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重田　香澄：摂関期における先例への依拠のあり方について

はじめに

　摂関期に入り、儀式も政務の一環としてその重要性

を増すにつれ、それに関わる先例を探し、それに基づ

いて政務・儀式を運営するようになっていったことに

ついては広く認識されているところである。古記録等

には「前例」・「旧例」・「先規」・「故実」・「式」等の名

で表れるこれらの先例が、公卿たちにとって態度決定

の際の最有力の尺度であり、自らの判断の正当化の手

段となるものであったことも指摘されて久しい1。

　彼等がどの先例に従うのが最適なのかということに

関しては、各例の成立状況にまで遡って検討が加えら

れていた。そして、その適用対象たる儀式等を行う際

の状況の近似性のみならず、判断する人間の立場や属

する家なども考慮に入れられていたことも明らかに

なっている2。

　以上のように説明される先例への依拠は、その時々

に眼前で行う判断のためのものであり、その点におい

て、判断を行うその時点（現在）へと関心が集中した、

現在への志向性の強いものということができる。一方

で、望ましい結果をもたらした先例に倣うことで、そ

の例のように望ましい展開を期待したのではないかと

みられる、未来志向的ともいうべき依拠の仕方がない

わけでもない。たとえば改元定を行う時期に関して、

　　廿八日、早旦頭弁示送云、八月改元例可二注給一、

付レ使遣レ之、天平・延暦等例也、年々改元例相

加送之、…（中略）…同日頭弁伝二関白御消息一云、

廿九日可レ有二改元一、而内裏有二犬死穢一、及二廿

九日一、令レ勘二穢中之改元例一、既無二其例一、来

月有二改元例一、天平・延暦等八月改元、是吉例

也、来月朔比宜日被レ行如何、報云、穢中被レ行二

改元一之事、可レ無二穏便一、何況無レ例歟、来月

被レ行尤宜哉、…（後略）

というように、天平や延暦に改元したときの例を「吉

例」としているくだりなど、聖武天皇や桓武天皇の治

世に依拠しようとする際にその例を「宜」ではなく

「吉」としているあたり、改元に期するものを感じさ

せる3。

　このように、依拠すべき先例を選択する際に、その

後のことに対する配慮もなされている場合、その依拠

の仕方を見ていくことで、判断の主体としての彼らが

何を狙って動いていたのかを窺うこともできるものと

考えられる。そこで、本稿では、例を選択した本人と、

そこからは一線を画したところでみていた人間、両方

の記録が残り、しかも微妙に見解の異なっている、寛

弘二年（1005）の脩子内親王着裳の検討を通して、先

例への依拠の仕方から、どれだけ依拠した人間の狙い

が窺えるかをみていきたい。

１．脩子内親王着裳について

　まず、着裳とは、女子が成人し、初めて裳を着ける

儀式のことで、髪上げ・初笄ともいわれる。『新儀式』

『西宮記』などに次第が載っているが、主に髪上げに

関することのみで着裳そのものがどの段階でどう行わ

れるかは記載がない4。中村義雄氏や服藤早苗氏によ

る各事例の検討で明らかにされたところによると、お

よそ、成人の装束に改めた後、腰結が裳の腰紐を結

び、理髪が髪を整え、結髻が元結いを結って、天皇に

向かって粛拝、のち饗宴、という次第をとっていたよ

うである5。更に、平安時代の着裳の例を整理された

服藤氏によると、内親王着裳の場合、腰結の役は母方

の親族の権勢家（尊長）が、結髻は尚侍か典侍あたり

の女官が、理髪は尚侍・典侍、更衣あたりが、それぞ

れ勤めていたということである。尚、結髻・理髪役に

ついては『新儀式』でも言及されている。

　但し、服藤氏の整理された各内親王着裳20例のう

ち、寛弘二年までの内親王着裳で、諸役の人選がはっ

きりしているのは、延喜十六年 （916）の慶子内親王
（父・醍醐天皇、母・女御源和子）、承平三年（933）

の康子内親王（父・醍醐天皇、母・藤原穏子）、天延

二年（974）の選子内親王（父・村上天皇、母・皇后

藤原安子）の３例しかない。これを皇后所生、后腹の

内親王に限ると、６例中、康子、選子の２例となる。

慶子例を含めたこれら３例のうち、母方の親族の尊長

が腰結役を勤めたと言えるのは、忠平が勤めている承

平三年の康子の例だけで、選子の場合、腰結を関白藤

原兼通〈安子の兄〉の妻・昭子女王〈醍醐の孫〉が勤
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めているが、兼通ではないのはなぜなのかという疑問

が残る。后腹でない慶子も、腰結・結髻は尚侍藤原満

子ではあるが、慶子が、着裳時に「雖不后腹依先朝恩

云々」と后腹並の扱いを受けた韶子内親王と同腹なこ

とには注意が必要で、慶子も后腹と同様の扱いがなさ

れた可能性が考えられる6。

以上のことからは、むしろ、腰結を母方の尊長が勤

めるとは限らないこと、尚侍などが勤める可能性もあ

ること、が窺える。道長の判断・行動がこの後に故実

化していくことを考えあわせると7、寛弘二年の段階

では諸役を誰が勤めるのかはまだはっきりしていな

かった可能性も考えられるのではなかろうか。

　次に、今回の事例で着裳を行った脩子内親王だが、

一条天皇と藤原定子の間の第一皇女である。寛弘二年

段階で、母の定子は死没し、外戚にあたる藤原伊周と

隆家は長徳の変で失脚、廟堂に復帰し始めたばかりで

あった。定子所生の第一皇子敦康親王共々、彰子のも

とにいたものと考えられ、道長の影響下にあったもの

と考えられる。

　一条天皇が、脩子の着裳を、后腹内親王の儀として

行おうとしていることは、事前に実資や行成から情報

収集している記事などから窺える7。当日は、『御堂関

白記』寛弘二年三月二十七日条に「一宮御対面、女一

宮御裳着、」とあるように、敦康親王御対面儀の後に

行われた。同日条の『小右記』から、腰結は道長、結

髻は女御藤原尊子、理髪は橘徳子が勤めたことがわか

る。

但し、『小右記』では、腰結役以下の顔ぶれについ

て疑義を示している。『小右記』のこの記事は、実資

が祖父にして養父の実頼の日記『清慎公記』を根拠の

一つとして、他の記録類の記述（ここでは『西宮記』

内親王着裳の引用勘物、承平三年八月二十七日康子内

親王着裳の記述）を誤と判じている数少ない事例でも

あるのだが、実際のところ、『西宮記』引用勘物の記

述は、同日の『吏部王記』などから正しかったものと

考えられる。では、なぜ実資は「おかしい」と感じた

のであろうか。

２．実資の違和感

　まず、『小右記』の該当部分を挙げておく。

　　脩子内親王於二清凉殿一有二笄事一、亥剋、其儀存

レ例、不レ能二具記一、但左大臣結二御裳腰一
西宮帥承
平三年記

云、小一条大臣結二康子内親王裳腰一者、依二件記一所レ結歟、見二彼年貞
信公記并故殿御記一無二其事一、若是西宮記相誤歟、注二小一条大臣一則是
貞信
公也、女御藤尊子結鬟、令二本結一云々、橘徳子理

髪、
御乳母、位三位、尋二先年之例一、三人所レ未二預参一、依二西宮記一所

レ被レ行歟、彼記小一条大臣結二裳腰一、滋野内侍理髪、尚侍結本結

者、可レ奇之記也、故殿御記、以二尚侍一為下結二御裳腰

一人上、以二典侍幸子一為二理髪人一者、猶西宮記錯謬歟、
左大臣初応レ

召参入、内侍召二侍臣一告、若是元服時例歟、結レ

腰了退出、更有レ召参二入御前一、給レ禄、大褂歟、

下レ自二長橋一、於二仁寿殿階隠一拝舞、依レ雨、次

召二諸卿於御前一、其座又庇、如二御読経座一、給

二衝重一、（饗以下略）

「西宮帥承平三年記云、小一条大臣結二康子内親王

裳腰一者、依二件記一所レ結歟、」と道長が依拠したも

のを推察していることから、『西宮記』の該当部分は

実資も所持していた、もしくは知っていたと考えられ

る。

　今回の着裳の例への依拠の仕方について、実資がど

う認識していたかというと、「其儀存レ例」とあるこ

とから、敷設や式次第、叙品等にも問題はなかったら

しいことが窺える。康子内親王の例に拠ることにも特

に言及がないことから、さしたる問題はなかったもの

と判断できる。

　問題は腰結以下の人選であった。『西宮記』引用勘

物で腰結となっている藤原忠平本人の日記『貞信公

記』にその記述がないことと、その場にいたはずの実

頼の『清慎公記』にもそのような記述がないことが、

『西宮記』の記述を誤とする根拠としてあげられてい

る。

　しかしそれだけなら「可レ尋」などと書かれて終わ

る可能性もある。誤りと判断するにはそれなりの理由

が必要と考えられる。そこで、もう一つの可能性とし

て、実資が予期していたものと違った、というのを想

定していいのではなかろうか。

　まず、脩子内親王着裳に際して、一条天皇に情報提

供している以上、天皇が后腹内親王着裳に関する先例

を集めていたことを実資は知っている。儀式当日は后

腹内親王の着裳の式次第・諸役等をある程度想定して

参加していたとみるのが自然であろう。想定の材料に

なるものとしては、まず、寛弘二年三月二十日に「大

外記善言云、后腹女親王笄日記奉由、右頭中将召仰也、

日記若候書写可レ献者、邑上御記・故殿御日記詳有レ

被レ記、然而不レ可レ令レ見、天慶・康保等外記日記借

与了、」とあるように、求められても渡さなかった『村

上御記』や『清慎公記』の記述である。服藤氏整理の

事例においても、外戚が腰結を勤めたことがわかって

いるのは康子の１例のみであること、しかもその康子

の例も『貞信公記』・『清慎公記』の腰結以下の記述で

は、腰結：尚侍藤原満子、理髪：典侍滋野幸子となっ

ていること等を考えると、外戚が腰結を勤めた事例が

記されている可能性はあまり高くないと言っていいの
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ではなかろうか。他に、『西宮記』内親王着裳事引用

勘物の延長二年韶子内親王例など、これには着袴の例

の可能性が強いとの指摘もあるが、寛弘二年段階の実

資等がそれを区別して認識していたのかとなると話が

違ってくるので、一応この辺りも実資の想定の材料と

して考慮に入れられるであろう。そうすると、やはり

外戚が腰結役を勤めた事例というのはあまり見あたら

なかった可能性が高いと言えるのではないかと思われ

る。

　このような訳で、実資は尚侍あたりを腰結役に想定

していた可能性が考えられる、と言えるのではなかろ

うか。

尚、実資というと祖父（養父）実頼の日記に絶対的

な権威を付けて内外に喧伝していた印象が強い９。し

かし、例えば「大納言（斉信：筆者注）着陣、令レ奏

二申文一、　（中略）　又彼一家例巻数者令二申文一、今

日奏二巻数一如何、故殿只被レ奏下二賜外記一、而彼一

家令二申文一、而今日改二一家例一如何、」という
10、上

卿藤原斉信（師輔の孫、但し母は実頼の娘）が、九条

流の人間であるにもかかわらず、小野宮流のように巻

数を奏したことに対する批判にみられるように、「一

家例」の適用範囲は実資においても意識されていた。

また、情報源である父祖の日記に記されていること

が、全て父祖の例という訳ではなく、実資もそれを弁

えて参照していたことも、「余跪置レ笏解レ劔、大納言

以下拝舞、次第退出、
権転レ正之時解レ釼儀、見二天徳故殿御日記一、
師氏卿転レ正之時例也、時被レ勘二代々恒佐・師

尹等例一也、而左少弁説孝朝臣頗有二難気一云々、仍於

二大饗一相二示此由一、殊無レ所レ避、既有二 面一云々、
」などから窺える。

これらのことから、実資が『清慎公記』の記述を盲信

していたとは考えにくいと言えるであろう。

　また、諸役について、服藤氏の指摘の通りの認識が

寛弘二年段階からあったとしても、脩子の場合、腰結

の藤原道長は一応、現段階では後見的存在ではあって

も外戚というにはやや遠く、結髻の御匣殿女御藤原尊

子は道兼の娘だが、女御は女官とは言い難い。このよ

うなわけで、やはりなにがしかの違和感を抱かせたも

のと考えられよう。

　実資の感じた違和感が、それなりに理由のあるもの

であるらしい上は、違和感を抱かせるような選択をし

た道長の方に何らかの理由があるとみていいであろ

う。

３．道長の事情

　脩子内親王着裳に際して、道長の手許にあったと思

われる情報としては、道長がこのときに限らず度々参

照している『西宮記』の他、事前に一条天皇のもとに

集められた、行成や実資からの記録類も考えることが

できる。道長の先例観については、道長の先例参照記

事を分析された末松剛氏が、「その都度適宜に判断し、

流派にこだわらず取り入れて」いたことを指摘されて

おり11、今回も道長なりの論理で先例の取捨選択が行

われたものと考えられよう。

　およそ、儀式等を運営するにあたっては、基調とな

る例にその時の状況に合わせて細部の調整を行うのが

一般的であったものとみられる12。今回の着裳に関し

ては、基調を『西宮記』に、細部を承平三年康子内親

王例に拠って行われた、ということができよう。そこ

で、康子内親王と脩子内親王の置かれた状況と着裳諸

役の人選を整理すると以下の表のようになる。

両者を比べると、外戚の置かれた状況が大きく異

なっていることがわかる。

　そこで、寛弘二年段階における脩子内親王達の外戚

中関白家の境遇をみてみると、伊周・隆家は、長徳の

変（996）による失脚の後、長保三年（1001）に本位

に復し、翌年には隆家が権中納言に復帰、伊周も寛弘

二年二月の仁王会で｢大臣下大納言上｣と座次が定め

られ、脩子内親王着裳前日に昇殿が許されているとい

うところであった。

既に長徳の変から10年近くが経ち、定子も亡く、中

宮としての彰子の地位も固まっていることなどからし

て、兼家流内部での権力争いは道長の勝利に終わって

いることは明確である。しかし一方で中関白家の復帰

始まったこの時点で、まだ彰子所生の皇子はなく、敦

康子内親王 脩子内親王

状況

父 醍醐天皇（没） 一条天皇（存命）

母 皇后藤原穏子（存命） 皇后藤原定子（没）

外戚
藤原基経（没）・時平（没）・忠平（摂政
左大臣）・仲平（右大臣）

藤原道隆（没）･伊周（｢大臣下大納言上｣
の座次）・隆家（権中納言）

諸役
人選

腰結 藤原忠平（外祖父） 藤原道長（後見？）

結髻 藤原満子（尚侍） 藤原尊子（女御）

理髪 滋野幸子（典侍） 橘徳子（典侍）
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康親王が一条天皇の唯一の皇子であった。この段階で

の敦康親王後見は道長だが、このまま彰子に皇子が生

まれなかった場合、敦康親王が次の東宮になる可能性

が高く、そうすると中関白家復権の可能性もあるので

は、との期待を伊周達に抱かせるには十分であったも

のと考えられる13。

　脩子内親王着裳の前には、敦康親王の対面儀がやは

り道長の奉仕で行われている。敦康の後見として当

然とはいえ、当然だからこそ、後見が誰なのかのパ

フォーマンスにもなったであろうことは容易に考えつ

くところである。これと同じことが脩子にも言えるの

ではなかろうか。

　また、結髻の女御尊子も、腰結の道長も、定子の祖

父（脩子にとっては曾祖父）の兼家のところで繋がる。

この血縁的なつながりを意識させた上で、道長がかつ

ての忠平よろしく腰結と勤めるとなると、兼家流の尊

長としての道長を印象づけることになり、伊周達に挽

回の余地は残されていないことのアピールにもなった

のではないかと考えられる。

　このようなわけで、康子内親王例とのズレは、外

戚の役を務めることにより脩子内親王と道長の続柄

（血）の弱さ（薄さ）を埋めるだけでなく、兼家流の

尊長、つまり兼家の後継者として、兼家に連なる人間

を奉仕させることで権力の帰趨を再度示し、伊周周辺

を牽制するという意図の下に設定されたと言えるので

はなかろうか。

まとめ

　康子内親王例に依拠したとみられた脩子内親王着裳

の抱えるズレは、その儀に奉仕した道長の意図を反映

したものであったと見ることが可能である。道長の寛

弘二年段階の立場と、忠平の承平三年段階の立場の差

を埋めようとする方向で、道長の目指したもの・主張

したいことを想定することもできるであろう。一方、

この儀に期するところのない、一参列者の実資として

は、この例に準拠することの適否や準拠した例に合致

するか否かが一番の問題になっていると考えられ、そ

れが脩子内親王着裳儀に対して実資が感じた違和感の

もとになっているものと考えられる。

　このように、儀式等に奉仕する当事者とそれ以外と

では、依拠する例へのまなざしも異なっており、当事

者以外の人間の感じる違和感が、当事者の意思表示の

一端となっている場合もあるということができるであ

ろう。

また、現在、儀式と政務を併せて公事、とわざわざ

捉え直さねばならないほど、儀式と政務は距離のある

言葉であり、儀式における先例への依拠というと、ど

うしても旧例墨守の感がつきまとう。今回検討した道

長の先例の使い方から、現在儀式と捉えられるような

案件についても、改元などと同じような姿勢で態度決

定を行っていたことを確認できるのではないだろう

か。
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　実資はまず頼忠のところに参上し、東宮元服加冠・理髪

役について、「内裏式」をもとにした頼忠の見解を承っ

ている。叙位人数などの細部は、数の近い応和の例に則

ることも指示されている。

しげた　かすみ／お茶の水女子大学大学院　人間文化研究科　国際日本学専攻


