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《京都》御所と離宮の栞 ～其の二十九～ 

清涼殿は、令和元年度より屋根葺替を中心とした大規模な改修が行われ、本年４月の「京都御所 

宮廷文化の紹介」では約２年６か月ぶりに公開されます。本号では、清涼殿で行われた伝統的な儀

式について紹介します。 

清涼殿と儀式 

清涼殿は、平安時代の９世紀末以降、天皇の

日常のお住まいとして使用された御殿です。豊

臣秀吉による天正度内裏造営（天正19(1591）年

完成)を機に、天皇のお住まいとして御常御殿が

建てられるようになってからは、清涼殿は儀式

専用の御殿として用いられました。 

安政２（1855）年に造営された現在の清涼殿

は、寛政度（寛政２<1790>年造営）の形式を踏

襲したもので、宮廷において重要な伝統儀式を

古式に則って行うため、綿密な建築考証をもと

に、平安復古の様式で建てられています。 

 屋根には桧皮が葺かれ、周囲には蔀戸が廻り

ます。東側の白砂の庭には竹台が二つあり、北

側には呉竹、南側には漢竹が植えられていま

す。 

 室内は天井を張らずに化粧屋根裏にして、床

は板敷きとなっており、特に襖絵等の障壁画か

らは、平安復古への強いこだわりが感じられま

す。 

 清涼殿は、蔀戸を開放することにより、屋内

と屋外が一体となった大空間となります。江戸

後期には、この空間を用いて、平安時代由来の

伝統を持つ儀式などが行われました。江戸後期

に京都御所で行われた儀式を記録した『公事

録』や『旧儀式図画帖』を基に清涼殿で行われ

た儀式について紹介します。  
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明治維新以前に京都御所で行われていた四方

拝は、清涼殿東庭において正月元日の寅刻（午

前４時頃）に行われる１年の最初の儀式で、天

皇が属星（北斗七星のなかで自分の生年に配当

される星）、天地四方、山陵を遥拝しました。 

平安時代から行われ、応仁の乱により中絶し

ましたが、文明７年（1475）に再興されまし

た。 

 天皇は御常御殿から清涼殿に出御し、朝餉の

間で黄櫨染御袍を着され、御手水の間において

手水を行います。 

 次いで、殿上人が脂燭で照らす筵道を進み、

東庭中の大宋屏風で囲われた御座に着かれま

す。まず、手前の属星御拝の座につき、北向き

に北斗七星の属星の名を唱え、拝して呪文を唱

えます。ついで東側の紫の褥の座において北向

きに天を拝し、西北向きに地を拝し、さらに東

西南北の四方を拝します。その後、南側の座に

移り、南向きに天智天皇陵を始めとする十陵を

拝しました。 

 四方拝の後は、餅・鮎・大根などの長寿を願

う食物が天皇に供される御歯固が清涼殿の朝餉

の間で行われ、同日には紫宸殿で元日節会が開

かれます。 

 清涼殿は、元日節会を始め、白馬節会、踏歌

節会、豊明節会などの紫宸殿を会場とする大き

な儀式では、出御する際に御身支度をされる

等、重要な儀式の起点となりました。 

 
  

四方拝出御之図『公事録』附図 

宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵 

元日節会『旧儀式図画帖』28巻 

東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 
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小朝拝は、正月元日に関白大臣以下六位以上の

昇殿を許された人々が東庭に並び、天皇に拝する

儀式です。もともと平安時代初期までは、大極殿

の高御座に天皇が出御し、百官から新年の祝賀を

受ける大規模な儀式、朝賀が行われていました

（栞其の十四）。 

小朝拝は、朝賀のない年や朝賀の後に行われた

りしていましたが、平安中期以降、朝賀が行われ

なくなり、代わりに小朝拝が元日の恒例行事とな

りました。 

応仁の乱により一時は途絶えましたが、延徳２

年（1490）に再興された後は、断続的に継続さ

れ、江戸末期では安政４年（1857）に行われまし

た。 

黄櫨染御袍を着した天皇が、東廂に置かれた殿

上の間の御倚子に座ると、弓場付近に整列してい

た関白大臣以下が切馬道から東庭に入ります。一

同が並び終えると一斉に拝舞を行います。 

拝舞とは、任官や叙位、賜禄などの時に謝意な

どを表す礼の形式で、再拝の後、立ったまま左右

左の順に袖を振りながらその方向を見、次いでひ

ざまずいて同様にし、再び立って再拝するもので

す。 

『孝明天皇紀附図原稿』には、廷臣達が並び始

める様子が画かれており、列立するために束帯

（男子が参内する際に着用した正式の服装）の据

を直している姿が見られます。 

 

こ ちょう ばい 

 

小朝拝東庭参列之図『公事録』附図 

宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵 

小朝拝之図 安政4年正月 『孝明天皇紀附図原稿』 

宮内庁宮内公文書館所蔵 
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（拡大） 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori14.pdf
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清涼殿の石灰壇では天皇が伊勢神宮・内侍所、

ほかいくつかの神社を御拝になりました。 

石灰壇は、東廂の南側にあり、板敷きの床と同

じ高さまで土を盛り、表面を漆喰で塗り固めて地

上と同様にみなしたところです。 

早朝、御常御殿で御湯ノ儀、御手水を済ませら

れた天皇は、清涼殿へと向かいます。清涼殿の御

湯殿上、御手水の間、朝餉の間を通り、台盤所の

北第一間から母屋に入り、御帳台の北側を通っ

て、昼御座に座ります。 

内侍が石灰壇西側に立てられている四季屏風を

南の壁より西側の柱に沿って、立て回します。次

に大床子の円座を取り、典侍に渡します。典侍は

四季屏風の内側に円座を敷き、御拝の御座としま

す。 

天皇が着座し、それぞれの方角に拝礼します。

伊勢神宮（東南）、内侍所（東南）、石清水八幡

宮（南西）、賀茂社（北）、春日社（南）、日吉

社（北東）、祇園社（東南）、北野天満宮（北

西）、北斗七星（北）となります。 

『公事録』では正月１１日に御拝が行われ、以

降、毎日行われて、天皇が出御されない場合は、

関白や神祇伯（神祇官の長）が代拝しました。 

まい にち ぎょ 

 

御拝之儀『旧儀式図画帖』31巻 東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 

四季屏風 右隻 
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賀茂祭は、平安遷都以前より行われており、そ

の起源は６世紀に遡ります。平安京ができてから

は、宮中行事として定着し、『源氏物語』『枕草

子』『今昔物語』『徒然草』などにも取り上げら

れています。 

旧暦４月に行われ、平安時代以降、朝廷の崇敬

が厚く、祭といえば賀茂祭を指すほどでした。供

奉の人々の冠や牛車などに葵の葉をつけることか

ら、葵祭とも呼ばれます。現在では京都三大祭の

一つとして人気があり、古式を表現した斎王代や

近衛使の行列が京都御所から出発します。現在

は、路頭の儀と社頭の儀が行われていますが、江

戸末期までは、清涼殿で宮中の儀が行われていま

した。 

賀茂祭当日、勅使に選ばれた近衛の中将は、舞

人や陪従を率いて参内し、宮中での儀式を終えて

から、賀茂社へ赴き、祭式を行います。 

宮中の儀では、清涼殿に葵の葉をつけた御簾を

垂らし、御簾の中に天皇が出御します。 

勅使の一行が、月華門を進み、弓場から東庭に

参入します。勅使が長橋に座り、和琴・歌・笛・

篳篥を持った陪従や舞人が所定の位置につき、東

遊のうちの求子歌を舞います。 

終了後、勅使に紅衵（紅色の衣料）を賜り、勅

使一行は退出して諸大夫の間で休息します。清涼

殿東庭には、勅使と共に賀茂社へ向かう飾馬が引

き回され、天皇が御覧になりました。 

勅使の一行が頭に葵桂を挿し、宜秋門から賀茂

社へ出発します。天皇は、畳が敷かれた紫宸殿東

階、東軒廊、日華門、承明門を通り、建礼門に設

けられた御座から、賀茂社へと向かう一行を御覧

になりました。 

石清水臨時祭（３月）、祇園臨時祭（６月）、

北野臨時祭（８月）、賀茂臨時祭（１１月）など

においても、勅使出発に関わる儀式は清涼殿が用

いられました。 

 

賀茂葵祭『旧儀式図画帖』31巻 東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 

賀茂祭東庭求子列舞之図『公事録』附図 

宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵 

勅使一行が東庭に入る前に並んだ弓場付近 

ひち りき あずま 

あそび もとめ ごの うた 

長橋と切馬通 

か も さい きゅう ちゅう の ぎ 



 

7 

 

正月晦日には、清涼殿全体の掃除が行われまし

た。この日より毎月晦日に清涼殿の大掃除が行わ

れ、絵図では、T字型の撞木という道具で、蔀戸を

開ける姿が描かれています。 

 

 

 

４月１日と１０月１日の卯の刻（午前６時頃）

に、紫宸殿・清涼殿などの装束を４月では夏用に、

１０月では冬用に取り換える行事です。『旧儀式図

画帖』では、御帳台や几帳の帷などを夏用に取り換

える４月の更衣の様子が、『公事録』では、冬用に

取り換える１０月の更衣の様子が画かれています。

これを期に天皇の御衣についても夏用・冬用に取り

替えられました。  

 

 

８月１５日には、清涼殿で月見が行われました。

朝餉の間や鬼の間、昼御座に燈台が置かれ、孫廂の

上部には燈籠が釣られます。 

夜に入ると、昼御座に出御された天皇は、角を切

り穴を空けた茄子から月を見て、和歌を三回唱えま

す。その後、女房にその茄子を賜り、女房も同様の

所作で月を見ました。 

 

 

清涼殿御掃除之儀『旧儀式図画帖』31巻 東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 

上:更衣之儀『旧儀式図画帖』35巻 東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 

下：清涼殿十月更衣之図『公事録』附図 

宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵 

月御覧之儀『旧儀式図画帖』38巻 東京国立博物館所蔵 

Image: TNM Image Archives 
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「京都御所 宮廷文化の紹介」〈令和４年春〉の期間中は、今回ご紹介した清涼殿の他にも、装束の展示や御常御殿の東側４

室の室内、牛車など様々な展示がご覧いただけます。 

これまでの「《京都》御所と離宮の栞」については、宮内庁ホームページのこちらからご覧ください。 

＜問い合わせ先＞ 

〒602-8611 京都市上京区京都御苑３ 宮内庁京都事務所 

代表電話：075-211-1211 参観係直通電話：075-211-1215 

其の二十九：令和４年４月６日 

牛車 

高御座・御帳台 

装束の
展示 

清涼殿
の公開 

室内の
公開 

御常御殿
おつねごてん

 

日華門 

月華門 

承明門 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/kyotogosho-4haru.html
http://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/kyoto-shiori-index.html

