
 
 

3.1.2 研究プロジェクト活動報告 京都文化研究班② 

平安貴族の行動と見聞 
－古典史料アーカイブ利用の試み－ 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】杉橋隆夫 

【RA】花田卓司 

【学内研究協力者】佐古愛己、上島理恵子、滑 

川敦子、中川佳律、谷昇、吉岡直人、飯田将

吾、駒井匠、河原梓水 

【その他】マーチン・コルカット、岡田英樹、

元木泰雄、西村隆、山本崇、井上幸治、田辺

記子、中井芳美、木野明佳、横澤大典、佐伯

智広、長村祥知、田中誠、佐崎文、吉田真澄、

中尾芙貴子、吉永隆記 

 
(b) 研究目的 
本研究プロジェクトは、2002～2006 年度文

部科学省 21 世紀ＣＯＥプログラム「京都アー

ト・エンタテインメント創成研究」（立命館大

学）のプロジェクト「日本古典における人間と

環境－平安貴族とその周辺－」 を継承したも

のである。  

 本研究プロジェクトでは、歴史学的考察を基

軸としながらも、地理学、情報分野等にかかる

研究プロジェクトと連携して、平安中・後期の

平安京とその周辺における貴族の移動や、京都

への人の流入および京都から地方への流出に

ついて検討を加え、当該期貴族社会における空

間移動の問題および都鄙間交流の意義を具体

的・総体的に追究することを目指すとともに、

伝統的な歴史研究の手法である現地調査・史料

読解・分析等に加え、最新の GIS（地理情報シ

ステム）をはじめとする諸種の情報技術を導入

した古典史料活用方途の開拓、ならびに歴史学

研究における新たな可能性を提示することを

試みている。 

 

(c) 本年度の成果  

１．平安京およびその周辺における貴族の行動
に関する研究  

１）移動データベースの作成 
古記録から、日記の書き手（記主）をはじめ、

天皇・院・女院、摂関、一般貴族から庶民にい

たる多様な階層の年間行動記録を抽出して、行

動パターンを移動主体の身分（出自・家格・官

位）、性別、移動目的、移動経路（起点・移動

に利用した道路名・終着点）などの属性に分類

するとともに、典拠史料や年月日別のデータか

らなる「行動記録データベース」を構築してい

る。このデータベースを用いて、人々の行動を

規定する諸要素（地理的条件・政治・思想・宗

教的背景）に関する考察や、様々な日記の空間

情報に分析を加え、記主の身分・階層差による

情報の質・量の偏差や空間認識・行動様式の差

異が生じる背景を追求して、貴族社会の構造と

京都の都市的変遷との関係を検討する。 

今年度は、平安時代中期の記録（『御堂関白

記』・『小右記』・『権記』・『春記』・『左経記』）、

および当該期の文学作品『源氏物語』を対象に



 
 

データの抽出を行い、移動データベースを作成

した。 

２）移動経路の視覚化と軌跡表示プログラムの
構築 

 今年度作成した移動データベース（１）およ

び昨年度完成した『兵範記』移動データベース

を基に、出発点から目的地への移動経路を視覚

化するため、エクセルとアーク GIS ソフトを

用いて以下のような作業を行った。 

まず、『平安京提要』（角川書店、1994 年）

の付図を利用し、エディターで平安京の条坊を

描いた。次に、平安京坊条一辺の大路・小路毎

に ID 番号を付し、（１）で作成したデータベ

ース（エクセル）の道路情報と結合させること

により、経路を視覚化した。さらに、道路毎の

使用頻度を罫線の太さで表示することとした。

また、ID 入力の簡略化を図るために入力用ソ

フトを作成し、メンバー全員の作業効率を高め

た。 

平安京内の移動に関する視覚化は、今年度中

にほぼ完成の域に達したが、移動順路・方向を

も表し得る移動軌跡の表示方法の追求など残

された課題も多い。また、京外（白河・鳥羽、

宇治）、さらには全国に亙る地図作成を進めて

いく予定である。 

３）『源氏物語』における貴族の行動に関する
研究 
（１）（２）で構築したデータベースおよび

システムを活用した平安貴族の行動分析の試

みとして、源氏物語千年紀の 2008 年度、本拠

点主催のシンポジウム「『源氏物語』の読み方

－学際的視野から－」（後述）において、「源氏

物語の時代－人と文物、ディジタル可視化の意

義－」と題する報告を行った。 

本報告では、『源氏物語』に登場する人の移

動に関する情報や地理情報（邸宅・寺社・地名

等）を収集するとともに、（１）データベース

を利用して同時代の貴族の日記にみえる移

動・地理情報との比較検討を行い、現実の貴族

たちの空間認識や行動パターンと、物語世界と

の共通性や差異性を明確にして、源氏物語、さ

らには紫式部の空間認識の特色について考察

を施した。また、源氏物語の主要舞台の一つ、

内裏清涼殿の 3D 復元を紹介しつつ、ディジタ

ル可視化による古典理解の可能性と課題につ

いて報告した。詳細は雑誌『立命館文学』に掲

載予定である。 

今後は検討対象をさらに前後の時代に拡大

するとともに、様々な階層に属する人物の日記

や文学作品に及ぼして、移動に関する情報抽出

を行い、人々の行動を規定する諸要素（地理的

条件・政治・思想・宗教的背景）に関する考察

や、記主・作者の身分・階層差による情報の質・

量の偏差や空間認識・行動様式の差異が生じる

背景を追求して、貴族社会の構造と京都の都市

的変遷との関係について考察を深めていく。 

 
２．GIS を活用した平安京・中世京都の歴史地
図の作製 

１）「解説シート」の作成  
院政期京都における重要地点（邸宅・寺社等）

について歴史解説や現況写真を貼付した「解説

シート」は、21 世紀 COE プログラム「京都

アート・エンタテインメント創成研究」以来進

めてきた作業である。今年度は、京都市南・鳥

羽・伏見・山科区、八幡市・宇治市を作成した。

これで当初予定の全地域のシートが完成した

ことになる。今後は、源氏物語千年紀に関連し

て近年新たに設置された石標の情報等、新規分



 
 

の情報を追加採録していく。 

２）GIS 平安京・中世京都の歴史地図の作製 
本研究プロジェクトでは、21世紀COEプロ

グラムの研究以来平安京およびその周辺にお

ける貴族の行動に関する研究を行うため、院政

期の京都を立体的・視覚的に表現する地図の作

製にも取り組んできた。主に先行研究（『平安

京提要』など）や『兵範記』の記事に依拠しつ

つ、地理情報をデータベース化し、地理学・考

古学、情報分野等の研究プロジェクトと連携し

ながら、GIS（地理情報システム）を利用して

当時の景観や土地利用状況を復原した歴史地

図『平安貴族の見聞地図』を作製している。 

地理専攻のプロジェクトの協力を得て、１）

で完成した「解説シート」全件を、Webサイト

「バーチャル京都」の「院政期の京都市街を訪

ねる」上で公開するとともに、GIS歴史地図と

次章のディジタル図書館上の兵範記データベ

ーストとをリンクさせる予定である。 

 
３．『兵範記』の書誌学的研究とディジタル図
書館の構築  

１）『兵範記人名索引』増補改訂版への作業 
21世紀COEプログラム「京都アート・エン

タテインメント創成研究」の成果として刊行し

た兵範記輪読会（代表：杉橋隆夫）編『兵範記

人名索引』（思文閣出版、2007年5月）の逆引

き（確認）作業を、今年度の大学院授業で実施

した。来年度中に校正が完了する見込みである

。さらに、通称・官職名索引の作成や、『兵範

記』の逸文・断簡（平松家文書『兵範記』断簡

など）の収集、適正箇所への配置を検討した上

で、必要な人名を採取して索引化する作業にも

着手し、最終的には、増補改訂版『兵範記人名

索引』として本研究期間内の刊行することを企

画している。 

２）『兵範記』刊本および校訂本データベース
の完成と公開 
索引と並行して、『増補史料大成 兵範記』

（刊本）のフルテキストデータベースを作成し、

2008 年度中に全面的な校正を完了した。 

３）京都学ディジタル図書館の構築 
本研究プロジェクトでは、（２）デジタルフ

ルテキストおよび（１）人名索引から構成され

る『兵範記』検索システムを、本学大学院理工

学研究科（情報学）、前田亮准教授の研究プロ

ジェクトと連携して構築している。このシステ

ムは、古典史料特有の情報を可能な限り的確に

表現、検索できるよう工夫を凝らしたもので、

具体的にその特色をいえば、第一に、古典史料

に頻出する、現在の文字コードに含まれない文

字、いわゆる「外字」に関して、「今昔文字鏡」

フォントを用いることにより、『兵範記』にお

けるほぼ全ての「外字」を一般的なブラウザ上

で表示できるようにしたことが挙げられる。次

に、フルテキストデータベースの表示画面を単

なる文字列表示ではなく、改行、欠字・平出な

ど古記録・古文書特有の情報を忠実に表示する

ための工夫を施したこと。また、割注や送り仮

名に関してはフォントサイズを変更して表示

し、見やすさにも配慮した。 

さらに、本システムにおいて最も特筆すべき

ことがらは人名検索システムである。先述の通

り、古記録に記載される人名は実名の他に、時

期によって変遷する通称（官職名）などで記さ

れるため、同一人物の複数呼称が頻出する。い

うまでもなく、人名確定は史料を読解する上で

重要な前提作業であるが、それでいて正確な判

定に困難や疑問をともなうケースが少なくな



 
 

い。したがって既存の古記録データベースの多

くは、文字列検索のみに留めて、かかる困難を

回避している。本システムでは、人名索引デー

タベースを搭載しているため、全呼称が検出さ

れることになり、利用価値の飛躍的向上がはか

られたのである。 

また、文中の通称名にマウスポイントを宛て

ると実名が浮き出るようにしたり、マウスポイ

ントを宛てた人物が同日条文中に複数回登場

する場合には、該当箇所全部が着色表示される

ような工夫や、記録年間中の人物の出現率を視

覚表示する工夫も施している。かかる『兵範記』

検索システムは前田准教授の京都学ディジタ

ル図書館システム上で公開している。今後さら

に、歴史地図や地名解説シートともリンクする

予定である。 

なお、本研究の成果は、情報処理学会の学会

誌においても報告している。 

 
４．その他 
今夏、本学において開催予定の日本心理学会

大会において、古行動にかかわるセッションの

企画に参画し、「平安貴族の規範と行動」「平安

貴族の心情（こころ）と行動」と題する 2 本の

報告を提供することとし、その準備作業に着手

した。 

 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
国内シンポジウムの開催 
シンポジウム「『源氏物語』の読み方－学際的

視野から－」の開催 

主催：文部科学省グローバル COE プログラム

「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠

点」（立命館大学） 

共催：立命館大学教育文化事業部 

後援：立命館大学文学部校友会 

日程：2008 年 10 月 11 日（土） 

会場：立命館大学衣笠キャンパス・敬学館地下

大教室 210 号 

講師と演題 

・開会挨拶：木村一信（立命館大学教授、文学

部長、本拠点事業推進担当者） 

・司会：杉橋隆夫（立命館大学教授、本拠点事

業推進担当者） 

・今西祐一郎（九州大学教授）「源氏物語研究

の新展開 －データベース化の意義－」 

・中西健治（立命館大学教授）「源氏物語の隠

れた読み巧者 －北村湖春の人と仕事－」 

・井上満郎（京都産業大学教授、京都市歴史資

料館館長）「源氏物語の国際的背景－「大和

魂」の成立 」 

・佐古愛己（立命館大学准教授）／上島理恵子

（立命館大学グローバル COE プログラム・

共同研究者）「源氏物語の時代 －人と文物、

デジタル可視化の意義－」 

※学外講師 45 分 / 学内者 30 分＋ディスカッ

ション

 

 
(e)業績一覧 
〈著書（分担執筆）〉 
杉橋隆夫「洛西地域と西園寺・足利一門」『「京都歴史回廊概論」講義報告集』立命館大学歴史



 
 

回廊プログラム, pp.160-172, 2008 年 4 月 

杉橋隆夫, 山崎有恒「序言」「はじめに」『「京都歴史回廊概論」講義報告集』立命館大学歴史回

廊プログラム, pp.1, 4-12, 2008 年 4 月 

 

〈論文〉 
木村文則, 小牟礼雅之, 前田亮, 佐古愛己, 杉橋隆夫「古典史料データベース検索システムの提

案」情報処理学会研究報告, 2008-CH-78, pp.45-52, 立命館大学（京都市）, 2008年5月23 日 

【審査付き】花田卓司「南北朝期室町幕府における守護・大将の所領給付権限―守護・大将発

給の宛行状と預状の分析を中心に―」古文書研究, 66, pp.12-35, 2008 年 8 月 

【審査付き】花田卓司「初期室町幕府の所領政策と建武政権・南朝」立命館史学, 29, pp.1-20, 

2008 年 11 月 

【審査付き】花田卓司「軍事関係文書からみた京都―南北朝期の京都合戦―」アート・リサー

チ, 9, pp.21-36, 2009 年 3 月 

 

〈口頭発表〉 
【審査付き】木村文則, 小牟礼雅之, 前田亮, 佐古愛己, 杉橋隆夫「古典史料データベース検索

システムの提案」第 78 回人文科学とコンピュータ研究発表会, 情報処理学会, 2008 年 5 月 

佐古愛己, 上島理恵子「源氏物語の時代－人と文物、デジタル可視化の意義」文部科学省グロ

ーバル COE プログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」立命館大学シンポ

ジウム「『源氏物語』の読み方－学際的視野から－」立命館大学（京都市）, 2008 年 10 月 

花田卓司「南北朝期の室町幕府における所領給付―守護・大将による所領給付の展開と室町幕

府―」第31回立命館史学会大会, 立命館大学（京都市）, 2008年12月14日 

 

〈講演〉 
杉橋隆夫「賀茂社・金閣寺の不思議」八幡市リカレント教育推進講座, 八幡市立生涯学習セン

ター（京都府八幡市）, 2008 年 7 月 5 日 

 

〈講座〉 
杉橋隆夫「京都の朝廷と関東の府」立命館京都文化講座, 立命館東京キャンパス（東京都千代

田区）, 2008 年 5 月 13 日 

杉橋隆夫「承久の乱―全能の帝王後鳥羽の挫折―」第 2 回立命館大阪プロムナードセミナー立

命館京都文化講座『京の乱』, 立命館大阪オフィス（大阪市）, 2008 年 11 月 17 日 

佐古愛己「平安貴族の雅と武」立命館京都文化講座, 立命館大学（東京都千代田区）, 2008 年

4 月 8 日 

佐古愛己「『源氏物語』と平安京―六条院を中心に―」京都歴史回廊協議会「京都探究―ゆかり



 
 

シリーズ―」, 立命館大学（京都市）, 2008 年 9 月 

佐古愛己「藤原定家と平安貴族社会」京都歴史回廊協議会「京都探究―ゆかりシリーズ―」, 立

命館大学（京都市）, 2008 年 9 月 

佐古愛己「薬子の変から保元・平治の乱―「平安」でなかった平安京―」第 2 回立命館大阪プ

ロムナードセミナー立命館京都文化講座『京の乱』, 立命館大学（大阪市）, 2008 年 11 月 

 

〈その他〉 
【シンポジウム開催・オーガナイズ】 
杉橋隆夫・企画司会「『源氏物語』の読み方―学際的視野から―」立命館大学（京都市）, 2008

年10月11日 

 

【その他執筆】 
杉橋隆夫「地域との連携による新たな教学展開―「京都歴史回廊プログラム」―」月刊京都, 685, 

p.20, 2008年8月 

 

【フィールド調査】 
杉橋隆夫, 花田卓司他, 平安貴族の地方留住に関する現地調査（伊豆半島の『閑谷集』故地, お

よび古代・中世村落の故地を調査）, 2008 年 7 月 6-8 日 

杉橋隆夫, 駿豆地方における愛鷹明神社の分布調査, 2008 年 8 月 7 日～数次にわたり実施 

杉橋隆夫, 花田卓司, 佐崎文, 愛鷹明神本社および末社の調査, 2009 年 3 月 28-29 日 


