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桓武天皇の即位と長岡京遷都
なぜ遷都を決めたのか？

781 年 4 月、光仁天皇の譲位を受けて、山辺親王が桓武天皇として即位します。
年号を延暦と改め、都を遷すことが発表されます。

「どうしてこの立派な平城京から遷都などするのです！　遷都となると、また民
が苦しみます」

反発は多くありました。
なぜ平城京から都を遷すことにしたのかは、諸説あります。
桓武天皇の父光仁天皇は、久しぶりの天智系の天皇でした。

それ以前は元
げんしょうてんのう

正天皇 715 年即位から称徳天皇 770 年崩御まで天武系の天皇が
55 年間続いていました。

桓武天皇としては、天武系の天皇の都である平城京を捨てて、新しく天智系の
都を築こうというお考えがあったようです。

また平城京は東大寺や興福寺など大きな寺社勢力があり、仏教とは切っても切
れない土地です。

そして政治と宗教が結びつくとロクなことにならないと、桓武天皇は実感して
おられたのではないでしょうか。

かつて暴君・聖武天皇の下、鎮護国家の名において、国家財政がメチャクチャに破壊されました。
それも聖武天皇と光明皇后の仏教狂いが原因だったともいえるわけです。

「奈良の仏教勢力とは縁を切って、一から出直そう」
桓武天皇はそういうお気持ちだったのかもしれません。事実、いままでの遷都と違い東大寺や興福寺といった大寺院を奈

良に残したまま、遷都しています。

長岡京へ
784 年、新しい都を建てる場所として山背国長岡の地が選ばれます。
長岡の地は鴨川と宇治川の合流点に位置し、淀川を伝って難波にも出やすく水

の便がとてもいい場所でした。
また渡来系の秦

はたうじ

氏が平安京のある葛
かどののこおり

野郡を拠点としており、誘致に努力したと
もいいます。秦氏は桓武天皇の信任厚い藤原種継と姻戚関係にありました。

藤原種継の暗殺
藤原百川の甥の種継が平安京の造営使に選ばれます。藤原種継は桓武天皇の絶

大な信頼を得て、長岡京造営を進めていきました。
しかし長岡京の工事は遅々として進みませんでした。
工事の人員が逃げ出したり、放火が相次ぎました。

「どうもおかしい」
785 年 9 月 23 日、造営使藤原種継は長岡京の工事現場を視察していました。賊がいたら捕まえて

やるぞと。そこへひょうと矢が放たれ、
ドスッ…

「うっっっ」
ドサッ…

「あっ…種継さま！種継さま！」
造営使藤原種継は何者かに矢を放たれて殺害されます。
種継を厚く信頼していた桓武天皇は、怒りにふるえます。

「おのれどこの誰が。犯人を見つけ出し、種継の墓の前で首をはねるのじゃ」
そこで藤原氏と権力争いを続けていた大伴氏に目がつけられ、大

おおとものつぐひと

伴継人をはじめ数十人が捕縛され
ます。

継人は訴えました。
「犯行はすでに亡くなった大伴家持の指示です。家持が、桓武天皇の弟早良親王の指示を受け

【光仁天皇】

【平城京から長岡京へ】

【藤原百川の甥の藤原種継】
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てやったことです」
「なに家持が。許さぬ！」
桓武天皇はすぐに家持の墓をあばかせ、その官位を停止します。

『万葉集』の編者として知られる大伴家持ですが、政治的には不遇で、死後までもこのような辱めにあいました。
ようやく家持の罪が許され従三位の位が返されたのは 21 年後の大同 3 年（806 年）のことです。
一方、桓武天皇の弟早良親王は淡路島に流されることとなりました。
早良親王は乙訓寺に幽閉されると一切の飲食を拒み、無実を訴え続けました。そして淡路へ護送される途中、無念のうち

に亡くなったと伝えられます。
早良親王の屍はそのまま淡路に送られて埋葬されました。

早良親王の怨霊
こうして平城京から長岡京へ都遷りしましたが…
早良親王が藤原種継暗殺の罪を着せられて死んでから、兄である桓武天皇のまわり

では不幸が相次ぎます。
786 年、桓武天皇の妻旅子が 30 歳の若さで亡くなり、ついで 789 年母高

たかのにいがき

野新笠が
病死。翌 790 年には皇后乙

お と む ろ

牟漏が崩御しています。

さらに皇太子の安
あ て

殿親
しんのう

王（後の平城天皇）が「風病」、一種のノイローゼに悩まさ
れます。

伊勢神宮などで病が治るよう祈らせましたが、いっこうに効果はありませんでした。
「これは祟りです。亡き早良親王の祟りです」
「なに親王が…」
桓武天皇はつくづく後悔されました。

（弟よ、そちは無実だったのだな。我は何という取り返しのつかないことをしてし
まったのだ…）

桓武天皇は淡路島に寺を建てて弟早良親王の霊を慰めます。
そして怨霊の恨み渦巻く不浄の都・長岡京を捨て新たに平安京を都と定めます。
時に 794 年。鳴くよ鶯平安京…学校でそう習ったことと思います。

以後、源頼朝が全国に守護・地頭を設置するまで 400 年あまり、「平安時代」と呼ばれる時代が続くことになります。

【早良親王の怨霊？】

（出典：日本の歴史　http://history.kaisetsuvoice.com/Nagaoka.html）

【長岡京から平安京へ】 【平安京】
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明治天皇陵・桓武天皇陵（京都市伏見区）

　地元では御陵さん、一般的には桃山御陵と呼
ばれるのが明治天皇陵である。
　JR 桃山駅から桃山御陵参道を歩く。素晴ら
しい杉並木である。小鳥のさえずりが響き渡り、
別世界のようである。

　長い参道の終点には広大な敷地に明治天皇陵
がある。正式な陵墓名は伏見桃山陵（ふしみも
もやまのみささぎ）。もちろん、京都の最後の
天皇陵である。
　明治天皇は明治 45（1912 年）年 7 月 30 日
に崩御。遺言に基づき同年（大正元年）9 月
14 日にこの地に埋葬された。元々この場所は
豊臣秀吉が築いた伏見城（第二期・第三期）の
本丸に当たる。
　ここから南を望むと向島方面の景色が一望で
きる。また、転げ落ちそうな急勾配の階段が下
に延びている。

　明治天皇陵の南側から見ると、その階段があ
る。
　我が子（小学一年生）に急遽うらみち特派員
を命じ当たらせたところ、この階段は 228 段
あったという報告を受けている。
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　明治天皇陵から東に斜面を降っていくと、明
治天皇の皇后、昭憲皇太后の陵墓、伏見桃山東
陵（ふしみももやまのひがしのみささぎ）があ
る。
　皇后の陵墓としてはかなり立派だ。
　それにしても宮内庁の管理が徹底しているの
だろう。全くゴミ一つ落ちていない。

　明治天皇陵の北、15 分あまり歩いたところ
には、桓武天皇陵がある。陵墓名は柏原陵（か
しわばらのみささぎ）。
　明治天皇陵よりは小さいが、それでも立派な
ものである。
　なお、本来あった場所は今の明治天皇陵の辺
りだという説が有力である。

　これは丹波橋通から見た桓武天皇陵の参道。
松の並木が特徴的である。
　京都に遷都した天皇と京都から遷都した天皇
の墓が隣接しているのは何やら因縁めいたもの
を感じる。
　桓武天皇陵の東には伏見桃山城公園があり、
また明治天皇陵の南には、裏道案内 63 乃木神
社もある。天気の良い日は半日くらいかけて一
帯を散策するのも良いだろう。

所在地：明治天皇陵（伏見桃山陵）；伏見区桃山町古城山／桓武天皇陵（柏原陵）；伏見区桃山町永井久太郎
交通アクセス
明治天皇陵西参道（桃山御陵参道）へは JR 奈良線「桃山」より徒歩 4 分
近鉄 京都線「桃山御陵前」より徒歩 9 分。京阪電鉄 本線「伏見桃山」より徒歩 10 分

（出典：京都うらみちあんない：http://homepage1.nifty.com/hon/2/2-249/2-249.html）
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乃木神社 ( 京都市 )

　乃
の ぎ

木神
じんじゃ

社は、京都市伏見区の伏見桃山陵（明治天皇陵）の麓にある神社で
ある。旧社格は府社。乃木希典を祀る。
　大正 5 年（1916 年）9 月に創建された。
　建立の中心となった村野山人は薩摩藩（鹿児島県）出身で、豊州の門司鉄
道をはじめ、摂津、山陽、南海、京阪等の各鉄道の取締役を歴任した人物で
ある。
　明治天皇の大葬の際、京阪電車の会社代表として参列。その場において乃木夫妻の殉死を聞いて強い衝撃と感銘を受けた。
そして、乃木希典の 1 周忌に会社の職を辞し私財を投じて、乃木将軍の人となり・日本人の心を後世に伝えることに尽くそ
うと考えた。それが明治天皇の陵の麓に神社を立てることであり、精神の高揚を図ることであった。ここに京都の乃木神社の
由縁がある。

施設
・摂社・静魂神社――静子夫人の霊を祀る。
・神門――樹齢 3 千年という台湾檜 1 幹で立てら

れたという大門である。乃木は第 3 代の台湾総
督で、現地の人々から慕われ、神社創建の際、
現地人が喜んで大木の切り出しに協力したとい
う逸話がある。①

・璞号・壽号――乃木の愛馬で、ロシアの将軍
ステッセルから贈られた白馬・壽号とその子馬・
璞号の銅像が社頭を守るように建っている。②

・長府乃木旧邸――乃木が幼少のとき、父希次
は江戸麻布にあった毛利藩に仕える武士であっ
た。藩主の要請で藩の改革を提言したところ、
そのことを快く思わない幹部藩士に陥れられ、
一家は江戸を追われ閉門蟄居の身隣となり、そ
の後、国元の長府で暮らすことになったときの
住まいを再現したものである。③

・記念館――日露戦争のとき満州で第 3 軍司令
部として使用された民家を、神社創建時に、現
地で家主から建物全体を買い上げ、そのまま移
築したものである。従って建物の腰石も現地で
使われていた物であり、5 億年以上前に形成されたという「漣痕」模様の化石がみられる成珪岩という実に珍しいものである。④

・宝物館――乃木直筆の書をはじめ、親交深かった部下や日露戦争で息子を失った親、遺族に宛てた手紙等がある。⑤
・乃木将軍景仰の碑――日露戦争終結後、多数のロシア軍捕虜が大阪浜寺に護送されてきた折、敵味方の別なくステッセル将軍

と会見した乃木将軍の心に感服した大阪の一女性に依頼されて徳富蘇峰が揮毫したものである。
・吾妻の主錨 -- 日露戦争時、装甲巡洋艦として活躍した吾妻は、昭和 19 年引退したが、京都府出身旧海軍従軍者の熱願によっ

て慰霊のモニュメントとして移設、安置された。⑥
・その他――乃木神社には、多くの著名な彫刻家の作品が置かれている。後藤貞行（愛馬疾走）梶佐太郎（大瓶七宝焼）小倉祐一（乃

木将軍胸像）柚月芳（壽号・璞号）大塚明（大漁船）藤木康成（乃木少年米搗きの像）

（出典：ウィキペディア　http://ja.wikipedia.org/wiki/ 乃木神社 _( 京都市 )）

（出典：京都乃木神社ウェブサイト　http://www.geocities.jp/kyo_nogi/3mid/mid.html）

所在地  京都府京都市伏見区桃山町板倉周防
主祭神  乃木希典大人之命
社格等  府社
創建  大正 5 年（1916 年）
例祭  11 月 3 日

① ②

④

⑥

③

⑤
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