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陶 校 同 友 会 講 話 

 

・日 時 平成 25年 11月 6日（水） 

午後 1時 30分～午後 3時 

・場 所 陶工高等技術専門校 講堂 

・講 師 同志社女子大学 名誉教授  

朧谷  寿 先生 

・進 行 陶校同友会 森里 陶楽会長 

・受講者 生徒、教職員、一般府民等 

『源氏物語の時代』の平安京 

 

 

○開会  陶校同友会 森里陶楽会長  

みなさん、こんにちは。多くの方に集まっていただきましてありがとうございます。 

私は、この陶工訓練校の卒業生で構成しております陶校同友会の現在、会長をしております森里陶

楽と申します。どうぞよろしくお願いします。 

京焼・清水焼は、みなさん既にご存知のとおり、日本の産地としては非常に遅くて江戸時代から始

まった焼き物の産地の一つですけれども、そこに多くの原料があるから自然発生的に窯が生まれたっ

ていう訳じゃないんですね。私の知る限りでは、やはり京都に文化があった。その文化の求めに応じ

て、必要な器づくりというので、京都で窯が焼かれるようになった。 

みなさんがご存知の数々の名陶も、有名な作家の方が生まれてきたのも、都の文化に育てられてき

た、というのが京都の焼き物の特色の一つなんです。 

つまり、都であった京都の文化をベースにしているのであって、その起こりとしてはやはり平安時

代、都が奈良から遷ってきたことから始まったのではないか、と私自身はそう思っております。 

本日は、同志社女子大学名誉教授の朧谷寿先生をお迎えして、平安時代のことをお聞きして、みな

さんとともに、京都のことをより深く知りたいと思っております。それでは早速ではございますけれ

ども、朧谷先生にご登壇いただきまして、お話をお伺いしたいと思います。先生どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○講演  同志社女子大学名誉教授 朧谷 寿先生 

みなさん、こんにちは。私が大学を出てから半世紀以上過ぎました。大学の教壇からでももう７～

８年経っていますけれども、今日は昔を思い出しています。 

実は、この辺は非常に懐かしい場所であります。私が学生時代を過ごしたのは、昭和３３～３７年

まで。そのうちの２年間、このすぐ傍に下宿していました。当時の京都市長 高山義三さんの家がす

ぐ下にあってその坂をだらだらっと、今は裏道になりますけれども上がってきて、営林署の寮（注：

今の校舎は営林署の寮の跡地に建設されています）があったと思うんです。そこから大学まで市バス

で通っていました。 
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 ＊本校周辺（鴨東地区）の歴史 

まず、皆様方この辺に住まわれている方が多いということですので、自分の住んでいるところの歴

史もちょっとひも解いた方がいいんじゃないかと思って、お話をいたします。 

去年のＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」でも登場したと思いますが、清盛の子に重盛っていう人がいま

すよね。その重盛の小松殿という邸宅がこの近くにありました。重盛の小松殿、これは六波羅館（現

在の六波羅蜜寺（五条通大和大路上ル）の辺りにあった邸宅）の一番東南にあったと言われています。

正林寺でしたかね。あの中に行きますと、この辺り小松殿跡という碑が多分建っているはずです。で

も、私は、今の馬町の東山の角（旧専売公社病院跡）のところ辺りが実際に小松殿のあった場所、つ

まり六波羅の一番東南角と考えています。 

去年の大河ドラマでもよく出てきたいわゆる後白河上皇という人がおりました。その後白河という

人は、実はこの近くに御所を構えた人であります。平安時代、鴨川から東というのは葬送の地、つま

りお葬式したり、死体を埋葬したりとか、そういう場所だったんですね。鴨川から東っていうのはも

う常にゆらゆらと燐が燃えているような場所だと言われていました。住むのは鴨川から西ということ

で、京都の周辺に「野」のつくところはたくさんあります。北野、紫野、化野、それから東山で言え

ば鳥辺野。聞いたことがあると思いますが、そういうところはみんな野辺送りの場所だったんです。 

そういうことで言うと、東山っていうのは、人がほとんど住んでいない場所だったんですけれども、

それが１０世紀の後半に、空也というお坊さんが、晩年になって、鴨川の東に捨てられていた死体を

集めて、一つのお寺らしきもの（西光寺）を造るんです。そして、空也が亡くなった後、お弟子さん

達がそのお寺を拡大して、観音信仰のお寺の中心になっていったのが六波羅蜜寺というお寺です。そ

こには、重要文化財の空也像とか清盛像とかがありますね。 

ところが、それでもなかなか人は住み着かなかったのです。ですから、今でもお盆の時期にその雰

囲気を味わおうと思ったら、六波羅蜜寺の辺りとか、近くの珍皇寺、あの辺に行くことです。西福寺

っていうお寺では、来迎の鐘をついたりとか、絵解きをやっています。つまり、あの辺りっていうの

はまさに彼岸と此岸の境になっているんです。六波羅蜜寺の北に珍皇寺っていうお寺がありますが、

珍皇寺の前に三途の川が流れていると言われました。東山の方がつまり彼岸、ここに三途の川が流れ

ていると考えると、珍皇寺から西の方は此岸、その東に三途の川があり、閻魔さんがいて悪いことを

したら地獄行きとかを決めるんですけど、その東の方が彼岸です。 

この彼岸の一角の東山にある有名なのが鳥辺野というところで、泉涌寺・東福寺の東側の山になり

ます。清少納言の『枕草子』にも「鳥辺野の煙」という言葉が出てきます。つまり鳥辺野では始終、

火葬が行われていた。 
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 源氏物語の時代は火葬が行われていた時代です。今、鳥辺野に行きますと鳥辺野陵という御陵があ

り、そこに中宮定子（一条天皇の皇后で２４歳で死亡）のお墓があります。中宮定子は、「土葬にして

ほしい」と遺言していました。それで鳥辺野に御陵がある訳ですけれども、普通は鳥辺野で火葬にし、

骨は藤原氏の墓地である宇治木幡へ運んでそこに葬るのです。 

ところで、この鴨東地区（鴨川から東、今の東山区）が大きく発展する原因になったのは、上皇た

ちが御所を造営したことです。皆様、院政という言葉をご存知だと思います。白河上皇は３４歳で息

子の堀河天皇に位を譲って上皇となって院政を行いました。その院政を行う場所を「院の御所」と呼

び、今日の東山区に存在しました。 

院政の始まりは応徳３年（１０８６）ですが、白河上皇の院の御所は白河殿と呼ばれ、今の京都で

いいますと左京区岡崎あたりです。岡崎に行きますと「勝」という字がついたお寺が６つあり、六勝

寺（りくしょうじ）と言いますが、最初に一番大きな「法勝寺」が建造され、その傍らに院の御所を

造ります。白河上皇は南の方にも院の御所を造り、それが鳥羽離宮（今の城南宮は、鳥羽離宮の一郭）

と呼ばれます。白河天皇と鳥羽天皇の諡号はこれに因んでいます。 

皆様方ご承知のように、天皇というのは生きている時には名前がありません。「白河」とか「鳥羽」

とか「醍醐」とか天皇名は亡くなってからつけられるもので、地名が多い。それから、「後醍醐」「後

三条」「後嵯峨」「後鳥羽」など「後」のつく天皇は、大体「後」を取った天皇が「名君」と言われた

場合が多いです。それにあやかり「後」を付けている。 

ただ、日本の天皇の中で一人だけ、生前諡号をした人がいます。それは「後醍醐天皇」で、醍醐天

皇に憧れていて、生前から呼ばせていたのです。他の天皇は、皆亡くなってから名前が付く訳です。 

白河上皇は白河殿と鳥羽殿を造ります。その次に院政を執ったのは鳥羽上皇で、主に南の鳥羽殿を

使います。そして、鳥羽の次に院政を執ったのが後白河上皇で、法住寺殿を御所にします。場所でい

うと、鴨川から東、東の境は東山、北は六条、南は九条、この広範囲の地に御所を営んだのです。 

 

 ＊蓮華王院（三十三間堂） 

法住寺殿は、ほとんどが消滅していますが、ただ一つ残っているのが蓮華王院です。（蓮華王院が三

十三間堂の正式名称であること知っていて、蓮華王院に行ったことがある参加者は３名、知らずに三

十三間堂に行ったことがある参加者は大多数）「蓮華王院」しか残っていないんです。 

因みに、柱間が３３あるから三十三間堂と言うだけであって、一間二間の長さじゃない、あれ実際

には１２５ｍあるんです。蓮華王院は、平清盛が後白河上皇と蜜月時代に、宗教儀礼の場として寄進

したお寺です。これが法住寺殿の一郭に出来た宗教儀礼の場ということになります。しかし、清盛が
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寄進したものは、８０年余り後に焼けてしまいます。今の建物は、焼失の２年後から、１７年かけて

再建されたものです。昔の図を見ると、清盛が寄進した時には五重塔があったんです。今その場所は

空き地で、拝観者がいっぱいの時の観光バスのバスプールに使っています。 

堂内に入ると真ん中に中尊が鎮座しています。この中尊の右手（北）と左手（南）に５百体ずつ千

手観音さんがいます。南北に５０体、東西に１０体で５百です。ところが、火事の時に１５９体焼け

残ったという記録があります。私ぐらいの背丈のある仏さんを避難させるのにはかなりの人力が必要

とされたと思います。 

 再建の時の仏師集団、１７年間で千体近い仏さんを造るっていうことは相当の人数がいないと出来

ません。仏さんは一人で造る訳ではなく、大仏師が責任者になって、中仏師、その下に小仏師とか、

それこそ多くの仏師たちで造らないと間に合わないはずです。頂点にいた大仏師が湛慶です。湛慶は

鎌倉彫刻の最高峰であった運慶の子どもです。その湛慶が多くの仏師集団を率いて造仏に当たったの

です。 

湛慶は７０代後半から８４歳で亡くなる年まで中尊をはじめ数体の千手観音像の造作に関わりまし

た。中尊の左へ少し行ったところの最前列の一体に「長寛元年創建時」と書いてある千手観音像があ

りますが、これは焼失を免れたものです。創建と再建の間は１００年、見た目ではわからず、解体修

理して分かったのです。 

三十三間堂の東側にある日赤血液センターの南側に養源院というお寺があって、その南に法住寺と

いうお寺があります。さらに、養源院と法住寺の間の通路を東に行くと、後白河天皇の御陵がありま

すが、平安時代の天皇の中で間違いなくそこが天皇の御陵だと言えるのは、後白河のこの御陵だけで

す。御陵は、明治になって時の政府が決めたもので、きちんと調べていないものも多いんですが、後

白河天皇だけは、亡くなった時に法住寺の一画に法華堂を造って、そこに埋葬したという記事がある

のです。その法華堂が御陵の中にあります。妻（女御）の建春門院もそこに葬られているのです。つ

まり、後白河天皇は今でも三十三間堂の真向かいに、ちょうど西に相対して眠っているということで

す。 

このように、この辺りは、非常に歴史的な特に平安末期の歴史が残っている場所であり、院政期の

香りがいっぱいする場所でもあるということです。 

 

  ＊平安京と平安神宮 

「源氏物語の時代」というお手元の配布資料に基づいて、視点を変えてお話いたします。『源氏物語』

の時代はいつかと言うと、大きく見て平安時代の１０・１１世紀に及ぶとみてよいでしょう。作者の
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紫式部が生きたのは１０世紀後半から１１世紀前半にかけてです。平安時代は、桓武天皇が延暦１３

年（７９４）１０月２２日に京都に遷って来た時から始まります。その前の１０年で終わった長岡京

時代を含めて考えてもよいかもしれません。ご承知のように長岡京は怨霊問題とか色んな事件が起き

て、１０年で捨てられて、京都に都が遷ったわけです。そして直後の１１月１日に、桓武天皇によっ

てこの新しい都を「平安京」と呼ぶという建都の宣言がなされたのです。 

１０月２２日がどういう日かおわかりですね。時代祭が行われる日です。この祭りは平安神宮の祭

礼です。その平安神宮は、平安京の中で最も重要な建物、つまり、天皇の即位式といった重大な儀式

や国政が行われた朝堂院（八省院）という建物を復元したものです。朱雀門を入ってすぐの所にあっ

たその朝堂院の中心的な建物が大極殿です。この大極殿を使って、即位式とかそういう国家の重要な

儀式が行われたのです。 

２ページ目の左側に院の御所の概念図を入れておきましたが、そこに白河殿、法住寺殿、鳥羽殿と

書いていますね。そして、その左の上の中心の所に平安京と書いて大内裏と書いたところがあります。

平安京の全体の図は４ページ目にあります。それで見ますと、北端が一条大路で南端が九条大路です。

そして、東端が東京極大路、西が西京極大路です。つまり、平安京は、一条と九条、東京極と西京極

に囲まれていたのです。京極というのは京の果て（涯）という意味でして、一条大路のことを北極大

路、九条大路のことを南極大路とも呼んだのです。北極、南極、東京極、西京極、つまり、これが都

と野外の境界ということになります。 

東京極大路というのは今の寺町通りに相当します。道幅は全然違いますよ。今の寺町は５～６ｍあ

るかないかですけど、平安京の東京極大路は３０ｍの道幅ですから。次に、西京極大路はどこにあた

るかっていうと、今、西京極球場がありますが、あの西京極球場のところをずーっと北に伸ばしてく

ると妙心寺という禅宗のお寺のあるあたりになります。そこが大体、京都の西の果てだと思ってくだ

さい。ですから当初の平安京は、今の京都と比べるとものすごく西に傾いていたということになりま

す。 

朱雀大路という中心の通りは、今の千本通りに相当しますので、平安京の歴史は東漸の一途を辿っ

たということです。どんどん東に進展していく。その朱雀大路を北へ行くと二条大路のところで大内

裏（平安宮）に突き当たります。この中に天皇関連の居所とか役所がたくさん在ったのです。今日で

いえば皇居と霞が関界隈の官庁街、と言えるかもしれません。朱雀大路の北端に開かれた大内裏の中

門を朱雀門と言い、朱雀門を入ったところにあったのが朝堂院、その朝堂院の中心的な建物が大極殿

です。 

ところで、明治２７年（１８９４）がどういう年かというと、平安建都１１００年にあたります。

そこで、京都が中心となって大々的に建都１１００年祭を行ったのです。その時、岡崎を整備して勧

業博覧会をやったり、それ以前から始まっていた琵琶湖疏水しかり。また歴史的にみると平安神宮の

建設があります。平安建都１１００年記念事業ではすごいことをしたのです。 
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一方、平成６年（１９９４）には建都１２００年を迎えました。私も関わりましたが、１１００年

の事業と比較すると貧弱極まりなく、将来に遺るものはないと言ってよいかもしれません。なぜ平安

建都１１００年がそんなに燃えたかというと、明治２年に明治天皇が京都から東京へ遷り、ほとんど

のお公家さんがついて行ってしまったのです。そのことで京都は人口が減少し、公家は当時の知識人

でしたから、その流失は打撃でした。冷泉家だけが残されたのです。このことで京都はものすごく地

盤沈下したんです。 

そこで、昔の京都をもう一度取り戻そうと、建都１１００年に燃えたのです。そして、歴史的なモ

ニュメントとして朝堂院を復元するってことになったのです。本来なら、存在した場所（千本丸太町

の交差点界隈）に復元すれば一番良いのですが、住宅密集地でその場はなく、東方の岡崎の地に建設

したのです。 

奈良では遷都１３００年の時にもともとの場所に大極殿を復元しています。奈良は７１０～７８４

年まで日本の首都でしたが、棄都後は田野（とりわけ大極殿を含む平城宮一帯）化してしまった。そ

こで、確か佐藤栄作内閣の時だったと思いますが、重要遺跡ということで国が買い上げて、そこに奈

良国立文化財研究所を作って、発掘調査を盛んに行って膨大な成果をあげてきています。しかし、京

都の場合は、古代の最後の都としての平安京は幕を閉じても、その後、明治に至るまで首都としての

歴史が展開し、その後も含めて人々の暮らしは続いています。明治２０年代の鴨川の東の岡崎一帯は、

家も少なく空閑地が多かったと思います。その場所に造ったわけです。本来は、朝堂院、大極殿と呼

べば良かったのですが、それでは馴染みが薄いということからでしょうか。それで神社にしたのです。

そのためには祭神が必要で、平安京の創始者である桓武天皇を祀ったのです。現在、平安神宮にはも

う一人、祀られています。たしか昭和１５年でしたか、孝明天皇が祭神になっています。これを言い

出した人はすごいと思います。孝明天皇は、明治天皇のお父さん、皇女和宮のお兄さんです。天皇は

京都で生まれ、京都で生活し、３７歳で亡くなっています。つまり、平安神宮に祀られている祭神は、

平安京を造った最初の桓武天皇と京都で生涯を全うした最後の天皇ということになります。 

平安神宮、応天門って書いてあるでしょ。あれは朝堂院の正門です。そして、中に入ると一段高く

なっていますが、平安京の朝堂院では龍尾壇と呼んでいます。発掘で確認されていますが、その高さ

は１ｍほど。なぜ高いかと言うと、天皇は大極殿の椅子に座し、臣下は龍尾壇の南に座ります。そう

すると、臣下の座から天皇の座は一段と高く見えるわけです。つまり、天皇の威厳を示すために龍尾

壇は造られたと思われます。それが平安神宮でも復元されているのです。 

突き当たり正面にある外拝殿、これが大極殿なのです。その左右に蒼龍楼と白虎楼という立派な楼

閣があります。年中行事絵巻を見ると、彩色で綺麗な大極殿が描かれています。まさにそれを復元し

たものです。その平安神宮が建都１１００年事業として造られたのです。 

時代祭は翌年から始まっています。なぜかって言うと、明治２７年はちょうど日清戦争の年でした

ので１年遅れで…。時代祭行列の最後の方で鳳輦（ほうれん）をつけた二基の御輿が行きます。あの
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神輿の前の方は孝明天皇、後が桓武天皇です。行列は明治から始まって時代を遡る形で展開していま

すので、御輿も孝明天皇、桓武天皇の順になっているのでしょう。 

 

  ＊「くげ」と「こうけ」 

では、２ページの史料院の御所の造営をご覧ください。○Gのところで、「白河天皇御願」とありま

すが、天皇や皇后などが発願者となったお寺を御願寺と言います。この史料は法勝寺の造営を述べた

ものです。○ケにあるように、これを初例として堀河天皇の尊勝寺、鳥羽天皇の最勝寺、崇徳天皇の成

勝寺、近衛天皇の延勝寺と歴代の御願寺、それに待賢門院の円勝寺といわゆる六勝寺の成立を見るわ

けです。それが現在の岡崎の京都会館、京都市美術館界隈に存在していたのです。今日の地名にもそ

の跡を留めています。 

それから次の○Ｈ、これは鳥羽離宮の出現によって、いかに多くの人がそこに住み着くか、というこ

とを教えてくれるものです。そこに一つの町が出来るといった感じです。 

○Gと○Ｈとに出てくる「公家」は普通には「くげ」と読んで貴族のことを指しますが、ここでは「こ

うけ」と読みます。意味は公の家、つまり天皇を指しています。ここでは白河天皇のことです。平安

時代に名字を持ってないのは天皇・皇族と僧侶です。皇族で名字を持つということは、皇族を離れる

ことに繋がります。 

「公家」は内容によって読みが分かれます。ただ私が今まで見た限りにおいて、平安時代で「くげ」

と読む例は無かったと思います。平安時代のことだったら、まず「こうけ」と読んで大過ないと思い

ます。しかし、鎌倉時代以降は内容で判断しないとだめです。なぜ鎌倉以降に「くげ」かというと、

その対概念として「武家」が存在するのです。それまで武士とか侍（さぶらい）とか呼ばれて貴族の

ガードマン的な働きをしていた輩が、保元・平治の乱を契機に平清盛とか源頼朝とかが出てきて、勝

敗が武家の力に委ねられ、頼朝が鎌倉に幕府を開いたことで、武家として貴族と並び立つ地位に伸し

上がったのです。この武家の成立に伴い、それまで貴族と総称していたものを公家（くげ）と呼ぶよ

うになったわけです。ですから、鎌倉以降は内容によって判断をせねばなりませんが、私が今まで目

にした文献では「こうけ」の例はほとんどなく、鎌倉以降は大体「くげ」と読んで間違いないかと…。 

 

  ＊「後院」の建造 

白河天皇は、譲位に先だって九条より南の鳥羽の地に後院を造った。天皇は譲位によって内裏を離

れなければならず、そのために上皇の御所を用意した、その上皇の住まいを後院と言ったのです。応
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徳３年（１０８６）とあるでしょ。院政が始まる年です。これは１０月の記事ですけれども、院政が

始まるのは１１月２６日ですから１ヶ月前、もう白河天皇はあと１ヶ月後には位を息子の堀河天皇に

譲るという時に後院を造っているわけです。 

「百余町を占う」とありますから（１町は 4,300坪ほど）膨大な土地です。鳥羽の辺り一帯に「近

習の卿相・侍臣・地下雑人ら各家地を賜り、舎屋を営造すること、宛も都遷りの如し」とある。つま

り、上皇に近く仕える公卿、その家来、そして地下人、それから武士とか、多くの人が家地を貰って

各人が家を造ったが、その様子が遷都のようであったと書いてある。いかに大がかりであるかという

ことをここで述べているわけです。この一件をもって新しい院の御所が出来ると、その辺り一帯に大

きな町が出来るということを教えてくれています。そして全国津々浦々から人夫が駆り出されていま

す。こうして鳥羽殿が出現したのです。 

この近くですから後白河上皇の法住寺殿のことにも触れておきましょう。史料○Ｉをご覧ください。

永暦２年（１１６１）とあるので、後白河が上皇になって３年目のことです。その時に「院、法住寺

殿に御移従なり。〔彼れ是れ曰く、件の殿の四郭、十余町を込められ、其の内の堂舎大小八十余宇、壊

して棄てらる。衆人怨ありと云々〕。つまり、これは新しく御所を造るためにそこにあった十余町を取

り込んだ。十余町というと４万坪余り。先ほど私が申した鴨川から東、東山から西、六条から南、九

条から北がそれぐらいになるのでしょう。しかも、ひどいことにそこに建っていた一般の人の家とか

お堂など八十軒ほどを壊して棄てたとあります。そこで多くの人の怨みを買った、と。当たり前の話

ですよね。 

次の○コも同じことを言っているのですが、ここで重要な点は、法住寺殿を造営したその地は信西入

道の居所であったという指摘です。信西の妻の藤原朝子は後白河天皇の御乳母でしたから、選地にあ

たってそこに拠り所を求めたということです。それから先ほどの蓮華王院のことも史料○サに挙げてお

きました。後白河法皇の御願寺です。平清盛が造進したのです。そこには長寛元年（１１６３）に供

養が行われた、とありますが、事実は次年のことです。堂の長さが六十四間一尺八寸、これを今の長

さに換算すると１２５ｍだそうで、今の蓮華王院は１２５ｍです。ぴったりとね。「建長元年火」とい

うのは建長元年（１２４９）に火事になったということです。創建から８５年後に火事に遭ったので

す。そして、「文永三年再興」とあります。文永３年（１２６６）に再建されたわけで、焼失から１７

年後のことです。その間に造仏も行われたのです。 

 

 ＊「京都御所」の誕生と文化財の散逸 

北は今出川から南は丸太町、東は寺町、西は烏丸で囲まれた一郭を「京都御苑」と呼び、中央北寄

りに「京都御所」、その東南に「仙洞御所」「大宮御所」があります。仙洞御所・大宮御所は、江戸時

代初期の後水尾天皇が創建して、妃の東福門院和子と住んだことに始まります。仙洞・仙院とは上皇
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のこと、大宮とは皇太后・太皇太后を指します。つまり、京都御所には現役の天皇と皇后が住み、東

南にはリタイアした天皇・皇后（両親の場合が多い）が住むように出来ているわけです。 

御苑となったのは、明治 2年に明治天皇が公家たちと京都を離れて以降のことで、それまでは、公

家町の名があるように天皇と公家たちの住居域だったのです。「京都御所」は近代的な言い方で、昔は

「禁裏」と言っていました。そして、禁裏の周辺には近衛家、一条家、九条家といった五摂家をはじ

めとするお公家さんたちが居を構えていたのです。それが東京への移転に伴って無人の家となり、不

用心になったので、京都府が取り壊しを命じたのです。その結果、御苑と呼ぶようになった次第です。 

筆頭公家の近衛家は、京都の寺などに多くの古典籍を始めとする重宝を預け、昭和１０年代の初め

に近衛文麿が仁和寺の西の地に陽明文庫を建設して預けていたものなどを集結したのです。一方、冷

泉家は、明治天皇から留守居役を命じられて京都に住み続けることになり、その結果、多くの歌集や

古典籍ほかを残すことにつながったのです。とりわけ歌の家として多くの勅撰集や私歌集が残ったの

です。 

 

＊御堂関白記の価値 

近藤家は五摂家の筆頭だけあって、陽明文庫に残っているものがすごいです。２０万点という所蔵

件数もさることながら、国宝と重要文化財合わせて５０件ぐらいあるかと…。中でも藤原道長の日記

『御堂関白記』は秀逸と言えるでしょう。このたび（平成２５年６月）、仙台藩の伊達政宗が１６１３

年にスペイン・イタリアに派遣した支倉常長使節団が持参し、持帰った文物と一緒に、ユネスコの世

界記憶遺産に選ばれたのです。『御堂関白記』は道長筆のものが１４巻残っているのですが、これが我

が国における最古の自筆日記というのが重要なのです。もちろん、これより古い日記はあります。先

祖の藤原良房の書いた『貞信公記』、師輔の『九暦』とかね。天皇の日記（宸記）もあります。しかし、

どれ一つとして自筆本は無いのです。みな写本の形でしか伝わっていません。 

そして、道長の自筆本が残ったことによって、平安時代の日記のスタイルが解るということです。

これは比類ない大きな遺産ですよ。半年を１巻とし、暦の間に日記を書いたなど、知られることは大

きい。自筆本が残ったことは道長にとってみると気の毒でもあります。誤字脱字が多く、くしゃくし

ゃっと消して上から書いたり、矢印でもって別のところに書き込んだり、と自由奔放な書きぶりです。

当人は自筆で「この日記は他見すべからず」と書いているんです。今は活字になって横行しています

から、道長が知ったら、さぞや怒ることでしょう。 

２００８年という年、今から５年前ですが、こちらの校長先生（永井秀明）も関係された「源氏物

語千年紀」というのを大々的にやりました。京都文化はあれで活性化したと思うんですけれども、そ

の時にあちこちで講演をしたのですが、冒頭でこう言ったのです。「紫式部が書いた『源氏物語』がも
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し見つかったならば、私は京都市内を逆立ちして歩く」と。そしたら皆さん妙な顔されていましたよ。

本当に出てきたらそんなこと出来やしない。それ以上に出てこない確信があるから言ったのですよ。

おそらく１００％近い確率で出ないと踏んでいます。王朝の女流作家、清少納言の『枕草子』、道綱母

の『蜻蛉日記』ほか沢山ありますよね。紀貫之の『土佐日記』以下男性の作品も。しかし、どれ一つ

として自筆本は残っていません。 

道長の嫡男で半世紀にわたって摂関の座にあった頼通の日記は存在すら伝わりません。書いてない

はずはなかろうと思うのですが、不思議でたまりません。道長の日記も近衛家だから残ったというこ

とは言えるでしょう。その近衛家でさえ、保存してきても今日に伝わらないものもあるでしょう。お

そらく道長の日記は特別視されていたと思います。摂関家の中で最高の人ですから、当然、子孫もそ

れを大事にしたと思うのですよ。それでも３６巻あったと言われる中で１４巻しか自筆本は残ってい

ないのです。このように考えると、紫式部とか和泉式部とか清少納言たちの場合、早い時期に子孫は

雲散霧消しているのですから、伝わらなくて当たり前かもしれません。 

 

 ＊藤原道長の栄華 

今日のテーマ「源氏物語の時代」の平安京ということについて、大まかなことを言うと、道長が王

朝女流作家を支えた。「源氏物語は、藤原道長の存在無くしてこの世に生まれ得なかった」と言い切れ

ます。 

今の京都御所が天皇の常の住まいになったのは１４世紀の後半からで、それから明治初めまで約５

００年余りが天皇の住まいだったのですが、それ以前のいわゆる『源氏物語』などの王朝文学に登場

する天皇の住まいは今の京都で言いますと千本丸太町から東北の辺りになります。 

あの辺に行きますと、源氏物語千年紀の折に京都市が何十本かの石柱や駒札を建てています。「桐壺

の跡」、「弘徽殿の跡」、「紫宸殿の跡」とかそういう碑がたくさんあります。連関させたパンフレット

も出ていて、その本を持ってあの辺りを歩いている人がいます。桐壺とか弘徽殿とかその内容がわか

らなかったら歩いたって意味ないですけど。ある程度の知識を持って巡ると、民家の中だけれども頭

の中では、源氏の世界が広がるということですね。 

平安時代、今の京都御所（御苑）があった辺りは、公卿はじめ貴族の住む高級住宅街で土地の値段

も高かったのです。そして、その一郭に道長が構えた館、土御門殿もありました。南北２町（９千坪

ほど）の広さです。図の１マス（１町）には三位以上の公卿しか住めなかったのです。それを道長は

２町取っているわけです。この土御門殿は、藤原道長の栄華の舞台になったところです。道長の栄華

を支えた人たちはみなここで生まれています。１ページ目の史料㋖をご覧ください。そして、この邸

において道長が自分の栄華を謳歌して夜の宴席で歌った有名な歌が「この世をば わが世とぞ思ふ 望
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月の 欠けたることも なしと思へば」です。３人の娘を全部、天皇の皇后にしたという、そういう喜

びの中で歌われたのです。 

ところで、３ページの系図をちょっとだけ見ていただきますと、藤原道長の娘で●を付けた女性が

います。彰子という長女が一条天皇の皇后となり、二人の皇子を産んでいる。この皇子はやがて天皇

になれるのです。女性は天皇になれませんから、この皇子が生まれた時に道長が狂喜しています。そ

の意味では彰子が最大の貢献者です。そして、その最初の皇子、敦成親王が６８代の後一条天皇にな

るわけです。しかも、その次の年にも敦良親王が生まれている。後の後朱雀天皇です。これで２人の

天皇をキープしたわけです。後一条天皇と母彰子の妹の威子が結婚します。結婚した時に後一条天皇

は９歳、威子は１８歳。自分のところから天皇を出そうという道長の政略結婚です。 

道長は同じことをもう一度しています。威子の妹の嬉子を後朱雀天皇と結婚させている。摂関制を

維持するためには、一人でも多くの天皇を出さなければという一念で、こういう強引な婚姻策を取っ

たのです。二段構えでの叔母との結婚は、当時といえども異常です。威子が後一条天皇の中宮になっ

た時に歌ったのが「この世をば」の歌です。三女の威子が皇后になったことによって、皇后であった

次女の妍子が皇太后になり、皇太后であった長女の彰子が太皇太后になった、この３人の皇后を全部

自分の娘で独占した。このことは、日記（『小右記』）の作者（藤原実資）が言うように、未だかつて

例が無いことです。三后を自分の娘で独占したのは、後にも先にもこの時しか無いのです。だから、

道長がやや自慢げになった気持ちはよくわかります。 

「太閤」とは、太政大臣の道長のことで、道長が実資を呼んで、自分（道長）はこれから一首和歌

を詠むので、必ず答えて一首作ってくれと。実資は一流の歌人で、道長は歌があまり上手くないのを

知っているが、面と向かってそんなことを言えない実資は「いやいや私なんかそんな・・・」と言っ

て誤魔化したわけ。そしたら道長が、「やや自慢げな歌なんだけれど即興で歌う」と。 

今もそうなんですが、歌会は二段構えで、最初に歌題が与えられ（兼題）すでに作ってきたもの（宿

構）を先ず披露します。次に当日に御題を示され、即興で歌を作るのです。ここはそれを言っている。

「宿構にあらず」即興で作るんだよと言って、道長の口をついて出たのが「この世をば わが世とぞ思

ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」です。 

これを聞いて実資は、なんと自慢げな歌、と一瞬思ったが、それは飲み込んで、なんと優美な歌で

しょう。こんな優美な歌にお答えすることは出来ません。その代わりにここで、みんなでこの歌を歌

いましょう。皆が呼応して何度か「この世をば」の歌を歌い、実資も一人で何度か吟詠した、と。そ

れを見て道長は気を良くし、実資が一首作らなかったのを責めなかった。そして、夜更けにお開きと

なり、三々五々帰って行った。 

道長もこの日は、非常に長い記事を日記に書いているのですが、この歌を書き留めていません。残

念ながらこの部分は自筆本が残ってないのですが、古写本が残っています。史料㋗をご覧ください。
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「此に於て余和歌を詠む。人々之を詠ず。事了りて分散す」。道長は和歌を詠んだ、皆がそれを歌って

くれた。宴が果ててそれぞれ帰って行った、と。肝心の「この世をば」の歌が見えないのです。ゆえ

に、お節介の実資が『小右記』に書き残していなかったなら、「この世をば」の歌は伝わらなかったの

です。道長はどうして書き留めなかったのか。 

当時の貴族は、翌朝に前日のことを記すことになっている。宴会は寛仁２年１０月１６日ですから、

１７日の朝、この詳しい儀式のことを日記に書いたはずです。その時に、酔いが冷めてみると、吾な

がら余りにも自慢げな歌なので日記に書くのを憚ったか、さもなくば、何を歌ったか覚えていなかっ

たか、このいずれかでしょう。私は後者じゃないかと思うのですが、それは分りません。 

 このように道長の土御門殿をはじめとして京都御所の辺りは、平安時代には超一流の貴族の住宅が

櫛比（しっぴ）していたところなのです。 

時間が来てしまいました。『源氏物語』の時代の平安京の話をもう少ししたかったのですが、この場

所に引き付けて、つい東山の方にウェイトがかかってしまいましたが、おおよそ平安京の様子もおわ

かりいただけたと思います。 

どうも最後までご静聴有り難うございました。 

 

＊閉会 

 

 

森里： 朧谷先生、有り難うございます。実は１時間半、私もよくよく引き込まれて非常に短かったなと思

っております。この京都、何気なしに歩いておりますけれども、実に政治の中心であったか、多くの

文化が生まれてきたのかっていうのを非常に興味深くお話を聞きましたし、もっともっと知っていか

なければいけないという風なことを思いました。 

訓練生の皆さんも地方から来られてる方もいらっしゃるでしょうし、もう少しそちらの方で色んな

ものを紐解いていただいて、京焼・清水焼を育んだ京都の伝統を知っていただきたいと思います。そ

して、そういうのがまた今後自分たちのものづくりにも少しずつ役に立つ血となり肉となると思って

おります。今日はどうも朧谷先生有り難うございました。それでは皆さん、もう一度大きな拍手をお

送りください。 

 

＊＊注＊＊（）内の一部は編集者による脚注である。 


