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平安貴族の行動と見聞  
―古典資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 

【研究員】谷昇 

【RA】花田卓司 

【学内研究協力者】佐古愛己、桃崎有一郎、上島理

恵子、滑川敦子、吉岡直人、飯田将吾、駒井匠 
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木泰雄、西村隆、山本崇、井上幸治、田辺記子、

横澤大典、佐伯智広、長村祥知 

 

(b) 研究目的 

本プロジェクトの主要な研究課題・目的は、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の流

出について検討を加え、平安京・京都の都市構造

と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・総体的に追究するととも

に、貴族の行動様式に影響を与える諸用件を解明

することを目指すものである。 

研究手法上の特色として、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）技術を導入した

点が指摘できる。これらの技術を駆使して、行動

軌跡を視覚表示する地図の作製と、これまでに開

発を手がけた経路の使用頻度を自動計算するソ

フトに改良を加えることにより、大量の移動軌跡

をビジュアル化する技術の開発にも取り組んで

いる。 

 

(c) 本年度の成果  

今年度の主な研究として、源氏物語千年紀にあ

たる 2008 年、立命館大学グローバル COE が主催

したシンポジウム「『源氏物語』の読み方－学際

的視野から－」（2008 年 10 月 11 日）における報

告をもとに文章化した「源氏物語の時代－人と文

物、ディジタル可視化の意義－」の発表と、2009

年 8 月 27 日「日本心理学会第 43 回大会」シンポ

ジウムにおける研究報告（佐古愛己「平安貴族の

規範と行動」、上島理恵子・佐崎文「平安貴族の

心情
こ こ ろ

と行動」）があげられる。そのうち、本報告

書においては、「平安貴族の規範と行動」で論じ

た「移徙
わたまし

」に関する研究を中心に取り上げ、貴族

の行動様式から窺える都市構造や政治・社会構造

と、放火などの都市災害との関係について論じ、

平安貴族の行動様式に関する新しい分析視覚の

提示と今後の課題について記すこととしたい。さ

らに、従来から実施している『兵範記』データベ

ース等に関する作業の進捗状況を下述する。 

 

【1】平安京と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と経路の視覚化 

平安中・後期の古典史料（『御堂関白記』・『小

右記』・『中右記』・『兵範記』他）から、年間の移

動に関する情報を抽出し、移動主体の身分（出

自・家格・官位）、目的、経路（起点・移動に利

用した道路名・終着点）などの属性に分類して、

典拠史料や年月日別のデータからなる「移動デー



タベース」を構築した。このデータベースは今後

もさらに広範な情報を大量に取り込み、また、以

下に記す軌跡構築プログラムとリンクさせるこ

とによって、時代差・地域差を比較検討したり、

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

を検討する作業が可能になると予想される。 

軌跡構築プログラムは前述のデータベースを

基に、移動の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

いて軌跡構築プログラムを開発した。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き、坊条にかかる

大路・小路毎に ID 番号を付して、データベース

の道路情報と結合させ、経路の視覚化をはかった。

さらに、道路毎の使用頻度は罫線の太さで示した。 

以上のデータベース、軌跡構築プログラムを用

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・災害との関係）に

関する考察を視覚的にも分かりやすく表示する

基盤整備が完成した。今年度はこれらを用いて３

つ（①『源氏物語』の空間情報の分析、②平安中・

後期における天皇と上皇の移徙（家移り）、③平

安貴族の「ワザハヒ」に関する行動様式の特徴に

ついての考察）の研究報告を行った。平安京・京

郊地域における一般的火災・災害情報とのドッキ

ングも現在試行中だが、ここでは、報告②を中心

に敷衍・叙述する。 

 

平安中期の古記録にみえる貴族の移動経路 

 

 

 

平安後期の古記録にみえる貴族の移動経路 

 

（以上の図は、古記録データベース〈本学文学研

究科学生吉岡直人、飯田将吾、木野明佳、中井芳

美、中尾芙貴子、他が分担作成〉をもとに、同吉

田真澄が作成した） 

 

（2）平安時代の天皇・上皇の「移徙」 

平安初期の天皇は平安京の中心にある内裏に

居住し、上皇も特定の院御所に住まっていたが、

中期以降になると、里内裏や複数の院御所が築か

れ、数多くの居所を頻繁に行き来するようになっ

た。こうした変容は政治・社会構造の変化と密接

に関連し、平安貴族の行動や規範意識にも影響を



及ぼしたと考えられる。本年度は、天皇・上皇の

「移徙」とよばれる行動に注目して、政治・社会

構造の変化と規範意識との関係について考察し

た。 

「移徙」とは 住居を移動し他家に渡ることで、

特に貴人の転居を敬っていう語であるが、管見の

限りでは、平安後期の上皇（院）が同時期に数多

くの御所を有し、その間を頻繁に移動する行為に

注目した先行研究はいくつか存在するものの、

「移徙」の政治的意義にまで踏み込んで追究した

専論は存在しない。これまでの論稿iでは、「都市

と王権」という視角から分析されたものが多い。

例えば、白河の地は六勝寺が建ち国家的仏教儀礼

を行う空間であり、鳥羽は上皇と貴族らとの遊興

の場として機能する。六波羅は交通の要衝にして、

且つ武門平氏の都市であるのに対して、京中（平

安京内）の御所は叙位・除目・議定のような国政

の重要事項を扱う場であったというように、京と

その周辺地域のそれぞれの特性が解明され、そう

した目的に応じて移動がなされた実態が析出さ

れてきたのである。 

しかしながら、以上の説明だけでは、その大半

を占める京中複数御所間の移動が、あえて行われ

なければならない理由や、単なる移動（行幸・御

幸）ではなく、「移徙＝家移り」をする必要性が

何処にあるのかという疑問に答えられない。そも

そも何故に内裏（里内裏）や院の御所が次々に造

営されねばならなかったのか、その追究こそが肝

要であって、当該期特有の天皇や院の行動の背景

を探る上で欠かすことのできない重要な視点だ

といえる。そこで、平安時代の天皇と上皇の移徙

について、古記録から該当記事を採集、「移徙デ

ータベース」を作成し、まずは天皇の移徙に関す

る各時期の特色を抽出する。 

平安前期（桓武～朱雀）の天皇は基本的に内裏

に居住しており、移徙事例はみられない。しかし、

平安中期（村上～後冷泉）になると出現、多くは、

常の皇居である「内裏」（大内裏内の内裏）が火

災で焼失した際に行われている事実が確認でき

る。『小右記』長和 4 年（1015）6 月 13 日条によ

ると、前年の火災により、三条天皇が道長の邸宅

枇杷殿を里内裏としていた際、皇居の修理が終わ

ると直ちに内裏にもどるべきだとする考えを道

長が示しており、さらに「私の領に天皇を留め奉

ることは、恐れがあることだ」とも語っている。

以上から、平安中期、内裏現存時は同所を皇居と

するのが原則であった旨が導かれる。 

ところが、平安後期（後三条～後鳥羽）に大き

な変化がみられる。まず、内裏現存期間にも里内

裏が使用されるようになり、したがって移徙の事

由も変化する。最も多いのが、即位など大きな宮

廷儀式を挙行するための（里内裏から宮内内裏へ

の）移動（＝還幸）であり、ついで、前代と同様、

内裏や里内裏の焼亡、さらに陰陽道的禁忌と続く。

例えば、陰陽道の考えでは、土の中には「土之神」

が存在する、ゆえに皇居周辺の作事で穴を掘る行

為は「犯土」とみなされ、かかる禁忌を避けるた

めに移動する類である。 

このように、同時期には前代よりも頻繁な移徙

が現出する。かつ、天皇移徙の動因としては、「現

在の皇居で居住不可能な理由」が発生した際に行

われる、と概括され、物理的事情（焼亡や「戦乱・

地震」などの非常事態、あるいは儀式挙行）と心

理的要因（陰陽道的理由、怪異の出現、祇園御輿

回避）とに内訳できよう。 

一方、上皇の移徙に関しては、平安前期・中期

における上皇在位期間自体が短く、事例も少ない。

各上皇は概ねそれぞれ基本となる院御所（例えば、

嵯峨上皇は冷泉院と嵯峨院、淳和上皇は淳和院な

ど）に居住していた。ところが平安後期には上皇



の移徙が頻繁になる。その要因として、天皇と同

じく、御所の焼亡、怪異など、居住の存続が困難

と判断される場合も勿論みられるが、最大の件数

を占めるのが、院御所の「新造」あるいは「修造」

による家移りである。ここに当該期、上皇移徙に

まつわる顕著な特徴が認められる。 

では、何故多くの御所が次々と建設・修造され

たのか。関係史料を検索すると、移徙が行われた

当日などに、「重 任
ちょうにん

」宣旨が下されたというよう

記述が散見する。これは、院の近臣たちが院御所

や御願寺などの造営を請け負う報償として、任官

の栄に浴した事実を示唆している。こうした行為

を「成 功
じょうごう

」というが、当時、受領と呼ばれて地

方各国に赴任する国司の長上は、中央政府に一定

額の税を納入すれば、残余をみずからの収入とす

ることが可能であり、財を蓄えた大国の受領は、

大規模な造営を請け負うだけの財政基盤を形成

したのである。律令制的財政構造が崩壊した平安

後期にあっては、成功が国家財政の重要な柱にな

っていたii。 

成功の報償（史料用語では「勧 賞
けんじょう

」）としては、

すでに受領である人物の場合は、同国の受領にも

う一期（4 年間）再任される「重任」や、他国の

受領に転任する「遷任」が認められ、そうでない

場合は、造営に先立ち受領に任命されたりする。

さらに院政期には、特に上皇関係の建物の造営を

請け負った場合、併せて加階（位階の昇進）にも

預かるなど、一度の成功で二つの勧賞に預かるケ

ースも判明した。受領層にとって、院御所の造営

請負は大変魅力的な仕事だったのであるiii。 

院の近臣等は受領ポストの獲得や維持を求め

て院御所の造営を請け負い、任期切れ間近になる

と、再び新たな造営を引き受け、場合によっては、

その報償を父親から子供に譲るという形で多く

の成功が実施された。結果、都は建設ラッシュと

なり、数多の新邸が建設された。その建物を院の

御所として確定させるためには「移徙」という儀

式が必要であり、「移徙」には勧賞が付随した。

造営・移徙・勧賞は、まさしく循環構造として、

院政期社会に存在したのである。 

ただし皇居造営の場合は、一般的に成功によら

ず、多数の国が経費を分担する国宛
くにあて

（諸国所課）

方式が採られた。この場合でも、割り当てられた

国の受領が勧賞を受けるが、通常、加階のみに留

まる。成功の方が、負担も大きいが報償も大きか

ったといえる。 

 

（3）院政期の造営と災害 

以上、天皇と上皇の移徙について分析した結果

を要約しておく。 

天皇の場合、居住継続が不可能ないしは重要な

儀式の催行という明確な事由が存在したのに対

して、上皇の場合、最も多い事例は「新造」「修

造」であり、その背景には、「成功」という人事・

財政システムが存在し、「成功」を求めて院御所

の「新造」「修造」が繰り返されたのである。 

最後に、都市構造や政治構造と災害（放火）と

の関係について、若干の見通しを述べておきたい。 

平安中・後期、内裏や院御所が度々焼失する事

態は、先行研究によると、多く放火によるとされ

る。その背景には、律令制的都市支配制度の形骸

化・解体があり、治安・監視機構の弱体化が治安

の悪化を招き、また都市民による権力者への不満

のはけ口として、放火の横行を招いたのだという。

しかし、叙上、本研究が明らかにしたように、当

該期における天皇・上皇の移徙の多くは、（放火

等による）火災、焼亡、再建を経て、新内裏や新

御所に対して行われた。かかる造営事業には、受

領の成功や国宛が利用され、報償が実施された。

こうした構造は、特に院政期、政権の基盤を構成



する受領らの身分保障に直結するだけに、大きな

歴史的意義を有するといわねばならない。 

かく考え至ると、放火と行賞との間に一定の因

果律が存在する可能性を排除できないのである。

都市災害の原因は多様であって、院政期の政治・

経済・人事政策等とのかわりも、一考に価するの

ではなかろうか。 

 

（4）次年度以降の課題 

以上、摂関・院政期における主要な都市災害の

一つである放火が、新たな造営事業創出のために

意図的に行われた可能性を指摘した。ただし、問

題はそれをどのようにして証明するか、である。

文献史料上に直接読み取るのは困難であろう。ま

ずデータ処理による蓋然性を検証し、文献上から

の「証明」に務めたい。 

 

【2】GIS を活用した平安京・中世京都の歴史地

図の作製 

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』を作製したiv。

さらに、院政期京都における重要地点（邸宅・寺

社等）や京都市内全域および周辺地域（八幡市・

宇治市）に現存する寺社や石標に関する歴史解説

や現況写真を貼付した「解説シート」完成した。

本年度は web 上での公開に向けた準備として、解

説シートの校正を行った。 

 

【3】『兵範記』の書誌学的研究－『兵範記索引』

の刊行と検索システムの構築－ 

本プロジェクトにおいては、院政期歴史研究の

根本史料として重要視されている『兵範記』を素

材として、現在唯一の活字本である『増補史料大

成 兵範記』（刊本）を、自筆浄書本（重文、写

真版）と照合しつつ精読のうえ、刊本における誤

植・誤読・錯簡・脱漏等を修正するとともに、時

期によって変遷する通称（官職名）で記載された

人物の姓名を厳密な考証を経て確定する作業を、

長年に亙り行ってきた（兵範記輪読会・21 世紀 C

OE）。その結果、2007 年 5 月、思文閣出版から

『兵範記人名索引』vを刊行した。本年度は昨年

に引き続き、校訂作業を施し、7 割方終了した。 

刊本フルテキストデータベースに関しては、昨

年度一応の完成をみたが、再度、文字の統一・脱

漏の補訂を行い、校正を完了した。また、『兵範

記』自筆浄書本と対校した浄書本データベースの

作成に関しても、今年度、一応の完成をみた。次

年度、再度校訂作業を実施し、全てのデータベー

スの完成を期したい。 

さらに、前記データベースと人名索引から構成

される兵範記検索システムは、従来通り理工学研

究科（情報学）前田亮准教授のプロジェクトと連

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、いわゆる「外字」を一般的なブラウザ上

で表示できるようにしたり、改行、欠字・平出・

割り注など古記録・古文書特有の情報を忠実に表

示することとした。さらに、同一人物の複数呼称

が頻出する古記録検索特有の問題を解決した人

名検索を可能とするシステムを完成し、利用価値

の飛躍的向上を図った。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も施している。この『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vi。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

 前述の心理学会大会（2009 年 8 月 27 日「日本

心理学会第 43 回大会」、立命館大学）において、

同会場にて、本プロジェクトの活動内容に関する

ポスター発表を行った。 

 

(e) 業績一覧 

〈著書〉 

桃崎有一郎『中世京都の空間構造と礼節体系』思文閣出版, 584p., 2010 年 2 月 

 

〈著書（分担執筆）〉 

杉橋隆夫「保元・平治の乱－『平安』でなかった平安京」立命館大学京都文化講座編『京都に学ぶ２ 京

の乱』白川書院, pp.4-26, 2009 年 5 月 

桃崎有一郎「慶應義塾大学図書館貴重書室所蔵『北条家判尽』の紹介と解題―摂津氏庶流水谷（成田）氏

の家伝文書―」佐藤道生編『慶應義塾図書館の蔵書』慶應義塾大学出版会, pp.1-29, 2009 年 10 月 

花田卓司「南北朝内乱－京の争奪－」立命館大学京都文化講座委員会編『京都に学ぶ２ 京の乱』白川書

院, pp.28-47, 2009 年 5 月 

 

〈論文〉 

佐古愛己, 上島理恵子「源氏物語の時代」立命館文学, 612, pp.58-73, 2009 年 6 月 

【審査付き】桃崎有一郎「足利義持の室町殿第二次確立過程に関する試論―室町殿の同時代的・歴史的認

識再考―」歴史学研究, 852, pp.2-10,59, 2009 年 4 月 

【審査付き】桃崎有一郎「初期室町幕府の執政と『武家探題』鎌倉殿の成立」古文書研究, 68, pp.41-63, 2010

年 1 月 

花園天皇日記研究会（横澤大典, 米澤隼人, 花田卓司, 坂口太郎, 村山識, 阿尾あすか, 長村祥知, 芳澤元）

編「『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年二月記―訓読と注釈―」花園大学国際禅学研究所論叢, 5, 

pp.249-290, 2010 年 3 月 

【審査付き】吉田真澄, 佐古愛己, 杉橋隆夫「GIS を用いた平安貴族の移動経路の分析」人文科学とコン

ピュータシンポジウム論文集（情報処理学会シンポジウムシリーズ）, 2009-16, pp.351-356, 立命館大

学（京都市）, 2009 年 12 月 19 日 

 

〈口頭発表〉 

佐古愛己「平安貴族の規範と行動」日本心理学会第 73 回大会, 立命館大学（京都市）, 2009 年 8 月 27 日 

上島理恵子, 佐﨑文「平安貴族の心情
こ こ ろ

と行動」日本心理学会第 73 回大会, 立命館大学（京都市）, 2009

年 8 月 27 日 

 



〈講演〉 

杉橋隆夫「『源氏』の遺響と平安京－朱雀門の歴史的位置－」第 18 回アカデミック京都ウオッチング, 立

命館大学（京都市）, 2009 年 11 月 22 日 

佐古愛己「平安時代の宇治－雅と哀－」第 18 回アカデミック京都ウオッチング, 立命館大学（京都市）, 

2009 年 11 月 22 日 

桃崎有一郎「足利氏ゆかりの寺院と京都御所：現代京都の源流」第 18 回アカデミック京都ウオッチング, 

立命館大学（京都市）, 2009 年 11 月 22 日 

 

〈その他〉 

【書評】 

桃崎有一郎「菅原正子著『中世の武家と公家の「家」』」史学雑誌, 118-2, pp.104-110, 2009 年 2 月 

【シンポジウム開催・オーガナイズ】 

杉橋隆夫・企画・司会「シンポジウム；古行動（Paleo Behavior）の分析：史学・考古・心理学」日本

心理学会第73回大会, 立命館大学（京都市）, 2009年8月27日 

【GCOE セミナー】 

花田卓司「応仁・文明の乱における京都合戦」第 57 回 GCOE セミナー, 立命館大学（京都市）, 2009 年

7 月 21 日 

 

                                                  
i 井上満郎「院御所について」（御家人制研究会編『御家人制の研究』吉川弘文館、1981）。美川圭「京・白河・鳥羽－院政期の都市

－」（『日本の時代史７』吉川弘文館、2002）。大村拓生『中世京都首都論』（吉川弘文館、2006）。高橋昌明編『院政期の内裏・大内裏

と院御所』（文理閣、2006）など。 
ii 上島享「平安後期国家財政の研究」（『日本史研究』360、1992）、同「受領成功の展開」（井上満郎・杉橋隆夫編『古代・中世の政治と

文化』思文閣出版、1994）。 
iii 佐古愛己「摂関・院政期における受領成功と貴族社会」（『立命館文学』594、2006） 
iv河角龍典・塚本章宏・佐古愛己・磯田弦・高瀬裕・矢野桂司「宮都研究と GIS」（『条里制・古代都市研究』第 22 号、条里

制・古代都市研究会、p.1-18 、2007 年 3 月） 
v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） 
vi①小牟礼雅之・前田亮・佐古愛己・杉橋隆夫「古記録データベースの閲覧インタフェースおよび検索手法の提案」（『情報処理学会シ

ンポジウムシリーズ 人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』Vol.2007、NO.15、情報処理学会、pp. 283-288、2007 年 12 月）、②

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」（『情報処理学会シンポジウムシリ

ーズ 人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』Vol.2007、NO.15、情報処理学会、pp.283-288、2008 年 5 月） 


