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府立図書館のある岡崎公園は、明治 28 年に開催された第 4 回内国勧業博覧会の跡地を整備したものですが、平安時代後期には、
白河天皇が建立した法勝寺をはじめとする天皇の「御願寺」が次々と建立され、院政の舞台となった地でした。
「六勝寺」と総称さ
れた 6 つの御願寺はすでに消滅しており、現在では町名にその名を残すのみですが、当時の様子は、発掘調査や六勝寺を建立した
天皇たちのまつりごとなどから想像することができます。当館所蔵資料から、当時の様子を知る手掛かりとなる資料を紹介します。

発掘調査から知る六勝寺
『法勝寺跡』 京都市文化観光局文化財保護課 1975
『六勝寺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 京都市埋蔵文化財調査センター 1981
『京都府遺跡調査概報 第 23 冊』 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1987
『京都府遺跡調査概報 第 86 冊』 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1999
『院政期の京都』 京都市埋蔵文化財研究所/編集 京都市 2007
『つちの中の京都』 京都市埋蔵文化財研究所 1996
『つちの中の京都 2』 京都市埋蔵文化財研究所 2001
『つちの中の京都 3』 京都市埋蔵文化財研究所 2006
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『つちの中の京都』は「リーフレット京都」を合冊発行したものですが、151 号（2001 年 8 月）以降の「リーフレット京都」は京都市
埋蔵文化財研究所のホームページでご覧いただけます。当館に所蔵のない六勝寺関係の調査、報告書や年報もご覧いただけます。
（http://www.kyoto-arc.or.jp/blog/siryo_info_res.html）

歴史から知る六勝寺
『平安時代の寺院と民衆』 西口順子/著 法蔵館 2004
『中世王権と王朝儀礼』 遠藤基郎/著 東京大学出版会 2008
『日本の歴史 7』 集英社 1991
『日本の歴史 07』 講談社 2001
『週刊朝日百科日本の歴史 3』
朝日新聞社 1987
『院政の日本人』 橋本治/著 講談社 2009
『よみがえる平安京』 村井康彦/編集 淡交社 1995
『中世摂関家の家と権力』 樋口健太郎/著 校倉書房 2011
『保元の乱・平治の乱』 河内祥輔/著 吉川弘文館 2002
『院政期の王家と御願寺』 丸山仁/著 高志書院 2006
『院政』 美川圭/著 中央公論新社 2006
『保元・平治の乱を読みなおす』 元木泰雄/著 日本放送出版協会 2004
『後白河院政の研究』 下郡剛/著 吉川弘文館 1999
『中世の王朝社会と院政』 白根靖大/著 吉川弘文館 2000
『清盛以前』 高橋昌明/著 文理閣 2004
『院政とその時代』 田中文英/著 仏教大学通信教育部 2003
『日本の中世 8』 網野善彦/編集 中央公論新社 2002
『甦る平安京 平安建都 1200 年記念』 京都市 1994
『京都の歴史 2』 京都市/編 学芸書林 1975
『立命館大学京都文化講座 京都 2』
立命館大学文学部京都文化講座委員会/企画・編集 白川書院 2009
『後白河院』 五味文彦/著 山川出版社 2011
『白河法皇』 美川圭/著 日本放送出版協会 2003
『日本建築史研究』 福山敏男/著 墨水書房 1968
『京都の庭園』 京都市文化観光局文化部文化財保護課 1990
『白河殿の戦い』 木下順二/著 平凡社 1979
『保元物語』 武田昌憲/訳 勉誠出版 2005
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個別の寺名では下記の情報があります。
◆法勝寺：白河天皇が 1077 年に建立しました。
「法勝寺の創建」p.124－144（『歴史における芸術と社会』 日本史研究会/編 みすず書房 1960）
「白河院と法勝寺」p.194－201（『福山敏男著作集 3』 福山敏男/著 中央公論美術出版 1983）
「法勝寺大乗会」p.276－277（『五来重著作集 第 8 巻』 五来重/著 法藏館 2009）
「法勝寺供養次第」p.327－330（『続群書類従 第 26 輯 下』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1977）
「法勝寺金堂造営記」p.120－122（『続群書類従 第 27 輯 上』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1978）
「法勝寺阿弥陀堂造立日時定記」p.123－125（『続群書類従 第 27 輯 上』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1978）
「承暦元年法勝寺供養記」p.125－131（『続群書類従 第 27 輯 上』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1978）
「法勝寺供養記（承暦元年）」p.249－253（『群書類従 第 24 輯』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1980）
「法勝寺阿弥陀堂供養」 p.377－386（『冷泉家時雨亭叢書 第 55 巻』 冷泉家時雨亭文庫/編 朝日新聞社 2004）
「法勝寺跡」 p.47－48（『発掘された日本列島』 文化庁/編 朝日新聞出版 2011）
◆尊勝寺：堀河天皇が 1102 年に建立しました。
「尊勝寺供養記（康和４年）」p.254－261（『群書類従 第 24 輯』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1980）
「尊勝寺の伽藍配置」p.84－86（『足立康著作集 1』 足立康/著 中央公論美術出版 1986）
「尊勝寺跡」p.37－63、図版第 22－34（『京都府遺跡調査概報 第 23 冊』 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1987）
◆最勝寺：鳥羽天皇が 1118 年に建立しました。
「最勝寺供養式」p.318－320（『続群書類従 第 26 輯 下』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1977）
「最勝寺灌頂」p.279－280（『五来重著作集 第 8 巻』 五来重/著 法藏館 2009）
◆円勝寺：鳥羽天皇の皇后・待賢門院璋子が 1128 年建立しました。
「円勝寺の歴史の概要」p.202－206（『福山敏男著作集 3』 福山敏男/著 中央公論美術出版 1983）
◆成勝寺：崇徳天皇が 1139 年に建立しました。
「成勝寺供養次第」p.320－322（『続群書類従 第 26 輯 下』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1977）
「成勝寺供養式」p.346－348（『続群書類従 第 26 輯 下』 塙保己一/編纂 続群書類従完成会 1977）
「成勝寺跡・岡崎遺跡」
p.55－90、
図版 29－54（
『京都府遺跡調査概報 第 86 冊』京都府埋蔵文化財調査研究センター 1999）
◆延勝寺：近衛天皇が 1149 年に建立しました。残念ながら当館 OPAC からは情報が得られませんでした。

下記の資料には六勝寺が建立された頃の岡崎の情報があります。
『江戸時代図誌 2』 筑摩書房 1976

K/210.5/Ky6/2(1100285368)

『京都歴史アトラス』 足利健亮/編 中央公論社 1994

KE/216.2/A92(1100285202)

『京都時代 MAP 平安京編』 新創社/編 光村推古書院 2008

K/216.2/Sh69(1108464247)

『京都地図物語』 植村善博/編 古今書院 1999

K/291.62/U42(1106888934)

『京・まちづくり史』 高橋康夫/編 昭和堂 2003

K/518.8/Ta33(1108033380)

『京都千二百年 上』 西川幸治/著 草思社 1997

521.02/N71/8(1101920609)

『京都千二百年 下』 西川幸治/著 草思社 1999

521.02/N71/9(1101920617)

「天子摂関御影」
（
『日本の絵巻 続 12』
中央公論社 1991）より鳥羽院、崇徳院の
肖像。鳥羽院は最勝寺を、崇徳院は成勝寺
を建立しました。
京都府立図書館
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9
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