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摂関期公卿日記の読まれ方・残り方 

―『小右記』・『清慎公記』を参考に― 

                                 重田 香澄 

 

1. 『小右記』と『清慎公記』 はじめに 

「忽忘」に備えるため 1 に記された日記が、過去の

事を知る上で主要な情報源となっていったこと、日記

記主だけでなく、記主の子孫にとっても重要な意味を

持っていったことは指摘されて久しい 2。この理解の

根拠たる日記の使われ方の諸様相は、それよりも後に

成立した日記類の中に求められてきた。具体的には、

部類記として、また参照資料としてどう使われてきた

か、どういう目的のもとに伝領・収集されてきたのか、

その他どういう役割を演じていたのか、等である 3。 

まず、『小右記』について、基本的なことを確認して

おく 5。同記は少なくとも天元元年(978)から長久元年

(1040)までにわたって書き続けられたとみられており、

『大日本古記録』に収められている天元五年から長元

五年(1032)まではまとまって残っている。記主の実資

の経歴を確認しておくと、天元四年に蔵人頭、永祚元

年(987)に参議、長徳元年(995)に権中納言、翌年に中納

言、長保三年(1001)に権大納言、寛弘六年(1009)に大納

言、治安元年(1021)に右大臣となり、以後寛徳三年(永
承元、1046)まで務めている。尚、この間、左近衛中将

(983~)や中宮大夫(985~)6、検非違使別当(995~)、太皇太

后宮大夫(995~)7、右近衛大将(1001~)、皇太弟傅(1021~)8

等を兼ねている。 

本稿では、これらの成果を参考にしつつ、藤原実資

の『小右記』とその養父実頼の『清慎公記』とを使っ

て、日記本文の残り方と、日記の使われ方の比較を行

う。それというのも、日記に記されるということが、

記主のそのことに対する必要性の認識の表れと考えら

れるのと同じように、日記が現在まで残っているとい

うことは、その日記（に記されている情報）に対し、

保有者がそれなりの必要性を認めていたことの表れと

考えられるからである。そして、両者の比較を通して、

実資が『清慎公記』中に求めた情報と、実資の後の時

代の人が『小右記』に求めた情報が似た傾向を持つの

か否かが把握できれば、公卿の日記がどういう性格の

情報源として認識されていたかを、時代の違いも含め

て、より明確にできるものと考えている。 

『小右記』は、早い段階で実資の養子資平によって

写本が作られ、鎌倉時代初期までに、二系統の写本が

成立していたとされる。小野宮家は院政期の間に公卿

から遠ざかってしまい、『小右記』も家からは出て行っ

たが、藤原宗忠や藤原頼長等が写本を所持していたと

考えられること・小野宮流の日記に対する関心の高さ

なども指摘されており 9、公卿の間で需要があったこ

とがわかる。 
本文の残存状況に目を転じると、広本であれ、略本

であれ、一年を通して日記が全く残っていない年がな

くなるのは、実資が最下臈の大納言ではなくなり、大

嘗会の検校にも任じられた寛弘八年からである。それ

以前で写本の残っている年には、遵子が立后した天元

五年、花山天皇即位の翌年で、改元・大嘗会等のあっ

た寛和元年(985)、頼忠の薨じた永祚元年、兼家が薨じ、

定子が立后した正暦元年(988)、道隆が再び関白となっ

た同四年、中関白家の失脚した長徳元年・二年、彰子

が入内した長保元年(999)、内裏の炎上した寛弘二年、

敦成親王（のちの後一条天皇）の誕生した寛弘五年な

ど、実資があまり関わらなくとも、政局が動いたとき、

大きな儀式があったときが多い。『大日本古記録』に収

載されている逸文も、記録類に引用されているものと

並んで、『院号定部類記』や『御遊抄』、『朝覲行幸部類』

などに引用されているものが多くあり、およそ廟堂の

中枢部で起きたこと・行われたことについて、記主実

勿論、火事等で失われてしまったものも多々あるで

あろうことを考えると、現在残っているということが

そのままその日記の重要性を表すとはいえない。より

正確にいうと、現在残されていないものの必要性が低

く評価されていたとはいい切れない。しかし、何の必

要性も認められていないものが残されるとも考えにく

い。 
今回『小右記』本文の残り方と、それに多く引用さ

れる養父藤原実頼の日記『清慎公記』の使われ方を事

例とするのは、『小右記』が、同時代の藤原道長『御堂

関白記』のようにその後厳重保管が目指された（そし

てそれがある程度可能だった）4わけではないこと、ま

た藤原行成『権記』や源経頼『左経記』のように記主

の身分に大幅な制約のないことから、見通しを得るに

は適当と考えられたためである。 
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資のそれらへの関与をある程度捨象したかたちで『小右

記』記載の情報を利用していると見ることができよう。 
このような『小右記』の残り方を、『小右記』にみら

れる『清慎公記』の使われ方と照らし合わせて検討し

ていく訳だが、もう一方の『清慎公記』はというと、

藤原公任によって部類されて『北山抄』の参考に供さ

れたこともあり 10、現在は逸文によって知るしかない。

同記を最も多く引用しているのが実資の『小右記』・『小

野宮年中行事』だが、当初は子孫たちによって分割相

続されたらしいことが指摘されている 11。実頼の経歴

についても確認しておくと、延長八年(930)に蔵人頭、

翌年参議、承平四年(934)に中納言、天慶二年(939)に大

納言、同七年(944)に右大臣、天暦元年(947)に左大臣、

康保四年(967)に太政大臣、安和元年(968)関白、翌年摂

政となっている。この間、検非違使別当(933~)や、左

右近衛大将(938~/945~)、皇太子傅(951~)12等を兼ねてい

る。父忠平が薨じたのは天暦三年、弟師輔が薨じたの

は天徳四年(960)のことである。 

 
2. 『小右記』中の『清慎公記』 
実資が『清慎公記』を参照するのは、当然ながら『清

慎公記』中に書かれた過去の出来事等を調べるときで

ある。但し、常に一定の立場で参照している訳ではな

い。議政官の一人として必要な情報もあれば、上卿と

して諸事を取り仕切る立場であるが為に参照した情報

もある。定等で話題となったこと等を調べたり、その

他、自分の居合わせた儀式やその時々の出来事などに

関する疑問点を調べたりもしている（以下、これを便

宜的に「その他」とする）のである。そして、これも

当然のことながら、常に自分の行動の指針にしたり、

自分の疑問を解消したりするためだけに参照している

訳でもなく、他人に下す指示の根拠として提示するこ

ともあれば、他人からの質問に答える為に参照してい

る場合もある。 
 このような立場・目的の違いに留意して、且つ『清

慎公記』のどの年代を参照しているのかを数で表し、

まとめたのが次の表 a、b である。a は実資自身が使う

つもりで参照した情報、b は他人に示すために参照し

た情報について、それぞれ実資の立場ごとに数え上げ

た。祖先の日記・例に対する関心の在り方も考慮する

必要があると考え、◎を実頼の例、●をそれ以外とし、

それぞれ一つを一件として表示してある。

a.実資自身のために参照        

年号 
実資立場 

(権)中納言 (権)大納言 右大将 右大臣 皇太子傅 上卿 定 その他 
実頼身分 

延喜                   

延長 8.蔵人頭/             ● ● 

承平 1.参議/4.中納言   ●       ●●●●   ●●●◎ 

天慶 2.大納言/7.右大臣   ●● ◎ ◎◎◎◎◎◎   ●●◎◎◎◎   ●●●●●●◎◎◎ 

天暦 1.左大臣           ●●●◎◎   ●●●●●◎ 

天徳   ●         ◎   ● 

応和             ●◎   ● 

康保 4.太政大臣         ●     ●●● 

安和 1.関白/2.摂政           ●   ●●● 

天禄                   

不明       ◎◎◎     ●●●●●●◎◎◎◎   ●●●●●●●●●●●●◎◎ 

b.他人に示すために参照        

年号 
実資立場 

(権)中納言 (権)大納言 右大将 右大臣 皇太子傅 上卿 定 その他 
実頼身分 

延喜                   

延長 8.蔵人頭/     ●           

承平 1.参議/4.中納言               ●● 

天慶 2.大納言/7.右大臣           ●●●   ●●● 

天暦 1.左大臣           ●◎   ●●◎ 

天徳                   

応和       ◎       ◎ ●◎◎ 

康保 4.太政大臣               ◎◎◎ 

安和 1.関白/2.摂政               ◎ 

天禄                   

不明             ●●◎ ●● ●●●●● 

247 



重田 香澄：摂関期公卿日記の読まれ方・残り方 

表の横マスに実資の立場を、縦マスの左端に参照さ

れた『清慎公記』記事の年号を（「不明」は言及無し）、

その隣にそれぞれの年号に該当する期間の実頼の廟堂

での地位（数字は各官任命時の年）をとってある。例

えば、表 a の右下隅のマスは、「その他」の立場で実資

が参照した『清慎公記』の、年代を特定できない記事

の数が、実頼の例は 2 件、それ以外の例が 12 件あるこ

とを表す。 
それぞれ大まかに傾向をみておく。まず、実資が自

分の為に参照した記事について。中納言・大納言とし

ての需要は件数もさほど多くない。長徳二年七月二十

日、実資が権中納言から中納言に転じた時の拝舞につ

いて、『清慎公記』天徳四年、藤原師氏が正官に転じた

例に則っているものと、寛仁三年(1019)正月五日、正

月叙位議を大納言が行う例を『清慎公記』の承平二年・

天慶四年・六年に求めている記事である。特に実頼の

例を引いているという訳でもない。右大将・右大臣と

しての所作等には実頼の例が参照される 13。特に、治

安元年七月二十五日、実資が右大臣となった際には、

任大臣大饗も小野宮第において「皆是故殿旧儀」にて

行い、参内時の前駈も、乗車して入る門も、それ以後

の手続き等、全て『清慎公記』の天慶七年、実頼が右

大臣に任じた時の例に倣う徹底ぶりであった。 
皇太弟傅の立場に引きずられて書き留めておいたと

見られるのは治安二年十一月三日、崇福寺焼亡につい

て康保二年三月二十日の『清慎公記』を参照したもの

で、それによると、更に前の延喜二十一年(921)にも崇

福寺は焼けており、人々が「皇太子可二慎給一乎」等と

言い、2 年後に皇太子は薨じてしまったという、皇太

子の身の上に関わるものである。尚、この記事を書い

たときの実頼も、皇太子傅であったことは興味深い。 
上卿としての必要性から参照したと見られるものは

多い。実頼の例が参照されているのは、長和度大嘗会

御禊の時や、内弁を務めた寛仁三・四年（1019・20）
十一月の新嘗祭のときの式次第について等大きな儀式

に関するものが主だが、それ以外のものとの間に数的

にさほど大きな差はない 14。大嘗会等、特別なものは

別として、基本的には時宜に適った例を参照するよう

にしていたということであろうか。定関係としては 1
件、寛弘八年九月十三日の一条上皇崩後の院号定に関

するものがあるが、延長八年の醍醐上皇の院号定を参

考にしようと『清慎公記』を見たところ、何もこれに

関する記述はなかったらしい。「その他」は多く、内容

も多岐にわたる。朔旦冬至の儀の手配に関してや、旬

儀・番奏時の近衛中将の並び方、内親王着裳の際の理

髪人等の選定、神鏡が焼亡した折のこと、駒牽で、当

日他の公事に奉仕していたために馬の分配にあずかれ

なかった人への対処等で、内容的に、実頼の事例かど

うかを問題にできないものも多く、実頼の例か否かは

さほど問題にされなかったらしいことが窺われる 15。 
このようにみると、『清慎公記』を自分のために参照

する場合、右近衛大将や右大臣としての自分自身の所

作に関しては実頼の例にこだわるが、それ以外につい

てはそれほどでもなく、むしろ過去のことの記録とし

て使っていると見た方が良さそうである。 
一方、他人に示す為に参照した記事はというと、（権）

中納言、（権）大納言、右大臣、皇太弟傅の立場からの

参照はない。右大将・上卿の立場からの参照はあるが、

これは殆どが下の者への指示・摂関等への連絡であ

る 16。自分の為に参照した記事にて確認した傾向を考

えると、これも実頼の例かどうかに強い拘りはないと

みてよかろう。定等についても同じことがいえそうで

ある 17。 
「その他」も基本的には同じ事が言えるだろう 18。

他人のことなのに実頼の例が多いのが気になるが、こ

れらも、長和四年、天皇が病の間太政大臣が官奏をみ

た例として、冷泉天皇の時の太政大臣実頼の例を、と

きの太政大臣道長に資平経由で申し送ったものや、寛

仁元年十一月十九日、道長の太政大臣正月大饗に子の

頼通（摂政）が列席させるべきかどうかを道長に問わ

れ、あまり参考になるわけがないと思いつつも『清慎

公記』の中の実頼が参議の時の忠平大饗（承平年間）

の例を答えているものなど、実頼本人ではなく、忠平

の例ともとれるものであったり、類例が他になさそう

なものであったりして、実頼の例とはいえ、扱いとし

てはそれ以外と同じである。 
実資というと、『清慎公記』と実頼の例が絶対で、

それをもとに作法の誤りを非難した、という印象が強

い 19。しかし、ここまでに見てきたことを踏まえると、

そうとは言い切れない部分が見えてくる。実資が『清

慎公記』をもとに、小野宮一門以外の人に対して、作

法なり依拠するところなりを「誤」と判じているのは、

意外にも寛弘二年脩子内親王裳着における『西宮記』

の誤謬の指摘と、正暦四年正月二十六日、右大臣源重

信大饗の着座に関する指摘くらいである。しかも、両

者ともそれぞれ『貞信公記』や『吏部王記』を併せ見

て判断している。実資自身が上卿として取り仕切る公

事についても、『清慎公記』を中心的な材料に据えて

判断している例は殆どないことを考えると 20、『清慎

公記』が実資（及び小野宮一門）に対して持つ拘束力

と、それ以外に対して発揮できる拘束力との間にある

違いを、実資は弁えた上で『清慎公記』を使っていた
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とみてよいのではなかろうか 21。 
さて、実資の『清慎公記』に対する姿勢がわかった

ところで、大体どの年代の記事が多く使われているの

かを見てみると、年代不明のものを除くと、『清慎公

記』記主実頼が大納言・右大臣となった天慶・天暦年

間に集中していることがわかる。これにはいくつかの

要因が考えられるが、ひとつに、所謂「天暦の聖代」

とも重なることが挙げられる。「延喜天暦聖代」観が

儒者（文人）を中心に唱えられ始めたのがちょうど一

条朝くらいからであり、『小右記』中にも「延喜・天

暦例」の多く見られることは、林陸朗氏によって早く

から指摘されているところである 22。その天暦時代に

関する記述として使いやすかったということであろう。 
ふたつめとして、忠平や師輔の例を参照する際にも

使えることが考えられる。さきにみたように、実資個

人としては実頼の例を重んじるところがあるが、他の

人についてそれを強制するところはなく、道長等から

の問い合わせにも、『清慎公記』中の忠平・師輔の例

を答えていたりする 23。後一条朝以降、道長・頼通が

摂政・関白となると、依拠すべき例として兼家の例（『小

右記』に記載あり）と共に忠平（・ときに師輔）の例

を求めることから、二人の在世中の年代の記事の数に

影響したものと考えられる。 
最後に、大納言以降の記述の方が利用価値が高いの

ではないかということが考えられる。日記には、基本

的に記主の見聞したことが記されるのであって、見る

ことのできないもの・虚実を確かめられないものにつ

いてはおのずと記述の精度も限られてしまうことはい

うまでもなかろう。実資は、実頼や師輔等の具体的な

行動例を参照するだけでなく、実頼が参会しただけの

儀式の記述や、『清慎公記』中に写された勘文等を参

照していることもある 24。また、実資の『小右記』中

に勘文を写した記事が出てくる（機密性の高い情報が

出てくる）のは大納言になってから、増えてくるのは

右大臣（藤原頼通が左大臣ながら摂政・関白のため実

資が一上）になってからである。 
同じような状況が『清慎公記』にも想定できるので

はないか。例えば、『小右記』寛弘八年九月十三日の

一条上皇崩後の院号定に当たって、延長八年の醍醐上

皇の院号定を参考にと『清慎公記』を見たところ、何

もこれに関する記述はなかったというのは、当時蔵人

頭の実頼がそれを、あまり書けなかったからというと

ころもあるのではなかろうか。実資自身、右大臣にな

った後の万寿四年十二月三十日、天皇心喪の装束につ

いて「可レ依二永祚例一」としつつ、「有二慮外思一籠居、

亦為二宰相一之間不レ知二雲上事一」と参議だった当時を

振り返っていることを考えると、参議になっても似た

ような状況はあったと考えられる。実際、正暦二年の

藤原詮子の院号定に、参議として参加した実資の記述

も、「公卿僉議之、淳和后、嵯峨太后、染殿后国史更不

レ細二記其旨一、院号者以二御領処一為二其号一、不レ承二其

処一為、又判官代・主典代等事不レ能レ尋二得慥例一、」と

いうように、あまり詳しいとはいえないのである 25。

初の出家による女院の院号定であったことを差し引い

ても、大納言・右大臣となった後の記述とはかなり違

うだろう。このような訳で、ひとくちに公卿といって

も関知できる情報量に差があり、実資にとって利用価

値の高い情報は、大納言以上の段階の情報だったとい

うことがいえるのではないだろうか。 
 

まとめ 

以上、『小右記』の残存状況を押さえた上で、『小右

記』における『清慎公記』の読まれ方をつらつらとみ

てきたが、およそ、実資においては、自分の所作等に

関しては実頼の例を優先するが、それ以外については

数ある過去の事例と大差なく扱っているとみて良さそ

うなこと、実頼が大納言になった後、特に天慶・天暦

年間の記事は、話題としても、情報の質（機密性）と

しても、実資にとって利用価値（需要）の高いもので

あるらしいことが確認できたと思う。 

ここで再び『小右記』残存状況を考えると、『小右記』

についても、『清慎公記』と似たような需要を想定でき

るのではないだろうか。勿論、実資の後、小野宮家は

勢力を減退していった関係で、『小右記』も家からは流

出していき、実資の子孫が『小右記』を参照した訳で

はない。その点、『小右記』と『清慎公記』の関係とは

異なっており、上で得られた見解をそのまま当てはめ

ることはできない。しかし、『小右記』記事中、実頼の

例に対する執着があるとみられる部分である右大将・

右大臣関連記事や上卿記事の一部を差し引いても、『清

慎公記』の読まれ方の傾向はさほど変わらないといえ

る。特に、最も“過去の事例（情報）”的に扱われてい

た「その他」での『清慎公記』参照が、実頼の大納言

時代以降の記事に多いことをみると、『清慎公記』と『小

右記』の読まれ方は似ていたとしてよいだろう。そし

て、両者のこのような記事の残り方・使われ方は、少

なくとも摂関期・院政期（およびそれ以降の中世）を

通じて、公卿の日記に期待されたのが、廟堂で起きた

ことについての詳細な情報であることを改めて確認さ

せてくれる。 
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注 

1. 「九条殿遺誡」より。 
2. 竹内理三「口伝と教命－公卿学系譜（秘事口伝成立以前）

－」（『竹内理三著作集』５、角川書店、1999、初出 1940）。
小島小五郎『公卿文化の研究』、国書刊行会、1942。橋本義

彦『平安貴族社会の研究』、吉川弘文館、1976。山中裕『平

安時代の古記録と貴族文化』、思文閣出版、1988。山中裕編

『古記録と日記』、思文閣出版、1993。松薗斉 a『日記の家』、

吉川弘文館、1997、b『王朝日記論』法政大学出版局、2006。
末松剛「平安時代における摂関家の先例観について－御堂

流故実の再検討－」（『九州史学』124、1999）ほか。 
3. 松薗『日記の家』序章に示される「日記を単なる史料とし

てではなく、一つの文化として把える姿勢」（同書 p4）な

どはこのスタンスを端的に表したものといえよう。 
4. 松薗 b 著第二章。 
5. 『小右記』解題（『大日本古記録』）。以下、『小右記』の基

本的な情報はこれに拠る。 
6. 藤原遵子の宮司。 
7. 昌子内親王の宮司。 
8. 敦良親王（のちの後朱雀天皇）。 
9. 松薗前掲注 2 著 a 第三章・第四章・第六章、b 著第四章。 
10. 『小右記』寛仁四年八月十八日など。以下、出典について

断りのない場合は皆『小右記』よりの引用とする。桃裕行

「『北山抄』と『清慎公記』」（『桃裕行著作集』所収、思文

閣出版、1988）。 
11. 梅村恵子「清慎公記」（山中編注 2 書所収）。 
12. 憲平親王（のちの冷泉天皇）。 
13. 右大将関連：寛弘二年正月十八日、同八年十二月十七日、

寛仁三年正月十九日、万寿四年正月十八日。右大臣関連：

治安元年七月二十五日・二十八日、同十月十六日・二十六

日、長元四年九月十七日。 
14. 実頼の例を参照しているものとしては、寛弘八年九月十六

日、長和元年四月四日、閏十月二十七日、長和五年三月十

九日、寛仁三年正月五日、治安元年八月二十九日、十一月

十六日、万寿二年十月五日、同三年四月一日、長元四年八

月二十四日・二十五日、同五年十二月十四日など。それ以

外としては寛弘八年九月一日，長和元年四月二十七日、同

五年二月一日、寛仁三年七月二十七日、十一月十六日、同

四年十一月二十一日、治安三年十二月九日、万寿元年正月

七日、十二月十日、同二年十月三日、長元四年九月五日・

十三日、同五年八月二十五日など。 

15. 順に、正暦四年十一月一日、長保元年四月二十五日、寛弘

二年三月二十七日、十一月十七日、長元元年八月二十五日。

内、実頼の例といえるのは長元元年のもの。 
16. 右大将：寛弘八年十二月十九日、万寿四年正月十八日。上

卿：長和元年七月八日、寛仁元年十月十三日、治安元年十

一月四日、万寿二年七月十八日、八月五日、長元四年正月

十六日、九月十六日、同五年十二月十九日。 
17. 長和三年十二月十七日、寛仁三年六月十九日、同四年十一

月十日。 
18. 長和二年七月三日・六日、同四年四月二十九日、七月十日、

八月十一日、九月八日、同五年三月三日、四月四日、寛仁

元年十一月十九日、同四年八月十八日、治安元年十一月四

日、万寿四年十一月二十四日、十二月二十五日・三十日、

長元元年七月五日、十二月二十日、同二年八月一日など。 
19. 前掲注 2 の各論考など。 
20. 寛弘八年七月十一日。長和度大嘗会について、『儀式』を

基本にして行うことを行事弁の藤原朝経に指示している。 
21. 勿論、実資が九条流を意識していなかったとはいえない。

たとえば、寛弘二年正月十八日、賭弓の際の近衛大将によ

る射手奏等のあとの復座の作法に関し、右大将の実資と左

大将の公季とで食い違いがあった。公季の作法が「九条殿

御日記」によるものだと聞いた実資は「左将軍可レ被レ伝二 
九条殿例一歟、」、公季は師輔の例を伝えておられるのだろう

か、としている。また、実資の適用範囲としては、『小右記』

中の「一家」が、基本的には実頼子孫の父系親族を指して

いるという服藤早苗「摂関家における「氏」・「家」―「小

右記」にみられる実資を中心として―」（青木和夫先生還暦

記念会編『日本古代の政治と文化』所収、吉川弘文館、1987）
参考。 

22. 林陸朗「所謂「延喜天暦聖代説」の成立」（古代学協会編

『延喜天暦時代の研究』所収、吉川弘文館、1969）。そのた

め、『小右記』中には『醍醐天皇御記』や『村上天皇御記』

の参照も多い。ただ、件数としては『醍醐』11 件に対し『村

上』33 件と、『村上天皇御記』の方が多めである。実資の

正誤判定の仕方等を考慮すると、傍証の多い方が使いやす

いということなのだろうか。別の機会に考えたい。 
23. 長和五年三月三日、寛仁元年十一月十九日など。 
24. 寛弘八年九月一日。 
25. 『院号定部類記』逸文。実際、実頼参議時代の『清慎公記』

が引かれているのは延長九年（承平元年）十二月二十五日

条（『小右記』長和五年二月三日所引）しかない。
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