Moshi-mosu
もっと知れば、もっと好きになる！長岡京市の歴史・文化財
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一気に春がやってきて、寒かった冬をすっかり忘
れてしまうほどあたたかな日ざしに包まれる。人
生には勝負のときがある。この春、地元、乙訓高
校が選抜高等学校野球大会に初出場し、その活躍
は大きな感動をプレゼントしてくれた。戦いの舞
台では、一瞬一瞬が勝負であり、決意と興奮とと
もに失敗や不安への恐れもある。新しいはじまり
の季節を迎えた私たちも同じ。1500 年前、ここ
乙訓は新しい日本のはじまりの地のひとつであ
った。巡りきた記念の年に敬意を込めて、今回も
moshi-mosu をお届けします。

Spring has come to make us forget the cold winter. There is
a time of game in life. In the spring of this year, Otokuni High
School first participated in the High School Baseball
Tournament and their success gave us a great excitement. In
the battle stage, every moment is a game, there is a fear of
failure and anxiety along with determination and excitement.
Now, We who met new starting have the same feelings.
1500 years ago, Otokuni was one of the birthplaces of new
Japan. This year is a memorial year, we also respectfully
deliver “moshi-mosu” this month.

弟国

おとくに――
「

いま
改めて！
この春、センバツ高等学校野球大会での
「乙訓高校」の活躍とともに、全国に「お
とくに」の地名が知れ渡りました。
はじめてみたときは、
「乙訓」を「おつく
ん」とか「ゼットくん（笑）」と読んでし
まった人も多いはず。
今回は、改めてこの「おとくに」の地名
のルーツを探ります。

▲「弟国」墨書土器（長岡第十小学校発掘調査出土）
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歴史を知るってこういうこと？
いきなり「悲しいお話」！

もう１つのルーツ！
「おとうとのくに」！

「おとくに」のルーツは、古事記に記されています。でも、
いきなり悲しいお話です。歴史を紐解くとは、こういうこと
なのかとガッカリしないでください。歴史を嫌いにならない
で！
古事記の中のお話は、こんな内容です――
すいにん
み ち の う し の み こ
垂仁天皇が妃にするため、美知能宇斯王の４人のお姫
様を朝廷にお召しになり、そのうち２人は留めおかれまし
たが、あとの２人は丹波の親元へ送り返されることになり
ました。ところが、そのうちの１人は親元に返されることを
やま し ろの くに
さがらか
恥じて、「山背国」の「相楽」まできたとき、木の枝に首を
吊って自殺を計りましたが死に切れず、さらに進んだとこ
ろで深い渕に落ちて死んでしまいました。落ちて死んだと
ころを「おちくに」、あとになって「おとくに」というようになり
ました、と。
事実かどうかはわかりませんが、このお話から、「おとく
に」を含む「山背国」は、当時の「ヤマト政権」が脅威に
感じる勢力であったので、こうした物語をあえて残してい
たのではとも考えられています。

「おとくに」は、「兄国」に対する「弟国」であるという説も
あります。
かどの ぐん
「兄国」は桂川流域で、「葛野郡」（現在の京都市西部
一帯）のこと。
「弟国」は小畑川、小泉川の流域と考えられています。
こちらは、悲しいお話じゃなくてほっとしましたね。

そして、「弟国」から「乙訓」へ！

おとくにのみや

「弟国宮」が営まれていた時代は、まだ確かな文字が成
立していないとき。その後、和銅６年（713）に「好字令」
が元明天皇によって発令されたことにより、「乙訓」に変
わったと言われています。
「好字令」とは、地名の表記を統一しようという考えのも
と、できるだけ好字（良い意味の字）の漢字２字を用いる
ことにしたものです。

ルーツを

―OTOKUNI

乙訓

探る！

いまから 1500 年前の西暦 518 年、継体
天皇はこの「おとくに」の地に、
「弟国宮」
を遷都しました。
改めて、遷都の歴史をおさらいしましょ
う！

▲乙訓高校野球部

1500 年前、
「弟国」は日本の首都だった！

(449 年)

近江国高島郷三尾野（現在の滋賀県高島市あた
り）で誕生。
越前国高向（現在の福井県坂井市丸岡町）に移
る。

日本書紀によると、第２６代の継体天皇は、西暦５１８
せ ん と
年に「弟国宮」へ遷都しました。宮がおかれた場所は明
らかになっていませんが、おおよそ長岡京市内の北部
（井ノ内周辺）にあったのではないかと考えられていま
す。つまり、長岡京市には７８４年の「長岡京」遷都より
前にも日本の首都ともいうべき場所があったのです。２
度も都がおかれたまちは、全国的にも珍しく、長岡京市
が古くから魅力的な場所であったことを示しています。

506 年

武烈天皇が崩御。

507 年

「樟葉宮」
（大阪府枚方市）で即位。

511 年

「筒城宮」
（京都府京田辺市）へ遷都。

518 年

「弟国宮」
（京都府長岡京市）へ遷都。

526 年

「磐余玉穂宮」
（奈良県桜井市）へ遷都。

531 年

勾大兄皇子（安閑天皇）に譲位し、崩御。
▲「継体天皇」の略歴（日本書紀による）
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長岡第八小学校内で長岡京期（８世紀後半）最南端の東西道路（八条条間北小路）を確認！
昨年冬から今年春にかけて実施した、長岡第八小学校（長岡京市勝
竜寺）のプール建設工事に伴う発掘調査で、長岡京の東西を走る道路
「八条条間北小路」の側溝などが見つかりました。
道路側溝は、現地表から約２ｍ下で発見され、長さ約３０ｍ、幅約１
ｍ、深さ約２０ｃｍで、長岡京期の土器が出土していることや東西を正
つらぬ

確に 貫 いていることなどから、七条大路と八条大路の間の条間小路と
特定しました。
長岡京の東西道路としては、さらに南側の九条大路までが範囲と考え
られていますが、東西道路の溝が確認できたものは今回が最も南にあ
▲長岡第八小学校児童による発掘体験も実施しました

たります。
今回の発掘現場の西側には、５世紀前半につくられた乙訓地域最大
規模である恵解山古墳があり、長岡京期には古墳に隣接して居住域
が共存する形で広がっていたことも明らかとなりました。
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開催予告！

Event イベント情報。

『弟国宮遷都 1500 年記念シンポジウム』
（予定）
■日時 平成３０年６月２日（土） 午後１時～４時３０分
■場所 長岡京市立中央生涯学習センター メインホール
（バンビオ１番館３階・ＪＲ長岡京駅西口すぐ）
■パネリスト

井上満郎さん（京都産業大学名誉教授）
小田桐淳さん（（公財）長岡京市埋蔵文化財センター理事）
梅林秀行さん（京都高低差崖会崖長）
くわしくは、
次号でお知らせする予定です。

中小路健吾（長岡京市長）
■主催 長岡京市・長岡京市教育委員会
ことしは、
「弟国宮遷都 1500 年」！
そして、
「長岡京市歴史再発見の年」！

記念イベント「弟国宮遷都１５００年記念事業」をはじめ、歴史再発見のための情報を長
岡京市のホームページで発信しています。
また、「長岡京市歴史日めくり」も、好評連載中（毎週更新）です。
ぜひ、ご覧ください。
長岡京市

長岡京市は魅力がいっぱい！

愛知県出身。ＮＨＫ「ブラタ
モリ」にたびたび出演。京
都の凸凹を歩くことを取り
上げた著書は続編が刊行
されるほどの人気。

弟国宮

検索

京都高低差崖会崖長の梅林秀行さんに聞きました。

京都市をはじめ、京都府内のいろいろなところを歩いていますが、長岡京市には長岡京市ならではの
魅力がいっぱい。みなさんが生活している何気ない日常のなかにもおもしろいことがたくさんあります。
たとえば、今日は阪急長岡天神駅を降りて、桜や霧島ツツジで有名な長岡天満宮へゆっくりと歩いて
きましたが、西山に向かって緩やかに上っていっていることがわかります。道沿いの区画ごとに利用の
され方が少しずつ違い、歴史を感じられるまちです。さらに西へ進めば、教科書的な断層が見られま
す。今年は、弟国宮遷都１５００年。この記念のシンポジウムに私も参加させてもらいます。歴史の舞
台がどうやってつくられていったのか、また今の長岡京市のくらしにつながるまちの魅力を私なりの視
点で、みなさんにお届けできたらと思っています。

お便りコーナー
建設に伴う発掘調査のときにも、今回よりもさらに一回り大きな「掘立柱建物」が見つかっていることから、その建物の「西脇殿」にあたると思
われる。
このまちのどこかに、きっと「あなたの一生の友達」がいる！
私はこの春から長岡京市で新生活をはじめました。どこ
また、この発掘場所は、長岡京時代の「右京二条三坊二町」という区画にあたり、長岡京の中でも最大級の皇族または高級貴族の邸宅だっ
とても素敵なご質問をありがとうございます。新しい生活がはじまるワクワク感
に行くのも便利で、緑もあるこのまちの魅力にすっかり
た可能性が高い。
は、人生をリセットしてくれる大きなチャンスです。これまでできなかったことが
はまってしまいました。歴史ある場所がたくさんあると
聞いているので、休みの日にはまちを散策しようと思っ
ています。でもまだ、このまちで友達がいません。どう
したらいいんでしょうか。
（新生活はじめさん）

急展開でできるようになったり、新しいチャレンジや出会いによって、自分でも
気づかなかった新しい自分にも出会ったりできるはずです。これまで
の親友もはじめはみんな他人です。さあ、歴史・文化の風を感じな
がら、長岡京市で自分探しに出かけてみてください。きっといつの
間にか隣に友達ができていますよ。長岡京市ははじまりのまち。

『Moshi-mosu』vol.4
発行：長岡京市教育委員会生涯学習課

京都府長岡京市天神 4 丁目 1 番 1 号／平成 30(2018)年 4 月

