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第8 章平安時代鴨束白河の景観復原

岡田保良

1 はじめに

平安京の周辺域では，北白川廃寺や法観寺の例をあげるまでもなく，遷都の以前からす

でに，主lこ渡来系の氏族が定着し，邸館を;ti え，社寺を建て，墳墓を白んでいた。新都造

営の後には都人の多くが，京域内にのみとどまらず，別業や社寺建立の地，時には葬送の

地を洛外lこ求めて京の内外を行き交った。とくに，鴨川をこえて白川流域から東山山麓に

かけては， そうした動きが顕著で， 江戸時代の古跡悶「111 古京師内外地｜刈』（『故実叢古』

所収〉には， 京内に劣らぬ密度で鴨束の古跡が描かれるほどであった。同図には注記とし

て「嘗延暦年遷都今地以降，京外白川之地，離宮仙宮皇后御所国母御殿三公公卿殿上人百

司諸家宅；之殿第館苧家宅山庄別業及寺社廟堂院舎等，大以営構此白川！以北都域，故古記並

称京白JII」として「白川以北」の繁栄を述べている。

しかし，「京白JJIJ という並称は， 六時寺をはじめ， 院政期における鴨束の市街地化以

降のことで，それまでは葬地と共存する地域であり， 『栄華物語』の言を借りれば「天狗

ありなどいひし所」というのがむしろ鴨束の土地柄に対する当時の一般的な見方であった

かもしれない。とはいえ，六勝寺に先行する数多くの社寺や別業が営まれていたことにち

がいはない〔宇野79 〕。

鴨束六勝寺を中心とする街区形成については，西田直二郎・福山敏男・杉山信三各氏ら

の詳密な諸研究〔西国25 ，福山68 ，杉山62 〕や具体的な発掘調査の成果と，拙稿において復

原を試みた街路形態〔岡田79 〕を合せて，岡崎から神楽岡西麓にかけての地域景観を，近似

的に推定することはほぼ可能である。一方，神楽岡周辺から東山山麓にかけても，奈良時

代lこまで遡りうる遺跡を含めて，平安時代を通じて営まれた多数の古跡が存在する。とこ

ろが，明瞭な基壇の発掘された北白川廃寺ですら史料の内に現われる寺院の中の何れに

比定しうるのか未だに議論の中にあり〔角田70a ・田中76 〕，ほかに杉山氏による吉田寺，東

光寺， 円覚寺lζ 関する個別的な論及〔杉山 54 ・55a ・55b 〕をみる以外， 在時の景観を復原

するにあたって，江戸時代の地誌類の域をほとんど脱していないのが現状である。平安京

域内における考古学的調査が推進される一方で，周辺地域では遺跡に即した調査・研究が

全く立ち遅れているといわざるをえない。

本稿は，未だ漢とした平安時代の鴨束地域の LI ］でも，白川あるいは北白川と呼ばれる地
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域をまず限定し，その地域の景観を構成する主な歴史的要素について，；現時点における可

能な限りの知見を整理することによって，平安京をとりまく地域景観の復原 l乙ili ろうとす

るものである。

2 白川と北白川

「白Ji I」とは，元来川そのものに付された呼称であるが，平安時代にはしばしばその流

れに沿う地域を表わすときに用いられる。その範囲はきわめてひろく，前出の『中古京師

内外地図』の注記には，北は神奈岡の北から市は九条辺までを総称して白川というとし，

南北大小の称があると記す。

史上， 最も早く白川の名が現われるのは， 点観14(872 〕イr'-Iこ亡くなった藤原良尻にまつ

わる記事においてであり，それは，伎が白川沿いの土地に別業を営み，白川股と通称され

たことによる。彼は白川の地に縁が深いらししまず王寺衡 3 (846 ）年に彼の主潔姫が亡くな

って「神楽岡白JIJ地」をえらんで葬地となし，自身の葬地も「愛宕郡白川辺」であった。

各々を称して愛宕墓・後愛宕墓という。彼の娘明子は文徳天皇の妃となり，嘉じて白川で

北を限る地に葬られた。延吉一式にみえる白川陵がそれである。

ところで，白川の呼称を現在あるとおりに，神楽岡と東山との間を南行する流路のみに

限ってよいであろうか。すでに大白川・小白川を別の流路とする説もある〔横尾ほか77 〕。

これに閲しては，前出の白河陵の凹至を定めた延喜諸陵式の記載を見のがせない。つまり，

陵の北は白川で限り，凶を源氏墓の北で限るという。源氏基とは先の愛宕墓のことで，神

楽岡にあった。北を限るという以上，この白川はほぼ東西方向に流れるはずで，神楽岡の

束方を南流する白川だけでは白河陵の兆域の凹至を説明できないことに気づく。大小の呼

び分けは別としても，少なくとも，神楽岡の北方を西流ないしは西南流するもうひとつの

白川を想定しなければならない。事実，北白jけから荒神口にかけて，白川道に沿う水流が

最近まで存在していたし，かつては，白川の谷口からそのまま回流して一乗寺川の！日流路

に合する流れもあったという地理学上の指摘もある〔藤岡78 〕。

北白川の名については，後高倉院の葬地に関する杉山氏の考察に詳しいが〔杉山57 〕，そ

れによれば，北白川の初見は元永 1 (1118 ）年の『1!J右記』の記事にあり，すでに法勝寺一

帯が白河と呼ばれていた頃で，それ以降ならば，北白川といえばほぼ今の北白川を指すと

みてさしっかえなし、。ただし，『日本紀略』康保 2 (965 〕年 4 月27 日の条に，故右大臣顕忠

を「市白川東山辺」 lこ葬るとあり，その頃に北白川という呼称がなかったとはいえない。

神楽岡東の白川の末は分流してさらに南流する「小JIJ」があったというが，本流は三条大
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路末の北に沿って鴨川に合したらしい。市白川をどの辺におくか判然としないが，結局は，

院政期以前において，白川と称する地域は，北を神楽岡北辺，市を三条末あたり，＊は東

山山麓一帯と理解してよいであろう。ただし，神楽岡の山上付近から西麓にかけての現在

「吉田」と呼ぶ一帯も，元久 1 (1204 〕年10 月15 日に供養された「1jJ山新堂」に，『口局錬抄』

では「白｝I1」を冠して呼んでいるし，吉田社近傍にあったはずの中御門家の第宅を舞台と

する『太平記』中の「八歳宮御歌事」の段に「御坐アノレ白河ハJという件があって，時に

は白川ということもあったようであるが， 11ilt 紀代以前の確実な記録は実見していない。

また，旧郷名でいえば，愛宕郡上栗田・下栗田珂郷を合せた範囲がほぼ白川の地にあた

るようである〔林屋・村井・森谷編79 〕。このことを考慮にいれつつ，史上，白川の地に現

われる主な社寺，別業などの景観要素を，院政期以前について整理してみる。

3 白川の地の展開 院政期以前

史上に現われる主な吉跡を年代順に追うと，坂上田村麿の東rn別業が最も早い例として

あり，以後9世紀代には良房の白河院，基経の粟旧山庄，氏宗の山圧が営まれ，このうち

後二者は，それぞれ円覚寺（880')fj1 ，円成三寺（889 年〕と，平安京郊外でいち早く成立する寺

院の例となる。これよりさき， 貞観 5 (86 ：手間こ， 藤原問雄の私邸「東山家Jが道場とな

り定額に預かつて禅林寺の名を賜わっている。乙の事情を『三代実録』についてみると，

「夫的買ニ俗家一者。律令之所レ制。私立ニ道場一者。格式之所レ禁也Jと私寺の建立は

当時禁制であったが，「夫普天之下英ν 不二王地一。所作之功徳。皆忍資二国王大臣－o 此

則聖教之所ν明。ゴドニ凡愚之私造一oJC 9 月6 日の条〉と， 禁を犯すことを正当化したうえ

で定額寺となっている。円覚・円成両寺ともに定額に預かっているが，これらも同様な背

景が考えられ， 私寺建立の流行の先鞭をつけたものとして注目される。元慶 2 (878 〕年に

は陽成天皇の母高子が東光寺を建立し， これは少したって延喜 5 〔905 ）年に定額に預って

いる。

定額寺といっても私寺的な性格のつよい上記のような二子院のほかに，奈良朝以来この地

を本貫とする栗田氏が栗田守を構えていた。応天門の変があって良房がはじめて摂政にな

った貞観 8 (866 ）年， 粟rn確雄が玄蕃頑lこ任じられているが， 従五位下まで昇った栗田氏

は彼を最後とする〔角田70a 〕。 この栗田守は， 延喜式内蔵寮に掲げる 15 ケ寺のうちに東名

寺の別称として記載がある〔杉山53 〕。

葬送の関係では， さきの潔姫・良房・明子の後， 元慶 4 (880 ）年に清和天皇が円覚寺に

崩じて，上栗田山に葬られている。
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10 世紀にはいると，吉田村LLI ；が朝廷の祭るところとなり（986 年），二季祭が始まる。

吉田寺lこ重閣講堂を構えて， 天台座主良源、が舎手lj会を催すのが貞元 2 〔977 〕年， 円覚寺

がその前年に地震で願倒しており，吉田寺の結構も，同様な促災後の再建であったかもし

れなし、。これを必ずしも神楽岡吉田寺の創建とみる必要はないように思える。

永杵 1 (989 ）年，摂政兼家が吉田社の近くに卒都婆を供養し， 講演を行わせている。こ

れが貞元の舎利会が行われた吉田寺に付随するものと考えられている〔杉11154 〕。

円仁の開基と伝える浄土寺が史上にあらわれるのもこの頃である。『真如堂縁起』は，正

暦 3 (992 ）年に束三条院詮子の離宮地に真如堂の前身を連立したと伝える。長保2(1000 ）年

には，「白川寺」が『権記』にみえるが，いずれの寺のことか明らかでない。

東光寺の藤原高子を母とする陽成天皇は， 天暦 3 (949 〕年に崩じ， 冷泉院から円覚寺ーに

遺骸を移された後，「神楽岡東地」に葬られている。東光寺はこの前年に焼亡している。

寛弘 8 (1011 ）年，冷泉天皇は「桜本寺前野」で火葬に付されたが，これがかなり格式ば

った葬礼であったらしく，長元 9 (1036 ）年の後一条天皇の葬礼は克弘の先例にならったと

いう。場所も「浄土寺西原，村l楽同束面Jとし，遺骨は浄土寺に安置されたのち，母上東門

院彰子が葬地に伽藍を建立した菩提樹院を墓所として移され，この院を桜本と号した。

10 世紀から11 世紀にかけては， 藤原氏が隆盛をきわめた時代で， 承平 3 (933 ）年lこ亡く

なった中納言兼輔の「あはたの家」（後喪集〉， 大納言在衡が安和 2 (969 ）年に尚歯会を催

したことで知られる「栗田山庄J，長徳 1 (995 ）年に亡くなった関白泣兼の別称の出来とな

った「栗田殿」（栄華物語〉につづき，頼通は，宇治平等院とならんで，白河院，白河第，

白河殿などと呼ばれる別業を営む。これらが同一なのか複数を意味するのか明らかでない

が，承保 2 (1075 ）年lこ法勝寺の造立が始められた地は頼通累代の別業であった。

法勝寺創建以後，「白JII」のさす地域は院家の御堂や御所が監を連ねる一帯lこ限るのがふ

つうになる。

4 神楽岡周辺の景観

神楽悶を中心lこ，以上に挙げた社寺，別業，陵墓がどのように当時の長毎日を構成したの

か，議論のあるところを整理しつつ想起してみたい。便宜的に，村i楽岡を中心lこ，北，東

と南，西麓から神楽悶・黒谷の小111 （栗原岡）にかけて中山とよばれた一帯との 3 つの地域

l乙分けて考える。

神楽悶北 ほぼ今の北白川と呼ばれる一帯をみる。白川の分流がいく筋か西へ或いは

西南へ流れ，束へ次第に標高を高くする景勝地であったと想像できる。『拾芥抄』 Iこ「神
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楽同JL」として安和の尚歯会が行われた在衡の山圧を「来明寺」として載せ，かつ「栗田」

と貼註する。京明寺は京名寺すなわち栗田寺のことらしし、。かつての栗田氏の氏寺が，退

転の過程でその立地にひかれた貴肢の子にわたり，風流入の集うことになったのであろう。

遺跡が切らかになっている北白川廃寺を乙れにあてる説が有力である〔角田70a 〕。

栗凹寺lこ近くあったとされる円覚寺は， 9 i+J；紀後葉に山庄が寺院化したもので， しかも

そこは栗田氏との縁が深く，奈良時代から聞けていた土地であったはずである。北白川一

誌の遺跡のrpで，京都大学北部構内東半にみられる状況は，この円覚寺の推移ときわめて

符合する。その地は，奈良時代の確実な遺跡の上層から平安泊ij・1J1 期の瓦がまとまって

出土するうえ（第 1章参照〉，寺院の廃棄を想起させる平安末から鎌倉時代にかけての瓦溜

が報告されている〔京大埋文研78b 〕。後者については史上， 保元の乱のおりに「為義ノ rlr

荘北白川円覚寺」が火をかけられ，後lと為義や義朝の墓所となる〔保元物語・平家物語〉と

いうから問題はない。すると，『本朝無題詩』の「東山有寺日円覚寺 寺東有天満宮初云」

という記事から推して， 『愛宕郡村志』の「蓄と白川の西宇久保田宮にありし」という天

神社に関する記述が事実となろう。

神楽岡東と南 谷口から南流し，三条末の北で西行して鴨川lこ注ぐ， lまぼ現在の白川

の流域にあたる。その東岸に沿ってjじからi争土寺，如意寺〔如意輪寺），円成寺，禅林寺と

連なり，西岸神楽岡の東l副こは，西流するもうひとつの白川に面する白河陵を最北として，

その南西に源氏愛宕墓，さらに後愛宕墓，陽成陵，後一条陵と菩提樹院があり，冷泉陵も

近くにあったであろう。清和天皇が火葬に付された上栗田山は他の例からみて，やはり白

川の西岸であろうが，火葬塚として比定されている黒谷山内の位置には疑問がある。天皇

と粟田院との縁を考えれば，上栗田山を神楽岡のことと考えることも否定しきれない。

白川が西へわん曲する西岸lζ 面して，頼通の白河別業があり，のち法勝寺となったが，

さらにその北方，同の麓lこは束光寺があった。杉山氏は西は尊勝寺，南は法勝寺，北は栗

原岡， 束は白川にまで及ぶ広大な寺域を想定している〔杉山55a 〕。現在の岡崎神社は，も

と東光寺の境内社であったという〔角田70b 〕。

神楽岡西と中山 吉田と呼ばれる一帯である。院政期以前では，吉田社と吉田寺が知

られる。吉田社が，応仁の兵火の後，現在地に位置を移している乙とと，中山の地名が現

在全く消滅していることが，両者の比定地を見きわめることを困難にしている。

『京都坊目誌』にのせる永徳 4 (1384 ）年の将軍義満の寄進状に，吉田社領の四至が定め

られていて，東は神楽岡山の西，南は近衛末，西は河原，北は土御門末を限るとする。 ζ
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れを事実とすれば，当時の近衛末は今の近街通りより市にずれるようで〔J!r,J出79 〕，そこか

らほぼ 250m ほど北までの問となり， 福山敏男氏はこれに江戸時代の地誌煩にのせる比定

地を考慮して，現在の京都大学教養部構内南半を旧社地にあてている〔福山77 〕。

古田J寺ーについて，杉山氏は中山古田寺と神＊岡古田守との 2 寺が存在したとする。中山

には， 12 世紀以降多くの仏堂や別業が構えられるが，それ以前のものとしては，吉備大臣が

建立したとの古い伝承をもち，吉田寺とも号した「中山ノ観背堂」以外にはみあたらない。

「陸戒記』を者わしたLJ 11 f J定親は，彼のj日中山忠士見の旧跡の瑚Ji,「［を「此地者在二五如堂西ー

去二観音堂良一二町蝕欺J と記していて，「近衛坂市苦正寺西J という 『rl l域名勝志』の

推定地に大きな誤りはないようである。この位置では，決して「神楽岡田吉田社北」には

なりえない。したがって神楽岡古田寺は別寺とすることに異論はない。

杉山氏はさらに『j在記』にいう「吉田社北三丁内有葬送之庖」を神楽同吉田寺にあてる。

しかし，この記事は不浄の¢江聞をさしたまでで，必ずしも寺地をあてる必要はない。しか

も，現在のところ，そのあたりに平安中期の寺院跡を示す考古学的な碓証も何ら見あたら

ない。ところが，もう少し北へはず、れると，先lこ比定を考えていた円党寺の旧地lこ行きあ

たる。当時北白川という呼称がなく，この地を「吉田」と呼んだとすれば，円覚寺と有11 楽

岡吉田寺とを全く重複させて考えることも可能である。

かの寺は元慶 4 (880 〕年l乙創建されて以後，「市北二立荘ニ厳仏像一定二十口僧ー」とい

う官寺であったが， 貞元 1 (976 〕年 6 月の大地震で倒壊している。舎利会のために重閣の

講堂を建て，祈i楽岡吉田守と『日本紀略』 lこ記されるのはその翌年 4 月のことである。永

作 1 (989 ）年の卒都婆供養のとき講演があったというのは， 貞元建立の講堂においてでは

なかったろうか。法勝寺建立以降，皇室や高級貴族の関心事は，専ら南の方へ移ってしま

い，このやt1楽岡吉田寺即ち目覚寺は，源氏の武将に占拠され，やがて保元の乱を迎えるこ

とになると考えるのである。

5 むすび

神楽同をとりまく白川と呼ばれた地は，以上のように，平安時代のごくはじめより，平

安京の人々と深いつながりをもって開発された。当初平安京は，平城京とちがって京内 lこ

東西両：寺以外に寺院の建立を許さず，京外にあっても，私寺の建立を強く制限した。しか

し，実質的には私寺であっても，それが官守あるいは定額？として容認されるようになり，

京郊に私寺の性格のつよい寺院が目立ちはじめる。同時にこうした土地は，葬地としても

窓識され，都人の内的側面を強く反映する世界として，平安京と不離の関係にあった。
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白川の地をはじめ，京に隣接する地域の理解なくして，平安京とその時代を正しく認識

することはできないはずである。平安京の復原についてみれば，京域 i守のみを復原すれば，

全く非宗教的都市ができあがってしまうだろう。それはたしかに計画的に意図されたかも

しれないが，王子安時代の人々の劫向を正しく投影してはいない。京郊の地域形成をも合め

て，はじめて平安時代の一大首都が完成するのである。本稿が，平安京研究に一石を投じ

ることができれば幸いである。

〔注〉

(1) 『文徳った録』芥衡 3 (856 ）年 6 月25 口の条。

(2) 『三代実録』点観14(872 ）年 9 月4 日の条。

(3) 『三代実録』天安 2 (858) 'fll 月26 日の条に「神楽岡家」としている。

(4) 『日本後紀』弘仁 2 (811 ）年夏 5 }j丙反の条。

(5) 『日本紀略』『小右記』各々永祥 1 (989 ）イド 9 月26 日の条。

(6) 『日本紀匹目寛和 2 (986 ）年 3 月14 日の条に「藤原暁子於ニ浄土寺ー為レ尼」とある。

(7) 『日本紀略』天暦 3 (949 ）年 9 月29 日および同10 凡3 口の条々 。

(8) 『日本紀時』天暦 2 (948 ）年 1月17 日の条。

(9) 『日本紀日間究弘 8 (1011 ）年11 月16 日の条。

刷 『左経記』長7c 9 (1036 ）ザー 5 月19 日の条。

。1) 『百鍛抄』長暦 1 (1037 ）年 6 月 2 日の条。

帥 『日本紀略』安和 2 (969 ）年 3 月13 日の条。

ω 『百錬抄』承保 2 (1075 ）年 6 刀13 口の条。

(1 母粟田寺に官；乏の瓦が用いられたことを疑問とするむきもあるが〔田中76 〕，平安前JJJJI とおいては，禅林

寺に関する記録（第一 3節参照）からも，当時古寺l乙準じなければ，寺院は存続しえなかったし，東名寺

という寺号が与えられて， 延古：式の15 ケ寺に列せられたのも同様の意味があるとみなしうるので， 瓦

について何らとだわる必要はない。

(1 時 『古記』養不日 1 (1181 ）年 9 刀22 日の条。

(16) 『ス台座主記』良源伝中，貞元 2 (977 ）年4 月 7 日，この地に合利会を催したとする。

(1 司 『三代実録』仁和 2 (886) of 6月20 日の条。




