
3.1.1 研究プロジェクト活動報告 京都文化研究班① 

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 

【客員研究員】谷昇、上島理恵子、佐伯智広 

【PD】花田卓司 

【学内研究協力者】佐古愛己、桃崎有一郎、滑川

敦子、吉岡直人、駒井匠 

【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、

横澤大典、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要件を解明

するところにある。また将来的には、鎌倉時代以

降の時期、日本全土を視程に収め、かつ貴族層以

外の武士・庶民、寺社関係者にも視野を拡大、各

層相互の比較・検討を行い、長期的に全体像を把

握することを課題として措定している。 

研究手法上の特色としては、伝統的な歴史研究

法たる現地調査・史料読解・分析等に加え、最新

のGIS（地理情報システム）技術を導入した点を

指摘したい。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を推進するとともに、

これまでに開発した、経路の使用頻度を自動計算

するソフトに改良を加え、大量の移動軌跡をビジ

ュアル化する技術それ自体の研究に取り組む。も

って、最新の情報技術を適用した古典史料を活用

する方途の拡大をはかり、歴史研究における新た

な可能性を提示したいと考えている。 

 

 
C．本年度の成果  
1）見学会・共同研究会の開催 

今年度の主な活動として、まず、2010年7月17

日に日本古文書学会史料見学会（主催：日本古文

書学会、共催：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）」）の企画が挙げられる。同見

学会では、アート・リサーチセンターにて展示中

の「立命館大学アート・リサーチセンター新収蔵

資料展―友禅下絵と乾板写真から―」を見学した

後、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）」

の研究活動を紹介した。取り分け「藤井永観文庫」

の資料25点の展示・解説や本研究プロジェクト

の『兵範記』データベースが好評だったようで、

「文庫」の伝来や資料の形態（補修の痕跡など）、

DBの意義等について、古文書・古記録の研究者

から多くの質問や意見が寄せられ、議論を深める

ことができた。 

次いで、10月25日、アート・リサーチセンタ

ーにてデジタルアーカイブ技術研究班の前田研



究室（ディジタル図書館研究室）と打ち合わせ、

および合同研究会を持った。はじめに杉橋研究

室・前田研究室双方から研究の進捗状況を報告・

確認した後、前田研究室の木村文則・井坪将氏・

大崎隆比古各員による、古典史料を用いた報告が

あった。これに対して、電子テキスト化された古

典史料を用いるうえで如何なる機能が必要か、コ

ンピュータ処理によって得られたデータや図を

どのように解釈すべきか、テキスト諸本の系統・

編集過程など迫る可能性等々をめぐって議論が

深められた。 

 

2）その他の研究活動 
①『兵範記』の書誌学的研究 ―増補改訂版『兵

範記索引』の刊行企画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

材に、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

亙り遂行してきた（兵範記輪読会・21 世紀COE）。

その結果、2007 年5 月、思文閣出版から『兵範

記人名索引』を刊行した。本年度は昨年度に引き

続き、『同索引』の全面的再検証業を実施し、ほ

ぼ終了した。同時に「異称通称索引」の作成にも

取りかかり、これらを統合して、来年度中には増

補改訂版の刊行を期している。 

『兵範記』刊本フルテキストデータベースに関

しては、昨年度既に校正を完了した。自筆浄書本

と対校した浄書本データベースは、昨年度中に一

応の完成をみ、今年度は再度校正を施し、次年度

には両DBの公開と諸方面への本格的供給を開始

したい。 

同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、従来通り前田研究室のプ

ロジェクトと連携して構築、改善と進化に努めて

いる。 

 

② 平安京とその周辺における貴族の行動に関す
る研究 ―移動データベースの作成と経路
の視覚化 

本研究プロジェクトでは、平安中・後期の古典

史料（『御堂関白記』『小右記』『権記』『春記』『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、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・地域差の比較検討を

試みている。 

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

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。 

今後は更に、前後の時期の史料からもデータを

収集すると同時に、行動軌跡が未詳のデータも採

録し、起点と終点のみの情報も分析対象とするこ

とにより、政治拠点の変化など分析可能範囲とな

る。動線に動きを付けるのも年来の課題であり、

貴族以外の階層へも視野を拡大しつつある。 



以上、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

本プロジェクトの主要課題は、その基盤整備がよ

うやく完成直前の域に達したと自認している。 

次年度は、平安京外の新興地域（白河・鳥羽・

六波羅・宇治）を対象としてGISを適用した歴史

地図上に、貴族の行動軌跡を表示するシステムを

歴史地図情報研究班の協力を得て構築する予定

である。そのため、基礎となる地図の選定やデー

タベース作成方法などについて、検討会を2回開

催した。 

また、これらの研究と関連して、一昨年（2009

年8月27日）の「日本心理学会第43回大会」にお

けるシンポジウム「古行動（Paleo Behavior）の

分析：史学・考古学・心理学」（企画者：杉橋隆

夫・藤健一、司会者：杉橋隆夫・望月昭、指定討

論者：浅野俊夫）における研究報告（報告（1）佐

古愛己「平安貴族の規範と行動」、報告（2）上島

理恵子・佐崎文「平安貴族の心情（こころ）と行

動」、報告（3）木立雅朗「『にんぎょう』の出現と

展開をめぐる考古学」）について、今年度に各々

成稿、他の論稿と併せて取り纏め中である（投稿

は次年度）。 

 

 
D．論文・学会発表以外の活動の記録 

日本古文書学会史料見学会（主催：日本古文書

学会、共催：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）」（企画：杉橋研究室、担当：花

田卓司、報告：佐古愛己、立命館大学アート・リ

サーチセンター、2010 年 7 月 17 日）を企画、

実施した。

 

E．業績一覧 
〈著書〉 

杉橋隆夫『日本文化の源流を求めて 2』文理閣, 220p., 2010 年 11 月 

谷昇『後鳥羽院政の展開と儀礼』思文閣出版, 328p., 2010 年 9 月 

 
〈著書（分担執筆）〉 

桃崎有一郎「鎌倉幕府の秩序形成における拝賀儀礼の活用と廃絶 ―鎌倉殿・御家人・御内人―」阿

部猛編『中世政治史の研究』日本史史料研究会, pp.281-312, 2010 年 10 月 

 
〈論文〉 

吉岡直人「大宰府外交機能論 ―大宰府西海道管内支配との関係からの考察―」立命館史学, 31, 

pp.23-43, 立命館史学会, 2010 年 11 月 

国武貞克・藤井祐之・吉岡直人・浅野啓「檜扇の政策に関わる新知見」奈良文化財研究所紀要, 2010, 

pp.64-65, 2010 年 6 月 

 



〈史料翻刻〉 
遠藤珠紀・須田牧子・田中奈保・桃崎有一郎「綱光公記 ―享徳三年暦記―」東京大学史料編纂所研

究紀要, 21, pp.88 -101, 2011 年 3 月予定 

 
〈口頭発表〉 

佐古愛己「古記録にみる平安貴族の世界 ―日記に描かれた貴族の日常」平成 23 年度レフネック, 川西

市生涯学習センター（兵庫県川西市）, 2010 年 9 月 25 日 

杉橋隆夫「平安京の構造と『京都』幕府の成立，二題」第 19 回アカデミック京都ウオッチング, 立命館

大学朱雀キャンパス（京都市）, 2010 年 11 月 21 日 

佐古愛己「『今昔物語集』に描かれた平安京」第 19 回アカデミック京都ウオッチング, 立命館大学朱雀キ

ャンパス（京都市）, 2010 年 11 月 21 日 

桃崎有一郎「室町京都のタイムカプセル“西陣” ― 続・現代京都の源流」第 19 回アカデミック京都ウ

オッチング, 立命館大学朱雀キャンパス（京都市）, 2010 年 11 月 21 日 

花田卓司「下野国『ムラの戸籍簿』について」第 1 回「ムラの戸籍簿」研究会シンポジウム, 立命館大

学衣笠キャンパス（京都市）, 2010 年 10 月 11 日 

 
〈その他〉 
《その他執筆》 

花田卓司「小森崇弘著『戦国期禁裏と公家社会の文化史 ― 後土御門天皇期を中心に―』」立命館史

学, 31, 立命館史学会, pp.85-87, 2010 年 11 月 

《書評》 
杉橋隆夫「井上満郎『平安京の光と陰 ― 桓武天皇と渡来人』」The CD Club, 232, pp.26-27, ソニー・

ミュージックダイレクト, 2011 年 3 月 

《辞典項目》 

杉橋隆夫「承久の乱」「征夷大将軍」以下17項目,『国史大辞典』ジャパンナレッジ・コム, 2010年7月 
《新聞報道》 

杉橋隆夫「土から分かる京都・滋賀の歴史 5 平安～鎌倉時代」京都新聞, 2010 年 8 月 15 日朝刊 

杉橋隆夫・佐古愛己「平安貴族行動 電子地図に」京都新聞, 2010 年 10 月 16 日夕刊 

《口頭報告》 
佐古愛己「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点の研究活動紹介・京都文化研究班杉橋研究室『平

安貴族の行動と見聞 ― 古典史料アーカイブの試み―』」日本古文書学会史料見学会, 立命館大学衣

笠キャンパス（京都市）, 2010 年 7 月 17 日 


