
はじめに
　観応二年一三五一十二月足利尊氏は南朝に降伏し三種の神器を南朝に引き渡したこの正平の一統

で北朝が消滅したことにより北朝の朝儀も廃された当時賀名生にあた南朝は神鏡の到着を記念して

十二月二十八日に賀名生御所にて内侍所御神楽を行ているこの南朝の御神楽についてはすでに別稿にお

いて論じた が
  京側の動向はなお考察の余地を残していた
1　本稿で考察するのは正平の一統が崩壊したのちの北朝の内侍所御神楽である観応三年南朝正平七年

一三五二三月南朝は光厳・光明・崇光の三人の院および前東宮の直仁親王を拉致して幽閉した同年八

月十七日京都を奪還した義詮は光厳院の第二皇子である弥仁王を擁立して後光厳天皇を践祚させ北朝を

再興させるしかし北朝は三種の神器を保持しない政権であたため神事としての根拠を失てしまた

のが神鏡に対する祭祀芸能の内侍所御神楽であたこの時期北朝はどのような意識に基づいて内侍所御

神楽を行ていたのだろうか
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中　　本　　真　　人

北朝の内侍所御神楽
　　　　　　後光厳朝を中心に



　後光厳天皇以降の北朝をめぐては全面的に武家に依存した朝廷という見方が支配的であたが近年は

北朝の公家が積極的に武家を取り込み朝儀復興に取り組んだ事実も明らかにされている内侍所御神楽の継

続にあたて公家と武家がどのように関与したのかも検討していきたい
一光厳院政期までの内侍所御神楽

　鎌倉前期までの内侍所御神楽は毎年十二月に行われる年中行事であたところが鎌倉後期になると

十二月の恒例御神楽に加えて秋季の臨時御神楽も行われるようになる建武年中行 事
 内侍所の御神楽２

には次のような記述がみられる臨時の御神楽は秋の季におこはるれば名はりんじなれどもいまはさだまれること成にたり公の

所作なり御所作などある時もあり御所作のをりは
 ほし 仰せらるゝ時御簾をうごかさる御笛なれ
星

ばやがてねとりにて仰らるゝもたよりあり臨時には禄なしはてぬれば本殿にくわん御あり

右の記事には内侍所臨時御神楽は秋季に行われるので名称は臨時とあるけれども今日には恒例行

事となている公の所作である御所作天皇や上皇が楽器を演奏することなどがあるときもあると

述べられているすなわち鎌倉末期には秋の臨時御神楽十二月の恒例御神楽という年二回の内侍所御神楽

が年中行事として定着していたことがうかがえる
　ところが南北朝分裂後の光厳院政期に入ると恒例御神楽と臨時御神楽をそれぞれ開催するのではなく十

二月などに臨時恒例両座御神楽として一晩で行われるようになたこの御神楽では先に臨時

を公中心に行い続いて恒例を行うという流れであたこのような南北朝期よりみられる略儀の内侍
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所御神楽は戦乱の激化やそれにともなう経済問題による影響と考えられる御神楽に限らず内乱の影響は

大きく北朝の朝儀は省略や規模の縮小を余儀なくされていたただし別稿でも論じたよう に
  光厳院政期の３

公家は内侍所御神楽に対する意欲まで失ていたわけではなかた朝儀復興に対する北朝の関心と意欲は

高く内侍所御神楽も略儀ながら継続されていたのである
　北朝の朝儀が存亡の危機を迎えるのは正平の一統を経たのちの後光厳朝である林屋辰三郎は後光厳天

皇の朝廷がまたく無人の有様で政道もまた無実の状態であたとした上で園太暦の洞院公賢の記述

を引用しつつ公賢において神事の陵夷公事の闕如のごときが朝家の滅亡の基であるとの考えから一歩進

んで朝家の凋弊という現実に直面せざるを得なくなたことを物語ているたしかに文和における政道の

無実は公賢にとても朝家の凋弊
 をむしろ原因と感ぜざるを得ぬものであたのであ る
  と述べてい４

るまたこの時期の内侍所御神楽について石原比伊呂は内侍所御神楽も南北朝期戦乱が激化し長期戦

の様相を呈すようになると円滑な運営に支障をきたすようになるその直接的な要因は内侍所御神楽に参

加すべき所作人の欠如であるとした上で当時の公家社会構成員の内侍所御神楽に対する参加意欲義務感

は著しく低いそれは堂上公であろうが地下官人であろうが大差ないと思われるが特に公層の不参が

深刻化していたようであ る
  と指摘している５

二北朝の内侍所御神楽の継続

　正平の一統により北朝は三種の神器を手放した神鏡に対する祭祀芸能として行われてきた内侍所御神楽

は神鏡の喪失によて存在根拠を失てしまうそれにもかかわらず実際には北朝の内侍所御神楽は後
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光厳朝以降もほぼ途絶えることなく続けられた
　そもそも神鏡のない内侍所御神楽は何を崇敬の対象としていたのだろうか後光厳天皇の践祚にあたて

は南朝に渡た神鏡の代用として内侍所の辛櫃が用いられているしかし辛櫃は中の神鏡と一緒に南朝

に渡たはずなので北朝側に辛櫃のみが存在するのは不自然であた北朝が内侍所の辛櫃と主張したもの

について園太 暦
  文和元年一三五二八月十八日条には次のように記されている
６

　　内侍所御辛櫃事御沙汰治定之趣不二存知一不審之間今日相二尋匡遠一返状続レ之

去夜践祚儀無二一事違乱一被二逐行一了就中風雨難治之処臨レ期属レ晴候珍重ニ存候刻限以下遅々

及二午刻一事訖
 窮屈仕候之間今日不二参仕一候恐存候近日旁可二参申上一候此間御沙汰之次第

云二兼日一云二当日一忩委細可二注進仕一候
内侍所御辛櫃事一昨日別自二 執柄 一被二仰下一候之間不レ能レ申二子細一匡遠夜前先参二向左女牛若宮一

良基
申二沙汰一候当社禰宜盛兼令二祗候一奉レ出二御辛櫃一刀自 番 女請二取之一如レ形奉レ褁也召二駕輿丁一

采

密々奉レ渡二内裏一了六位史盛宣一人供奉之儀候只密々可二渡申一之由被二仰下一之間如レ此申二沙汰仕一

了委細之旨此間可二参入仕一候且得二此御意一内々可レ令二洩申上一給哉恐々謹言

　　　　　八月十八日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡遠

後光厳天皇の践祚の儀にあたては左女牛若宮の辛櫃が内侍所の代用とされた密々可二渡申一之由とある

ことから秘密裏のうちに計画が進められたことがうかがえるこの計画を主導したのは関白の二条良基で

あた践祚の儀のためにいわば内侍所の辛櫃が偽造されたのである
　同年十二月三十日には内侍所御神楽が行われている園太暦同日条は内侍所御神楽事以二御辛櫃一
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　　後聞今夜被レ行二内侍所御神楽一云々以二御辛櫃一儼如レ在レ礼有二此事一寿永例歟可レ尋

と記されているすなわち内侍所の辛櫃実は左女牛若宮の辛櫃をもてそこに神鏡のあるごとく御神

楽を執り行たという公賢は寿永例歟と記しているが確かに神鏡が平家によて西海に渡り京に神

鏡が不在であた時期も内侍所御神楽は行われてい る
  おそらくその先例が利用されたのだろうが辛櫃を偽
７

装してまでも北朝は内侍所御神楽の継続にこだわたことがうかがえる

　次に後光厳期における内侍所御神楽の経済的基盤について考えてみたいまず敦有
 記
  同月二十九日８

条には　　内侍所御神楽本拍子中御門少将冬能其外所作人皆地下云々是近代法也無念々々

とあるように御神楽の本拍子は中御門冬能がとたもののそれ以外の召人はみな地下であた敦有は

是近代法也無念々々とその惨状を嘆いている後光厳期の朝儀の実態について林屋辰三郎は公家人

の出仕が得がたく武家から出資をも拒絶されたならば朝儀も公事も行いようがな く
  とするように朝儀９

を支える公家の人材基盤が脆弱であたまた朝儀の料足も多くを武家の出資に依存していたことが理解さ

れる　それでは内侍所御神楽の料足についてはどのようであたのだろうか園太暦同年七月八日条には春日

社の御神楽をめぐて次のような記事がみられる
　　　御神楽料足不足分三四千疋ハ寺務御沙汰候也

御祈祷事無二等閑一侯也抑山樹枯木御祈御神楽ハ自二寺務一被レ仰二武家一候て自二武家一料足一万疋沙汰侯て被二始行一候去月廿六

日ニ被レ始候て今月二日結願了別而喜隨御事も不レ見候き如二嘉禎一ニ枯木令レ直給候歟なと申候へと

胸北朝の内侍所御神楽
景 5



も未加二検知一候実検後可二注進一候兼又料足 且百 疋被レ下之条畏入侯猶々御祈祷事不レ可レ有二等閑一侯
五歟

以二此旨一内々可レ有二御披露一候恐々謹言
　　　　　　七月八日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師俊

　　　　　　　
 丹後守殿 藤原光煕春日社の枯木御祈の御神楽では武家が一万疋を負担することによて不足の料足を補たという摂関家

の氏神である春日社の御神楽でさえも武家の援助がなければ執行できない状態であたのだ

　もちろん春日社の臨時の御神楽と内侍所御神楽とでは儀礼的位置や性格は大きく異なるしかし賢所の

修理又は賢所調度の新調鋪設等に要する臨時の御料及び賢所の他所への渡御賢所への行幸御神楽御

搦等の諸備に関する御料も内蔵寮之を献ずる例なりしが室町時代以後に至りては幕府武将又は僧侶よ

りも之を献じたる例多し
 
　とする説明もありやはり幕府は賢所内侍所御神楽に出資していたと考えてよ

　　10
いのではないかただし武家の援助に多くを依存していたとしても武家と公家の負担の割合などはなお考察

の余地を残しているだろう　北朝が内侍所御神楽を継続させるにはそれまでの常識を乗り越えなければならなかた本来は神鏡に対

する祭祀芸能であるにもかかわらず辛櫃を神鏡の代用としさらにその辛櫃も偽造したまた人的にも経

済的にも北朝の政権基盤は内侍所御神楽の継続に不充分であたそのような困難な状況にあて北朝は

どのように内侍所御神楽を続けたのであろうか
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三北朝の内侍所御神楽の混乱

　文和二年一三五三の内侍所御神楽は十二月二十八日に臨時恒例両座
 
　として行われたしかし翌年

　　11

の文和三年一三五四は足利直冬・桃井直常が京に迫り尊氏が後光厳天皇を奉じて近江に撤退したこと

から内侍所御神楽も行われなかたこのような南朝による京の占領は北朝の朝儀に出仕する公家の意識

にも影響を与えている松永和浩は後光厳践祚からわずか一〇年の間に南朝は文和二・四年康安元年と

三度も京都を占拠しその度に後光厳は美濃や近江に逃亡した北朝成立以降を見渡しても南軍の入京は正

平一統期を除いてこれ以外にないこの一〇年間は南北朝内乱においても特異な時期であた入京した南

朝は後光厳を偽主偽朝と呼び在京公家に潜在する疑念を煽たそして後光厳の践祚出仕者や出京供

奉者に対し解官や住宅点定文書没収などの厳罰を課した
 
　と指摘している三種の神器を有しないだけで

　　12

なくたびたび南朝に京を占領される後光厳朝はたびたび脆弱な政権基盤を脅かされていたのである

　一方の南朝ではこの年に内侍所御神楽が行われている敦有記同年十二月条には次のような記事が

みられる天下擾乱十二月廿四日遷二幸江州一不レ及二御神楽沙汰一於二南方一　　　　被レ行レ之云々後忠春所二

来話一也　　　拍子　　　　　　　　　　　　　　　笛大神　景綱 篳篥中将兼　親朝臣 和琴
　　　　近衛　久成　　多忠春大神景継多久弘

胸北朝の内侍所御神楽
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当時御二河内国天野行宮一

本御所作自二薦枕一至二早歌一被レ下レ之大納言実清卿給レ之
末前右大将実守於二南山一被レ任レ之

権中納言公冬庭火之時多久弘置レ琴依レ仰云々

為二人長一

依レ仰人長久成舞レ之

 安知 女前四榊韓神薦枕閑野篠波湊田蛬千歳早歌　　　　星三首朝倉其駒

庭火



南朝の内侍所御神楽は天野行宮河内金剛寺において行われたこの御神楽では後村上天皇が本拍子を

とているまた在京の近衛舎人である多忠春も出仕し帰京後に綾小路敦有に御神楽の様子を報告してい

る点も注目されよう忠春の出仕は南朝の召しに応じたものと考えられるがそのまま南朝に残たわけで

はない恐らく下級の楽人たちは比較的自由に南北朝を往来し必要とされれば芸能で奉仕したのであろう

ちなみに忠春については正平の一統による正平六年一三五一十二月二十八日の賀名生御所の内侍所御神

楽にも出仕していた
 
　　　13

　引き続き後光厳朝における内侍所御神楽を整理していきたい敦有記延文元年一三五六十二月二

十六日条には次のような詳細な記事がみられる
内侍所臨時恒例両座御神楽也去比服二鹿角和合良薬一禁忌有無不審之間尋二問兼豊宿禰一之処服了之

後経二七箇日一可二参懃一之由返答之間申二領状一了亥一刻許著二束帯一参内今夜賀茂臨時祭御馬御覧

也其後頭中将来示云今夜近衛召人等致二嗷訴一不参　　　　　　歌人本末拍手許也不レ可二早出一者

申二承了之由一此事近年少々雖レ有二不参例一一向皆不参事曾以無二其例一今度初例也希有事也

この日の御神楽では近衛召人らが御訪の未払いによる困窮を訴え傲訴に及んで不参であた敦有は近

年不参の例はあるというもののみな揃て不参のことはかつて例がなく今回が初めてであると記している

この記事について石原比伊呂は地下楽人は御訪の未払いによる困窮を訴えているのである御訪と

いうのは簡単にいうと資金援助ということになる当該期地下官人などは朝儀に出席する見返りに

訪として出席費用を支弁されていたその訪を朝廷は支弁できなくなていたその結果として内侍

所御神楽は所作人の不参が相次ぎ最終的に地下楽人が傲訴に及ぶようになたと考えられる
 
　　と述べ　　14

ている御神楽の開催のためには召人の奉仕が必要だがそれを支えていたのが彼らに支払われる御訪で
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あた結局この日の御神楽は
　　　　所作人　　拍子　　　　　　　

 笛　　　　　　　　　篳篥　　　　　
 和琴陪従経益初度

という構成で行われている当該記事には人長作法も詳述されていることから右の者以外にも召人がいたと

みられるしかし近衛召人の不参によりさらなる規模の縮小を余儀なくされたのである

　三年後の敦有記延文四年一三五九十二月二十七日条には次のような記事も認められる

　　内侍所臨時御神楽也中略今夜近衛召人四人被レ下二御訪一被レ召レ之今二人不レ被レ召云々近年又如レ比

是御訪料足闕如之故也楽所之輩窮困被レ下二御訪一近年例也
内侍所御神楽の近衛召人は本来は六名が召されるところだが御訪を充足できる四名のみが召され二名は

召されなかたというこれも御訪の料足の不足によるものであたが近年例也という記述からはこの

ような事態が常態化していたこともうかがえよう
　さらに敦有記延文五年一三六〇十二月二十九日条には

　　内侍所臨時恒例両座御神楽也以二中将隆右朝臣一奉二行之一人長御訪用途依レ不レ被二究下一不レ参

というように今度は人長の御訪の不足から人長が不参となた御神楽全体をとりしきる人長すら不在と

なる状況について石原比伊呂は内乱激戦期内侍所御神楽は廃絶の危機に瀕していたといて過言でない

とした上で南北朝期の内侍所御神楽は朝廷の財政窮乏により廃絶寸前の体たらくに陥ていた
 
　　と結論づ　　15

けているこのように後光厳期の内侍所御神楽については特に人材の払底などにより存亡の危機的状況

にあたとみられてきた　しかしその一方御訪の未払いやそれにともなう召人の不参が相次ぐ中にあても内侍所御神楽が臨時・
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恒例ともに中断に至らなかた事実にも注意する必要があるのではないだろうか先述したように後光厳期

の内侍所御神楽は神鏡そのものに対してではなく辛櫃に対する神事芸能として行われていた後光厳天皇

が三種の神器を欠いた天皇であたことは周知の事実であり内侍所御神楽も芸能を奉げるべき神鏡が不在で

あたことを知らぬ者はいなかたそれにもかかわらず北朝は内侍所御神楽を取り止めることはなかた

のである四南北朝合一までの内侍所御神楽

　正平の一統から南北朝合一までの期間の内侍所御神楽を年表正平の一統後の内侍所御神楽を次にまと

めた多くを敦有記に依り適宜園太暦や師守記などの記事で補て作成した

年表正平の一統後の内侍所御神楽
観応二年一三五一十二月　　　　　正平の一統により三種の神器が南朝に渡る

　　　　　　　　　　十二月二十八日　南朝賀名生御所内侍所御神楽
文和元年一三五二　
 八月　十八日　後光厳天皇践祚北朝再興

　　　　　　　　　　十二月二十九日　内侍所御神楽
　　二年一三五三十二月二十八日　内侍所御神楽

　　三年一三五四十二月　　　　　後光厳天皇尊氏とともに近江武佐寺に遷幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　南朝天野行宮河内金剛寺内侍所御神楽
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　　四年一三五五十二月二十八日　内侍所御神楽
延文元年一三五六十二月二十六日　内侍所臨時恒例御神楽

　　二年一三五七十二月二十八日　内侍所御神楽
　　三年一三五八　
 四月　三十日　足利尊氏没

　　　　　　　　　　十二月　三十日　内侍所御神楽
　　四年一三五九十二月二十七日　内侍所御神楽持明院殿新宮御神楽

　　五年一三六〇十二月二十九日　内侍所御神楽
承安元年一三六一十二月　　八日　近江行宮に遷幸のため御神楽なし

貞治元年一三六二十二月二十六日　内侍所臨時御神楽
　　　　　　　　　　　　　二十九日　内侍所恒例御神楽

　　三年一三六四　　　　　　　
 　諒闇により御神楽なし

　　四年一三六五十二月二十九日　内侍所臨時恒例御神楽
　　五年一三六六十二月二十五日　内侍所臨時恒例御神楽

　　六年一三六七　
 九月二十六日　内侍所臨時御神楽

　　　　　　　　　　十二月　　七日　足利義詮没
応安元年一三六八　
 八月　十七日　内侍所臨時御神楽

　　　　　　　　　　十二月二十八日　内侍所御神楽
　　　　　　　　　　　　　　三十日　足利義満征夷大将軍

　　二年一三六九十一月二十五日　内侍所臨時御神楽
胸北朝の内侍所御神楽
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　　　　　　　　　　十二月二十四日　内侍所恒例御神楽
　　三年一三七〇十二月二十五日　内侍所臨時恒例御神楽

　　四年一三七一　
 三月　十八日　内侍所臨時御神楽

　　　　　　　　　　　　　二十三日　後円融天皇践祚
　　　　　　　　　　十二月二十七日　内侍所臨時恒例御神楽

　　六年一三七三　
 正月二十四日　内侍所臨時恒例御神楽

　　　　　　　　　　十二月　三十日　内侍所臨時恒例御神楽
　　七年一三七四十二月　　　　　諒闇により御神楽なし

永和元年一三七五　
 八月二十四日　内侍所臨時御神楽

　　　　　　　　　　十二月　十八日　内侍所恒例御神楽
　　二年一三七六十二月二十八日　内侍所臨時恒例御神楽

　　三年一三七七十二月二十八日　内侍所臨時恒例御神楽
　　四年一三七八十二月二十六日　内侍所臨時恒例御神楽

康暦元年一三七九十二月二十六日　内侍所臨時恒例御神楽
　　二年一三八〇十二月　十三日　内侍所臨時恒例御神楽

永徳元年一三八一十二月二十八日　内侍所臨時恒例御神楽
　　二年一三八二　
 三月　三十日　内侍所臨時御神楽

　　　　　　　　　　　四月二十一日　後小松天皇践祚
　　三年一三八三十二月二十八日　内侍所臨時恒例御神楽
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至徳元年一三八四十二月　二十日　内侍所臨時恒例御神楽
　　二年一三八五十二月二十六日　内侍所臨時恒例御神楽

　　三年一三八六十二月　　　　　内侍所臨時恒例御神楽
嘉慶元年一三八七十二月　十四日　内侍所臨時恒例御神楽

明徳元年一三九〇十二月二十七日　内侍所臨時恒例御神楽
　　二年一三九一十二月二十六日　山名氏争乱により御神楽なし

　　三年一三九二閏十月　　五日　三種の神器返還内侍所三夜御神楽

　まず全体を通して十二月を中心に臨時恒例御神楽が毎年ほとんど欠けることなく開催されているこ

とがうかがえるしかも貞治元年一三六二応安元年一三六八同二年一三六九永和元年一三七

五は臨時御神楽と恒例御神楽の年二回行われているこのうち応安元年永和元年については臨時が八月

秋季に恒例が十二月にそれぞれ開催されており建武年中行事内侍所の御神楽に示される鎌倉後

期以来の旧儀がまがりなりにも再興されているのは注意したい
五臨時御神楽恒例御神楽に対する意識

　先述のように鎌倉後期以降の内侍所御神楽は恒例御神楽と臨時御神楽の毎年二回と定められたが南北

朝期には臨時恒例両座御神楽として一日にまとめて行われる年が中心となた帝室制度史には

恒例及び臨時の御神楽は時日を異にして行はれしが吉野時代の頃より同日に行はるゝことゝなり共に

胸北朝の内侍所御神楽
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十二月を期月とするに至れり
 
　
  と述べられているやや下た時期の記録になるが薩戒記

 
　
  永享二年一四

　　16

　　17

三〇十二月十四日条にも今夜内侍所御神楽也中略臨時恒例一度被レ行レ之　　　　近年大略如レ此臨時御神楽之時必有二公

所作一近代　例歟 予可二奉仕一之由先日蔵人右少弁政光伝二摂政消息且院仰一云々仍秉レ燭之後束帯　　参内

依二左大将信宗遅参一及二暁天一事始先臨時著分也中略此後即又恒例御神楽

とあるように臨時恒例を一度に行うことが定着していたとされる
　北朝の朝儀は難渋を極め内侍所御神楽についても人員を削減し規模を縮小することによて辛うじ

て年一回の開催が続けられたそれでは北朝の公家たちは臨時御神楽と恒例御神楽の二回を行うこ

とを最初から断念していたのだろうか師守記
 
　　貞治元年一三六二十二月十三日条には次のような記

　　18

事がみられる今日為二蔵人治部少輔 仲光 奉行一尋二申家君一云来廿三日可レ被レ行二内侍所臨時御神楽一処件日為二廃務日一

廣橋
准二拠例一可レ被二注進一之由
 □ 二仰下一云載々二請文一被レ申了被

来廿三日可レ被レ行二内侍所臨時御神楽一処
 □□ 廃務日准二拠例一可レ被二注進一之由被二仰下一之状
　件カ

 □□ 如件

　　　　　　十二月十二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　治部少輔仲光判 

　　　　四位大外記殿来廿三日可レ被レ行二内侍所臨時御神楽一之処件日為二廃務日一准二拠例一可レ令二注進一之由事雖二引勘候一

所見只今不レ詳候如二御神楽一非二外記之所一レ知候之間所見□□候歟凡臨時祭依二当国忌一廃務或被二停

止一□□或被レ略二歌笛一事存レ例候当廃務被レ行二 □□ 一之条若可レ有レ義候乎可レ令レ得二其御意一給候
　御カ

仍言上如レ件 人文科学研究　第143輯胸
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　　　　　　十二月十三日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大外記中原師茂状

内侍所臨時御神楽を同月二十三日に行うべきところ廃務に当たているためどのようにすべきかと問う

内容であるここで注意したいのは問題となる行事が臨時恒例御神楽ではなく内侍所臨時御神楽と

されていることであろう問題となている御神楽について敦有記同月二十六日条には次のように記

されている　　内侍所臨時御神楽也　　　権大納言忠季　和琴 　三条中納言実音笛 　中御門中将宗 
 朝臣本拍子泰

　　　此外皆地下云々　　　庭火　榊　韓神　薦　篠　千　早　星三首　　朝　其
内侍所臨時御神楽は廃務の十二月二十三日から延引されたものの二十六日に実施されている臨時御神楽

は公の所作とされているものの人員に不足があれば地下の召人が加わることも差しつかえないとされ

ていた
 
　　この日の御神楽も本来秋に行うべきところを十二月に実施したり多くを地下によたりしている

　　19が可能な限り鎌倉後期以来の旧例に従て臨時御神楽を行おうとする意識が認められるのではないかさ

らに同月二十九日条には　　内侍所恒例御神楽奉行頭中将為遠朝臣
　　　拍子綾小路中将成賢朝臣中御門中将宗泰朝臣 　笛近衛召人景茂 　篳篥近衛召人季賢 　和琴陪従

　　　両度勧盃蔵人右中弁行知蔵人治部少輔仲光云々
　　　庭火　榊　韓神　薦　閑　篠　千　早　星　朝　　　
 其

とあるように今度は内侍所恒例御神楽が行われたこのように貞治元年は内侍所御神楽が臨時と

胸北朝の内侍所御神楽
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恒例とそれぞれ別日に実施されていることが確認できる行事の本来の在り方からみると旧例を踏襲したと

はいいがたいものの年二回の御神楽に戻そうとする意欲は認められるのではないか

　特に貞治年間前後の朝儀について松永和浩は後光厳は脆弱な求心力の強化策として帰参者には赦免・

褒賞不参者には厳罰という信賞必罰の論理を盾に臨んだそれを実行する際の実質的判断は幕府が下してい

た幕府は信賞必罰の実効性を担保し求心力強化の構造を背後から支える存在であたと指摘するその

上で貞治年間前後の人材基盤回復朝儀興行の背景としてこの構造の存在を指摘したいただし興

行の主眼が求心力強化にあたため人材には質よりも量がまず求められた人材基盤の回復が表面的で

あた理由はここにあるが幕府にとてはそれで十分でありまたそれが幕府が主導する興行の限界で

もあた
 
　　と述べているまさに貞治年間の内侍所御神楽についても朝儀復興の機運の中にあて旧例に

　　20復そうとする北朝の意識が認められるのである
おわりに

　北朝の内侍所御神楽は正平の一統を境として大きく状況が異なる神鏡の奉仕儀礼として行われた光厳院

政期に対して後光厳朝以降は神鏡を喪失した状態での儀礼を余儀なくされたからであるまた後光厳期の不

安定さは内侍所御神楽の経済基盤にも影響し特に召人の御訪の料足の欠如という形であらわれた王朝時

代や鎌倉期の内侍所御神楽に比べると楽人などの規模は縮小していたに違いないその一方で御神楽自体

は臨時恒例御神楽という略儀ではあたがほぼ毎年行われているさらに秋季御神楽の再興も試みられ

るなど神鏡の存した時期と同様の行事が続けられたのである従来は室町殿の力によて内侍所御神楽
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の再興も進んだとみられてきたそのような面は否定できない一方で長く北朝が内侍所御神楽の継続に取り

組んでいた事実も見逃せない後光厳朝の内侍所御神楽を具体的に把握することにより室町殿の活動もまた

正確に理解できるのではないだろうか
胸北朝の内侍所御神楽
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　　　　注
 

1　拙稿神に奉げる天皇の歌声　後醍醐天皇・後村上天皇の御所作細田あや子津曲真一編媒介す

るもの／モノの宗教史リトン平成三十一年刊行予定
 

2　本文は京都御所東山御文庫本による
 

3　前掲　拙稿神に奉げる天皇の歌声　後醍醐天皇・後村上天皇の御所作

 

4　林屋辰三郎文和の時勢粧内乱のなかの貴族 南北朝と園太暦の世界角川書店平成三年

 

5　石原比伊呂内侍所御神楽部類記にみる足利義満と室町前期の公家社会研究代表者田島公目録学の構築

と古典学の再生中間成果報告書Ⅰ平成二十一年
 

6　本文は史料纂集による
 

7　百練抄元暦二年一一八五二月二十日条
 

8　本文は京都御所東山御文庫蔵内侍所御神楽部類記東京大学史料編纂所写真帳六一八六二所引敦有

記による 9　前掲　林屋辰三郎文和の時勢粧
 　　賢所の御料帝国学士院編帝室制度史ヘラルド社昭和十三十七年

10

 　　敦有記文和二年一三五三十二月二十八日条
11

 　　松永和浩南北朝期公家社会の求心構造と室町幕府室町期公武関係と南北朝内乱吉川弘文館平成二十五

12
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年 　　敦有記正平六年一三五一十二月二十八日条
13

 　　前掲　石原比伊呂内侍所御神楽部類記にみる足利義満と室町前期の公家社会

14

 　　前掲　石原比伊呂内侍所御神楽部類記にみる足利義満と室町前期の公家社会

15

 　　宮中に於ける神器崇敬の儀前掲　帝国学士院編帝室制度史
16

 　　本文は大日本古記録による
17

 　　本文は史料纂集による18
 　　園太暦正平六年一三五一十二月九日条には雖二公所作之時一不二足所作一地下召人相交無二子細一候

19歟縦上様御所作之時も地下被二相加一事先朝其例候しやらんと覚候と記されている

 　　前掲　松永和浩南北朝期公家社会の求心構造と室町幕府
20付記　本稿は平成三十年度科学研究費助成事業若手研究臆　研究課題番号18   K  

12281

     による研究成果の一部である


