリーで密接に関連しており、八尾のブランド形成に重要となる。高安千塚古墳群

の日本遺産登録を是非共に推し進めたい。これには八尾市教育委員会の主導のもと、八尾市、八尾商工

会議所、民間企業および大学や市民の協力と連携も必要である。 

 

３.河内王朝 

応神王朝は、天皇の宮と御陵が河内(当時は、律令制以前の為、律令制以後の河内国以外の摂津国、和

泉国の範囲を含んでいた)に多いことから河内王朝ともよばれている。この王朝に属する天皇や皇族に

「ワケ」のつく名称をもつ者が多かった。河内王朝は、宋書に倭の五王が 10 回にわたり遣使したとの

記述がある。倭の五王が河内王朝の大王と推測されることから王朝全体の実在の可能性は高い。ただし、

倭の五王の比定には諸説ある。  

大阪平野には、河内の古市墳群にある誉田御廟山古墳(伝応神陵)や和泉の百舌鳥古墳群にある大仙陵

古墳(伝仁徳陵)など巨大な前方後円墳が現存することや、応神天皇は難波の大隅宮に、仁徳天皇は難波

の高津宮に、反正天皇は丹比(大阪府松原市)柴垣に、それぞれ、大阪平野の河内や和泉に都が設置され

ていることなどから、河内王朝時代に大阪平野に強大な政治権力の拠点があったことは間違いなく、王

朝は、河内に本拠地を置き、河内湾に港を築き、水軍を養い、瀬戸内海の制海権を握っていた。また、

たびたび宋へ遣使を行い、朝鮮半島への外征も行うなど航海術に関しても優れ、アジアへとつながる海

洋国家であっと考えられる。   

 この河内王朝説を批判する論者に、門脇禎二がいる。門脇氏は河内平野の開発は新王朝の樹立など
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ではなく、初期大和政権の河内地方への進出であったとする。また、河内王朝説でも直木孝次郎、岡田

精司による、瀬戸内海の制海権を握って勢力を強大化させた河内の勢力が、初期大和政権と対立し打倒

したとする説や、上田正昭氏による、三輪王朝（崇神王朝）が滅んで、河内王朝（応神王朝）に受け継

がれたとする説と、水野と井上氏の、九州勢力が応神天皇または仁徳天皇の時代に、征服者として畿内

に侵攻してきたとする説とがある。高安千塚古墳群の基本となる百舌鳥古市古墳群と河内王朝の特徴や

価値について明らかにするため、大阪府八尾市、服部川地区から郡川地区にかけて分布している大古墳

群、かつては 300 基を越える古墳が存在したが、現在では 200 基弱の古墳が現存しているものである。 

 

3-1.河内王朝と百舌鳥・古市古墳群 

世界文化遺産登録申請中の百舌鳥・古市古墳群の概略を記述する。百舌鳥古墳群（もずこふんぐん）は、

大阪府堺市にある古墳群。所在地：大阪府堺市堺区・北区・中区・西区、位置：北緯 34 度 33 分 30.4 秒 東

経 135 度 29 分 02 秒、形状:前方後円墳 21 基・円墳 20 基・方墳 5 基・形態不明 1 基である。築造年代:5

～6 世紀、指定文化財:国の史跡（一部堺市指定史跡）、特記事項:古市古墳群に並ぶ、国内 大規模の

古墳群であるである(表 3-1)。 

表 3-1.大阪府堺市にある古墳群 

  
 

表 3-2.藤井寺市から羽曳野市にある古市古墳群 100ｍ以上の墳丘長 
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古市古墳群（ふるいちこふんぐん）は、大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古墳群。20 基が国の史跡に指

定され、27 基（重複含む）が宮内庁により天皇陵（8 基）・皇后陵（2 基）・皇族墓（1 基）・陵墓参考地（1 基）・

陵墓陪冢（15 基）に治定されている。所在地:大阪府羽曳野市誉田、大阪府藤井寺市藤井寺ほか、位置:

北緯 34 度 33 分 54.2 秒 東経 135 度 36 分 31 秒、形状:前方後円墳・円墳・方墳、築造年代:5～6 世紀、

指定文化財:国の史跡、特記事項:百舌鳥古墳群に並ぶ、国内 大規模の古墳群である(表 3-2)。 

 

高安千塚古墳群は、大阪府八尾市の

東部、高安山の麓に分布する古墳群であ

る。「高安千塚古墳群」の名称で、国の史

跡に指定されている。八尾市の高安地区

中部（千塚、山畑、大窪、服部川、郡川あ

たり）には約 200 基の古墳群が現存し、

「千塚」と呼ぶ。 時期は、古墳時代後期

（6～7 世紀）に造られ、大正時代の調査で

は 600 基とみられている。規模は、横穴式

石室（直径 10～20ｍ）の小さな円墳である。

高安山の中腹・標高（50～300ｍ）に分布

し、４～５世紀の古墳時代前・中期に権力を持った少数の人物によって、巨大な前方後円墳が造られてい

た。しかし古墳時代後期には権力が分散し、財力のある小豪族がこのあたりに勢力を伸ばし、小規模な円

墳を造り、多くの墳墓が集中したと考えられる。被葬者は詳細不明である。  

明治時代初期に、モースが開山塚古墳などを調査、スケッチをして、その成果を「日本におけるドルメ支

石墓」として紹介している。 また、W・ゴーランドが二室塚古墳の写真撮影を試み、明治 30（1897）年に論

文で「双室ドルメン」として発表している。 なお、坪井正五郎氏は、明治 21（1888）年に「古墳・塚穴、ドルメ

ン同源説」も発表している。「高安千塚古墳群」の国史跡指定（文部科学省）は、平成２７（2015）年３月１０

日告示した。 

「高安千塚古墳群」の歴史的重要性について、２００基以上の横穴式石室が良好に残る近畿地方 大

級の古墳群（２２４基。２０１６年１１月）。分布状況は、①）服部川支群、②郡川南支群、③大窪・山畑支群と

④郡川北支群である。日本の古代国家のなりたちを考える上で重要な古墳群とは、河内から大和への要

所にあったと考えられ、大型で精巧な造りの石室があり、ヤマト政権との強い繋がりがあったものと考えられ

る（写真 3-1 と 3-2 と別図）。 

 

3-2.河内王朝の歴史的価値 

3-2-1.河内王朝はいつからいつまでの時代か 

河内王朝の前までは、大和三輪山の麓で大物主神を祭祀として、その祀りを三輪山で行うことにより

豪族達を統率した大和王権時代であり、崇神天皇から、代々その地で政務を執った仲哀天皇・神功皇后

までである。河内王朝は仲哀天皇・神功皇后の子の応神天皇から始まる。応神天皇が伝統的王宮を大和

  

写真 3-1.服部川七墳石室： 

提供・八尾市教育委員会 

写真 3-2.開山塚石室： 

提供・八尾市教育委員会 
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に置きながら河内の開発に乗り出し、河内大隅の宮を、河内国西成郡（墨の江住吉方面から上町台地方

面）ないし東淀川の大隅地区に置き、大古墳を河内恵我、今の古市に造営したことから、河内王朝は、

応神天皇に始まり、河内王朝の最後は河内で大連（おおむらじ）として歴代天皇に仕え権力を伸ばした

大伴氏・物部氏が、大臣（おおおみ）蘇我氏に勢力を奪われた欽明・敏達・用明天皇時代までと言える。

そして、約 300 年間が河内王朝は代表的な業績の特徴から大きく３つに分けることができる。 

前期 応神天皇・仁徳天皇の時代 ４世紀代 

中期 履中天皇から雄略天皇を最盛期とする倭の五王時代 ５世紀代 

後期 大伴氏・物部氏が天皇家を支え全国に勢力を拡大した継体天皇～用明天皇間 ６世紀代 

 

3-2-2.河内王朝の大きな業績と特徴と価

値 

3-2-2a.日本 初の技術変革と成長発展 

河内王朝の前の大和三輪山王権時代は、自

然にめぐまれた肥沃な農地が大和にあり、三

輪山を祭祀とする大王による祭祀中心の政治

であった。河内王朝になると、日本最初の農

業、製造業と文化面で大きな技術開発・技術

変革を成し遂げ、今までの木製の農耕具から

鉄製の農耕具や灌漑工具の開発・灌漑技術の

開発・鉄製の武器の開発・馬の輸入飼育と馬

具の開発および熱に強く耐久性のある須恵器

の開発と衣料製造の発達等を成し遂げた時代

である。これにより治水灌漑が改良され、河

内湖（草香江）や大和川の氾濫で低湿地帯で

あった河内方面が、良好な農地に改善され、

農業生産力が飛躍的に発展した。これを実践

した天皇家は大和と河内で大きな財力を形成

し、全国に統治を広げることができた時代で

ある。そして、その象徴といえるのが百舌鳥・

古市古墳群であり、即ち、大古墳群の造営は、日本最初の技術変革と成長の証しである。 

（河内王朝前期の技術）応神天皇時代から技術変革は進みだし、仁徳天皇の時代には日本最初の大規模

な土木事業が次々に行われた。難波の堀江の開削、茨田の堤の築造，感玖大溝の堀削、狭山池の築造、

東除川・西除川流域の水田化および河内湖沿岸の干拓など、治水灌漑工事により大きな農地開拓を進め、

河内を豊かな農地に開拓した。 

（河内王朝中期の技術）雄略天皇は河内志紀の宮で指揮を執り、技術変革と河内の成長発展をさらに推

し進めた。大連となった物部氏は八尾渋川を本拠地として技術変革を継承し、八尾は物作りの中心地と

 

写真 3-3.世紀 1.5～6・鉄鍛冶集落遺跡集落地。 

提供：八尾市文化財調査研究会 
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なった。八尾の古墳や遺跡からは、鍬や鋤に取り付けるＵ字型の鉄製の農耕具、久宝寺北遺跡や亀井遺

跡からは、新しい治水灌漑技術で作られた大規模な堰や護岸施設が発見されている。勿論、須恵器も発

見されており、また、鉄製の武器や馬飼いの技術、馬具、製塩技術も出土し、鉄鍛冶や須恵器窯業など

が盛んであった。 

（河内王朝後期の技術）こうした技術が、河内から難波の上町台地方面に拡大するとともに、地方の王

権直轄支配の管理のための屯倉も、この時代に非常に多く増設された。こうした技術変革をおこした工

具や製品の出土品についての講演会が、八尾で開催された時の記事を、平成 28(2016)年２月河内新聞に

掲載し、平成 29(2017)年学会総会で講演させて頂いた。 

3-2-2ｂ.日本 初の海外進出と交渉 

河内王朝の大きな特徴は、日本最初の海外交流と進出である。前期、中期、後期毎に特徴を見てみる。 

●河内王朝前期の応神・仁徳天皇の時代：朝鮮半島では高句麗が、中国大陸の鮮卑族の前燕に 342 年に

敗れ、勢力拡大を朝鮮半島南部の新羅と百済に向けた。新羅はまだ弱く、すぐに高句麗に準じたが、百

済は力があり、高句麗に対抗した。百済 13 代近肖古王（346-375）は倭に協力を求め、366 年に絹・弓・

鉄材料を贈るとともに、371年には 369年に製作した七支刀を倭の王に贈り、関係を強化するとともに、

その年、高句麗の平壌を攻め、高句麗第 16 代故国原王(331-371)を戦死させている。七支刀は、天理市

石上神宮に現存する。百済と倭の連合軍は、度々、高句麗に攻め入ったが、高句麗が好太王・広開土王

の時代になると、高句麗の国力は強化され、396 年から 407 年にかけて百済 17 代阿莘王（392-405）と

の戦いに勝利し、領土を広げ、倭を伽耶地域に追いやった。このあたりの歴史は、好太王が亡くなった

412 年から２年後の 414 年に高句麗の北方にある都、現在は、中国・吉林省の輯安に建てられた高句麗

19 代広開土王 ( 391～412)碑の石碑に彫られている。 

こうした歴史的背景のもと応神期に百済伽耶地域より、王仁博士(文字）、秦氏の祖、東漢人の祖と阿

知使主等の最初の多くの渡来人の来朝があり、鉄製造技術、文字などが伝わった。河内王朝は百済と伽

耶との交流を深め支援しつつ、伽耶地区の鉄材料を入手しつつ、渡来人と渡来技術を受け入れていった。 

●河内王朝中期の倭の五王の時代：河内地方の開拓が進み農

業生産力が、また衣・食・住の製造技術が強化され、国は豊

かになり、大王による国の統治も全国に拡大し、大古墳を造

営する力をつけた。そして、その豊かな財力を基に海外交流

や海外進出に進展させた。河内王朝は中国大陸の南朝の宋に

朝鮮半島での統治を認めてもらうべく朝貢のため遣使し、官

位の上昇の交渉を重ねた。これは、宋王朝の歴史書 宋書に

記載されている。400 年に讃（履中天皇）が遣使を開始、406 年

に珍（反正天皇）、413 年に済（允恭天皇）、454 年に興（安康

天皇）、と次第に官位を徐々に上げていき、456 年に武（雄略

天皇）の時,安東大将軍倭王の称号をえている。ただし、高句

麗と同等の官位は得られず、また、高句麗に共同して攻め入る

ことを提案したが受け入れられず、天皇は、以降、遣使を中止し、独自で百済・伽耶・新羅との交流統治を

 

図 3-1.河内王朝の系図 
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進めていった。倭の五王は履中天皇、反正天皇、允恭天皇、安康天皇、雄略天皇と考えられている(図

3-1)。 

一方、朝鮮半島では、450 年以降、高句麗 19 代広開土王・好太王の子の 20 代長寿王が百済に激しく

攻め入り、百済は、倭に更なる援助を求め、461 年百済 21 代蓋鹵王は、河内王朝の 21 代雄略天皇の時

代に、百済太子(後の 22 代文周王)の弟の百済昆支王と部下を倭に派遣した。雄略天皇は百済を支援しつ

つ、彼等を受け入れ、大連大伴氏と物部氏の配下に組み入れ、新たな伴、部という制度を設け統治した。

百済昆支王は、優秀で部下をよく纏め、かつ渡来技術を河内王朝に伝えながら 15 年間以上河内に滞在

し、主に河内安宿に居住し、後に飛鳥戸神社の祭神として祭られている。高句麗は 475 年百済の首都漢

城(現ｿｳﾙ)を攻め落とし百済 21 代蓋鹵王を殺害したため、多くの人が倭に渡ってきた。昆支王は 475 年、

国に戻り 477 年亡くなっている。百済はこの後、昆支王の子供とその子孫が王位を継いで力を復活させ

ている。なお、この期に来朝した人は、応神期に来朝した人に対し、今来漢人、百済才伎と呼ばれ、多

くの鉄器、織物、須恵器等の手工業者の集団であり、王仁博士氏系の西文（後の西 漢氏）も、この期

に来朝し、河内に居住し、馬の飼育、馬具の製造、文字および事務に通じ力を伸ばしている。八尾市の

樟本神社（南木の本・日羅寺）。 

 

3-2-2ｃ.全国統治 
河内王朝の次の大きな特徴は、海外技術の導入、技術革新を基に成長発展し、全国に統治が進展した

ことである。雄略天皇は軍事経済の色彩が濃い大連の大伴氏と物部氏の活用、伴・部・民の統治制度の

活用、近衛兵的舎人の制度の活用、天皇直轄地であり軍事拠点であり、その地域の管理拠点でもある屯

倉を増やし、全国展開を広げた。その証として、埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘文、

熊本県玉名郡の江田船山古墳から出土した鉄製太刀の銘文、いずれにもワカタケル大王（雄略天皇）の

名前や、治天下大王という文字が彫られている。また、千葉県

市原市の稲荷山古墳からは王賜の文字いりの鉄剣が出土し、こ

れらの鉄剣は、大王がその地域の支配を認める宝器として、地

方の豪族に授けたものとされている。 

3-2-2ｄ.河内王朝後期 

河内王朝後期は、雄略天皇の５代あとの 26 代継体天皇～30 

代敏達天皇～31 代用明天皇の時代で、大伴氏と物部氏が重要

な役割を果たす時代である。25 代武烈王の時代に大きく貢献し

た大伴氏が、武烈天皇に子供がなかったため越前の豪族の男の

大迹王(継体天皇)を王位につけた(507 年）。ただ、天皇家との血

縁関係は薄く、他の豪族の反対もあり、大和の伝統的な王宮に

入るのに 20 年を要した。この間、大蓮の大伴氏及び物部氏の力

添えが特に必要であった。さらに、物部氏は継体天皇の時代に、

九州磐井の乱(527 年)を武力平定して力をつけ、以降、27 代安

閑天皇・28 代宣化天皇の時代まで羽曳野・泉州の大伴氏、八尾・難波の物部氏が海外及び国内で大きく

表 3-3.技術革新の交流 
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勢力を伸ばした。しかし、29 代欽明天皇の時代になると、後継者問題と過去の朝鮮半島南部の任那４県

の百済への割譲問題(512 年)で大伴氏が失脚し、540 年、大臣蘇我氏に取って代わられ、また物部氏も

３１代用明天皇の崩御後、後継者問題と仏教問題で蘇我氏に敗れ(587 年）、河内で天皇家に大きな力を

持った大伴氏と物部氏が衰退して河内王朝はここに終焉する（表 3-3）。 

この時代の特徴は、①技術革新：成長路線にのり、製造規模の拡大が進み、豊かさも増す。②海外外交

問題：朝鮮半島では百済昆支王次男 25 代武寧王が、任那４県の割譲を倭に願い、割譲される改革を行い、

国力を回復させた。一方、新羅は、23 代法興王が力をつけ、百済国 25 代武寧王の子の 26 代聖明王時代

530 年頃より、任那(伽耶)および百済に進攻し領地を広げた。 

河内王朝の２９代欽明天皇は、任那日本府の吉備臣を百済に派遣し、541 年には、任那(伽耶)諸国 10

代仇衞王と百済 26 代聖明王年との間で百済復興会議を開く。しかし、新羅が勢力を一層増してきたため、

26 代聖明王は日本に仏教の経典および仏像を

献上し、一層の応援協力を求めた。しかし、562

年に、任那は新羅の 24 代真興王に攻め落とされ

滅亡し、海外拠点を喪失した。この任那問題を背

景に 540 年、大伴氏が失脚し、また、物部氏は仏

教を受け入れ、30 代敏達天皇の命により、百済

から呼び戻した日羅上人を河内渋川阿斗(現八

尾市樟本神社（南木の本・日羅寺）)に住まわせ

(583 年)、日羅上人の為、日本 古の寺院の日羅寺日本 古の寺院の日羅寺（写真 3-4）をそこに建設し

たにも拘らず、仏教の受け入れ意見の相違の争いに豪族を絡んで蘇我氏に滅ぼされている(587 年）。③

統治制度：磐井の乱で九州を平定後、地方の管理拠点の国造に任命し、全国に展開を広げ、また屯倉と

いう朝廷の直轄領、特に 27 代安閑天皇の 535 年には東は上野、西は肥後まで全国に 26 ヵ所も増設され、

全国支配が一層強化された。 

 

4.八尾の観光振興と日本遺産 

4-1.日本遺産とは 

日本遺産は、我が国の文化・伝統を語るストーリーを認定する文化庁主催の日本遺産認定事業で、２年

前に創設された。これはストーリーを語る上で、欠かせない魅力あふれる有形、無形の様々な文化財群を、

地域が主体となって総合的に整備活用し、国内だけでなく、海外にも戦略的に情報発信し、地域の活性化

を図るものである。また、保全のための新たな規制を図ることを目的とせず、地域に点在する遺産を面とし

て活用し、地域の活性化を図るもので、世界文化遺産に価値づけを行い、保護を担保することを目的とす

るものとは違いがあります。 

日本遺産認定による効果は、様々な取り組みを通じ、地域住民のアイディンティティの再認識や地域の

ブランド化を達成し、情報発信により認知度が高まり、地域創生に役立つものである。ただし、名勝地、遺

跡、建造物、祭りなど継承されている文化財や歴史を、単に解説するだけではなく、①地域でストーリーを

表 3-3.技術革新の交流 

 

  

写真 3-4.日本 古の寺院の日羅寺 



10 
 

完結するか、複数の市町村にまたがってストーリーを展開するが、②国指定ないし選定文化財を必ず一つ

を含めることを要求されています。申請は、都道府県の教育委員会を通して文化庁に申請し、この２年間で

54 件が認定され、地方に観光客を呼び込み、地方観光に活気をもたらす。政府は今後、オリンピックまで

に 100 件を認定する予定で、ぜひ、八尾市も早く申請すべきと考えている。 

 

4-2.八尾のブランド形成と日本遺産 

八尾の観光資源：論文の冒頭で述べたように、観光振興にはブランドが必要であり、無ければ、今あ

る観光資源のブランド力をＵＰさせるか、新たに創造するしかなく、八尾の一般的な観光資源としては、

①心合寺山古墳・高安千塚古墳群・高安山・信貴山、②恩智神社・樟本神社・八尾神社・八尾天満宮・

穴太神社・許麻神社、由義神社・渋川神社と弓削神社、③久宝寺寺内町・顕聖寺・常光寺、④雄略天皇・

物部氏・聖徳太子、弓削道鏡・蓮如上人・今東光、⑤河内音頭、⑥八尾若ごぼう・枝豆などの八尾野菜、

⑦八尾空港などがある。 

八尾のブランド形成と高安千塚古墳群を日本遺産へ：八尾の観光資源を見ると、観光資源はあるが肝

心のブランド力のあるものはない。従って、今ある観光資源に価値をつけてブランドにしていくか、新たにブ

ランドを創るしかない。しかし、後者は簡単ではなく、前者を考えるべきとする。上記の観光資源の中で、ブ

ランド力がつきそうなものが、国史跡に登録された高安千塚古墳群である。高安千塚古墳群を日本遺産に

登録し、ぜひ、観光のブランド力をつけるべきである。 

高安千塚古墳群を推薦する理由は、次のように要約できる。①雄略天皇と物部氏に仕えた八尾高安の

渡来人が、造営した百済伽耶系の精密技術で作られた大きな横穴式石室を持った古墳群で、海外交流を

現す価値ある古墳群がある。②河内王朝・雄略天皇の伝説が、古事記で展開されている場所であり、雄略

天皇の河内の王宮志紀の宮があった場所が近い。③また、モースが調査し、海外に発表している価値ある

古墳群である。④さらに百舌鳥古市古墳群とは違い、古墳の中に入ってみることができる。⑤自然に恵ま

れ景観のよい高安山の麓にあり、信貴山にも連なりウオーキングやハイキングにも適している。⑥心合寺山

古墳、恩智神社にも近い。⑦農家や造園業者との提携も可能である。⑧交通の便もよい。など多くの価値

を含んだ観光資源である。ぜひ、日本遺産に登録申請すべきであると言える。八尾としては、国史跡である

高安千塚古墳群の申請に、雄略天皇・物部氏・日羅上人（八尾で聖徳太子に仏教を教える）・聖徳太子・

渡来人のストーリーを織り込み、八尾単独ない

し東大阪・柏原・羽曳野との提携で申請する方

が良いと考えられる。 

５.おわりに 

高安千塚古墳群の愛宕塚古墳(写真 4-1・4-2) 

大阪経済法科大学の西側・生駒山西麓部

で、横穴式石室をもつホタテ貝式古墳とも言わ

れている。前方には池があり、標高 70ｍの高台にある。古墳時代後期(６～７世紀)に築造した塚は、南向き

の開口部があり、塚経は 22.50-25.00ｍと塚高は 6.5-9.0ｍである。横穴式の両袖石室は、塚全長

  

写真 4-1.愛宕塚古墳前 写真 4-2.愛宕塚古墳羨道 
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(15.78-16.80ｍ)、横幅(2.18-2.50ｍ)、奥行き(6.84-7.20ｍ)と玄室高(4.1～4.2ｍ)で、府下 大級の規模と

いえる。家型石棺片には、二上山の白色凝灰岩と播磨系の石材の二種類が確認でき、家形石棺片、鉄製

品、鉄地金銅張の馬具一式（鉄地金銅張子持剣菱形杏葉・鉄地金銅張垂飾板・銀象嵌龍文鞘金具）金銅

製装飾類、土器、玉類等が出土すると共に多数の須恵器も出土した。古墳は府指定史跡で、出土品は府

指定有形文化財である。住所：八尾市神立 4 丁目 42-89。 
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