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康治二年正月十四日条

 
Original Text 原文

康治二年正月十四日条

十四日、〈壬寅、〉酉刻蔵人左少弁源師能来、入令侍〔以人伝〕示云、成雅（源）解官
事、先向左丞相（源有仁）之処、被向仁和寺了、因御〔所カ〕参也者、亦着冠直衣相
逢、師能仰云、去十二日於院陣鳥羽、少将成雅朝臣〈兼尾張守、〉・山城前司頼輔（藤
原）闘諍、成雅抜剣切破頼輔面了、所犯不軽之上、諸大夫以上品格者刃傷人、古今未
有、成雅早可被解官、余承諾之、師能語云、法皇（鳥羽）帝〈為政被加帝也、〉宣曰、
解官・停任同事也、然而以解官為重慎、可仰下解官之由也、又宣曰、被解官之人、自然
止昇殿、然而於此事者未曾有、早々可削籍、仍先参内、削籍了、乍両官可解歟、答曰、
摂政仰云、先乍両官可解之由宣下後、重法皇帝可　一定、即遣召大外記師安（中原）朝
臣仰之、師安云、普通事不書宣旨、此事如何、余云、希有之事也、書宣旨、可懲後代之
乱臣・賊士者、師安即書宣旨下二省、余云、如古記〈備忘、〉者、雖管領下二省、是外
記之外亦下二省歟、師安云、是古礼也、近代只外記下二省也、〈々々者、文官者仰式、
武官者仰兵、〉師能送使者云、重法皇帝仰云、乍両官可解官也、

従四位下行右近衛権少将兼尾張守源朝臣成雅
　内大臣宣、奉　勅、件人去十二日於太上法皇御所辺、手自刃傷散位藤原朝臣頼輔、訪
之　往代、未曾有之犯也、宜令解却見任両官者、
　　　康治二年正月十四日　　　　　　　大炊頭兼大外記助教中原朝臣師安奉
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Kundoku 訓読

康治二年正月十四日の条

十四日、〈壬寅（みずのえとら）〉。酉（とり）の刻 、蔵人（くろうど） 左少弁（さ1 2

しょうべん） 源師能（もろよし） 来たる。人を以て伝え 示して云わく、「成雅3 4 5

 酉刻（とりのこく）：凡そ午後六時頃。1

 蔵人（くろうど）：「平安時代における有力な令外官。（中略）弘仁元年（八一〇）三月十日（中略）2

薬子の変に際し、嵯峨天皇が平城上皇側に天皇側の機密が漏洩するのを防ぐために、腹心の者をこれに
任じ、天皇に近侍して機密の文書を扱わせ、諸訴を掌らせることにしたものとみられている。これから常
に天皇に近侍し、殿上日常一切のことを支配し、上奏下達も掌るようになり、少納言や侍従などの任は
ほぼこれに奪われ」る（『国史』「蔵人」より抜粋）

 左少弁（さしょうべん）：令制で、太政官左弁官局の判官。左大弁、左中弁の下にある。正五位下相当3

の官。定員一人。右少弁に対する。七弁の一人で、左弁官を勤める官僚のうち、最も低位の者。左右少
弁ともに「八省を分管し、官中の庶務をつかさどった」『弁官補任』にも見られるように、蔵人を兼ね
る官人しばしばいた。（『日国』「左少弁」及び「少弁」より抜粋）

 源師能（みなもとのもろよし）：左少弁には保延七年（１１４１）に任命されたが、その前より蔵人を4

努めた。同年十二月に少弁として弁官に帰官し、久安三年（１１４７）に右中弁に、同六年（１１５
０）左中弁に昇り、久寿元年（１１５４）近衛天皇崩御に当たって官を辞した。（『弁官補任』）

 「入令侍」の字は、異本に於いて「以人伝」に作り、前者は筆者の写し間違えに思われる。5
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（源） の解官（げかん） の事、先に左丞相（さじょうしょう）（源有仁） に向かふの6 7 8

処、仁和寺（にんなじ） に向かわれ了んぬ。因りて参るところなり」てえり。忩（い9

そ）ぎ、冠直衣（かむりのうし） を着（ちゃく）して相逢（あいあ）う。師能仰（お10

 源成雅（みなもとのなりまさ）：生没不明。家柄は村上源氏で、信雅の四男（『尊卑分脈』）。『近衛6

府補任』によると、保延七年（１１４１）より右少将に任官され、当事件の処分として、康治二年（１
１４３）に一旦官職を解かれるが、その後直ちに本官に戻って久安五年（１１４９）に国司に任命され
た。頼長の家司として『台記』にしばしば登場。本条の前の十二日すなわち事件の当日の条にある記述
では、法皇鳥羽が心経会を行う時成雅が暴力を振るい、同座した藤原頼輔（以下を参照）をたちで怪我
させたとある。（『台記』幸司二年正月１２日条より）ところが早くも三月二十五日に許され、元の官
職に還任する。頼長はこの事件について、『台記』において公平に評価しているが、十二日の条において
頼輔の責任も問う。その他比較的客観的な記述は、『本朝世紀』に見える。成雅はその後も頼長に仕え
たが、保元の乱後、配流された。

 解官（げかん）：官職をとくこと。官職を免ずること。解任。免官。（『日国』抜粋）以下に見るよう7

に、停任と対比的に使用されるが、停任は一時的に官僚としての仕事を停止されるのに対し、解官は完
全に現官から外されることをさす。

 左丞相（さじょうしょう）：丞相とは、古代中国の「天子を助けて国政をつかさどった最高の官」をい8

うが（『日国』）、転じて日本の大臣の唐名として用いられる。従ってここに「左丞相」とある者は、
左大臣をいい、源有仁（みなもとのありひと）である。源有仁（１１０３～１１４７）は、公卿で、後
三条天皇の孫、輔仁親王の二男。（『国史』）当時は従一位で、摂政藤原忠通に次いで最高位の廷臣で
あった。（『公卿補任』）

 仁和寺（にんなじ）：「京都市右京区御室大内（おむろおおうち）にある。真言宗御室派総本山。（中9

略）光孝天皇の御願により造営が始められ、宇多天皇の仁和四年（８８８）八月に金堂の落慶供養が、
真然を導師として行われ、年号により仁和寺と名付けられた（後略）。」（『国史』抜粋）

 冠直衣（かんむりのうし・かむりのうし・こうぶりのうし）：「直衣をつけ、冠をかぶること。公卿10

の改まった時にする姿。」烏帽子直衣と対比して用いられる。（『日国』）
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お）せて 云わく、「去る十二日院の陣〈鳥羽〉 に於て、少将（しょうしょう） 成11 12 13

雅 朝臣〈尾張守 （おわりのかみ）を兼ぬ〉、山城（やましろ）前司（ぜんじ） 頼輔14 15 16

（よりすけ）（藤原） 闘諍（とうじょう）するに、成雅剣を抜き頼輔の面（おもて）17

を切り破り了んぬ。所犯（しょはん）、軽からざるの上、諸大夫（しょだいぶ） 以上18

の品格の者の刃傷人（にんじょうにん）は、古今未だに有らず。成雅早く解官せらるべ

 仰（おお）す：普段、話者より位の高い相手の発言行為を表すために用いられるが、源師能は蔵人で11

頼長より遥かに低位であったため、ここでは法皇の御意を伝える蔵人の描写に相応しい表現として使われ
ているであろう。

 鳥羽（とば）：この「鳥羽」を割書注と見なし、「鳥羽殿」を指すとした。「院陣」は鳥羽殿の中で12

鳥羽法皇の武士が詰めている所を指すと解釈した。
鳥羽殿（とばどの）：京都市伏見区竹田・中島のあたりを占めて、十一・十二世紀の間に造営された離
宮。白河・鳥羽・後白河の三代にわたる法皇が御所として使用し院政の舞台となった。中でも鳥羽法皇
はこの中で崩御、その域内に設けられた墓所（安楽寿院陵）に葬った。ほか白河法皇の成菩提陵、近衛
天皇の安楽寿院南陵がある。このあたり鴨河・桂川の合流点でその溢水地となり離宮造営当時は所々に
池沼あり、風景のすぐれた所であった。また、平安京造営時には朱雀大路を延長した鳥羽の作路（つくり
みち）がこの地点に達しており、京との往返は便利であったため早くから貴紳士の別業が設けられた。そ
の一つ藤原季綱の鳥羽水閣をあらためて応徳三年（一〇八六）に白河天皇退位後の後院とされた。これ
が鳥羽殿のはじめで、関係位置から南殿と呼んだ。北殿は寛治二年（一〇八八）、東に位置する泉殿は
同六年の造営があった。この泉殿の付近に鳥羽上皇の御所も造られ、含めて東殿と呼ばれた。（『国
史』抜粋）

 少将（しょうしょう）：近衛府の一官。近衛府は左右に分かれて、大中小の将があったが、成雅は当13

時官位のもっとも低い右少将を占めていた。（『近衛府補任』）

 成雅は、父方の叔母が忠実の室（つまり、忠実の従兄弟）である。また、姉妹が頼長に嫁いでいるな14

ど、摂関家と深いつながりがある。（漢文ワークショップ２０１９講義より）

 尾張（おわり）：現在の愛知県に当たる。守は、基本として四等官の最上位を占めている官人をさす15

が、多くは国司について用いられる。（『日国』）

 山城（やましろ）：五畿に属して、平安京の位置する国の旧国名。前司とは元国司のこと。16

 藤原頼輔（ふじわらのよりすけ、１１１２～１１８６）は、忠教の男、最高位従三位。（『尊卑分17

脈』）

 大夫（だいぶ）：本来、皇后職や左右職等の省の下に次ぐ役所の長官を指したが、頼長の時代には、18

「諸大夫」（しょだいぶ）という表現を用いて、五位・四位の総称（そして昇殿を許されていない人）を
指すことが一般的となった。（『国史』及び漢文ワークショップ２０１９講義より）
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し」と。余、これを承諾（しょうだく）す。 師能、語りて云はく、法皇帝（ほうおう19

てい）（鳥羽） 〈政（まつりごと）を為すにより、帝を加えらるなり。〉宣（せん）し20

て曰わく、「解官・停任（ちょうにん） 、同じ事なり。然れども、解官を以て重慎21

（ちょうしん） となす。解官の由を仰せ下すべきなり」と。又宣して曰わく、「解官22

せらるるの人、自然に昇殿（しょうでん）を止（とど）む。然れども、この事に於ては
未だ曾つて有らず。早々（そうそう）に籍を削る べし。仍（よ）りて、先ず参内し、23

籍（せき）を削（けず）りおわんぬ。両官（りょうかん）ながら　解（と）くべきか。
答へて曰（い）わく、摂政、仰（おお）せて云わく、先（ま）ず両官ながら解（と）く
べきの由（よし）、宣下（せんげ）の後、重ねて法皇帝　一定（いちじょう） すべ24

 承諾（しょうだく）：「相手の申し入れや頼みを同意してひきうけること」（『日国』）という定義19

から推測すると、かなり消極的な行為として描写されるが、ここにも頼長と成雅の親戚関係が見えるで
あろう。

 法皇帝（ほうおうてい）：「法皇帝」という表現は非常に希少な表現であるが、ここで使われる理由20

は頼長が自ら割書に説明するように、「法皇（鳥羽）」だけでは実際に政治を行う鳥羽に対して不適切
な表現であるため、「帝」の字を付けて記したのである。

 停任（ちょうにん）：過失などによって国司などの官職を一時やめさせること。（『日国』抜粋）21

解官は職を解任されることであり、停任は職を一時的に停止されることであるので、解官と停任は表面
的には同じことであるが、解官の方が罰が厳しい。更に殿上人の籍を削除されるということは、殿上人
のステータスを失うということで、当時の貴族にとっては官を失うことよりも痛手であった。

 重慎（ちょうしん）：「重く慎ませる」という意味。上記の犯行を深刻なものと見なし、解官を停任22

より重い処置と見なすこと。（漢文ワークショップ２０１９講義より）

 籍（せき）を削（けず）る：基本的に「籍を除き去る」という意味から、殿上許可の失効という処置23

を指すが、それを迅速且つより明確に実行するために、実際に殿上間の出勤の簡から名前を削除するこ
とを指す。

 一定（いちじょう）：１）形動）物事が、確かに一つに定まること。確定すること。確実。また、はっきりした24

事実。２）確実であるさま。確かに。必ず。きっと。（『日国』抜粋）
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し、と。即（すなわ）ち大外記 （だいげき）師安（中原）  朝臣を遣（つか）わし召25 26

（め）し、これを仰す。師安、云わく、普通の事は、宣旨を書かず。この事、いかん。
余（よ）、云わく、希有（けう）の事なり。宣旨に書き、後代（こうだい）の乱臣（ら
んしん）・賊士（ぞくし） を懲（ちょう）ずべし、てえり。師安、即ち宣旨を書き、27

二省（にしょう）に下す。余、云く、古記（こき） 〈備忘（ぶぼう）〉の如（ごと）く28

は、二省に下すを管領（かんりょう）すと雖（いえど）も、これ、外記の外）ほか）、
また二省に下すか。師安云わく、これ、古礼（これい）なり。近代、ただ、外記二省に
下すなり。〈二省は、文官（ぶんかん）は式（しき）に仰せ、武官（ぶかん）は兵
（ひょう）に仰す。〉師能、使者を送りて云く、重ねて法皇帝、仰せて云く、両官なが
ら解官すべきなり。

従（じゅ）四位（しい）下（げ）行（ぎょう） 右近衛権少将（うこのえしょ29

うしょう）兼（けん）尾張守（おわりのかみ）源朝臣成雅
　内大臣宣す。勅を奉（うけたまわ）るに、件の人、去十二日、太上法皇御所辺に於
て、手自（てずか）ら散位藤原朝臣頼輔を刃傷す。これを、往代（おうだい）に訪ぬる

 外記（げき）：令制官職の一つ。唐名を「外史」という。太政官の少納言の下にあって、中務省の内記の作成し25

た詔書を考勘し、太政官の奏文を勘造するのをはじめ、上卿の指揮のもとで朝儀・公事を奉行し、その記録にあたり、
先例を調査上申し、さらに人事関係の手続を分担処理した要職である。大・少外記各二人を定員とし、大外記の相当
位は正七位上、少外記は従七位上であったが、その職務の重要性と繁劇を理由として、延暦二年（七八三）五月十一
日の格をもって大外記は正六位上、少外記は正七位上の官に昇格した。また権官や外記代を置いて人員の不足を補っ
たが、文治三年（一一八七）十二月四日の京官除目に際し、以後外記の員数を六人とすべきことが定められた。外記
の下には史生・召使が属して、公文・記録の書写や雑用に従事し、外記の記録する外記日記は、公事奉行の典拠とし
て尊重された。また太政官の政務も次第に外記庁（外記局）で行われる外記政にその中心を移し、さらに外記庁の南
に付設する南所において結政（かたなし、政務に関する文書を結び束ねることで、政務の決裁を意味する）が行われ
た。こうして外記の地位はさらに上昇し、平安時代中期以降は五位に昇進する大外記も現われ、これを大夫外記と称
したが、特にその上首は局務と称して外記局官人を統率し、明経道出身の清原（のち舟橋家）・中原（のち押小路家）
両氏が永くこれを世襲した。（『国史』抜粋）

 中原師安（なかはらもろやす）：外記を世襲する中原氏出身。「摂関家にも出入りした明経道儒者で、頼長は26

『台記』に師安を師であると記している」（橋本義彦『藤原頼長』吉川弘文館 2012年 47頁 参照）

 乱臣（らんしん）：国を乱す臣。逆臣。（『日国』抜粋）27

四字熟語としての「乱臣賊子」（らんしんぞくし）の意味は、《「孟子」滕文公下から》国を乱す臣下と、親を害す
る子。（『デジタル大辞泉』抜粋）

古記（こき）：古い記録。旧記（『広辞苑』抜粋）28

 行（ぎょう）：官位相当制において、位階が高く官職が低い場合は「行（ぎょう）」、逆の場合を「守（しゅ）」29

とよんだ。（『国史』抜粋）
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に、未曾有の犯なり。宜しく見任（げんにん） 両官を解却（げきゃく）しむべし、て30

へり。
 
　　　康治二年正月十四日　　　　　大炊頭 兼大外記助教 中原朝臣師安奉（うけた31 32

まわ）る
 
 
Modern 現代語
康治二年正月十四日の条

十四日。壬寅。酉の刻{午後六時頃}に、蔵人左少弁源師能が来た。人づてに伝えて言う
には、「[源] 成雅を解官することについて、最初に左丞相 [源有仁] に{伝えに}向かった
ところ、{有仁は}仁和寺にいらっしゃって{留守であった}ため、{ここに}参りまし
た。」とのことである。{私は}急いで冠直衣を身につけて、{師能に}対面した。師能が
{鳥羽院の命を伝えて}おっしゃるには、「先日十二日に、院の陣〈鳥羽〉で、少将成雅
朝臣〈尾張守を兼ねる〉と山城前司[藤原]頼輔とが、喧嘩をしていたら、成雅が剣を抜
いて頼輔の顔に重傷を負わせてしまったのでございます。そもそもこの所行{の罪}は軽
くないだけでなく、しかも諸大夫以上の身分の人々で、刃物で人を傷付けるような者
は、古今ともまだおりません。成雅を早速解官させねばなりません」という。私はその
ことを承諾した。{さらに}師能が語って言うには、「[鳥羽]法皇帝〈政治を行っている 

{ために}「帝」の字が加えられたのである〉の命じておっしゃるには、『解官と停任と
は同じことだ。しかし、解官{の方}が重い｛処分である｝。解官するよう命令を下
せ。』と。それから{更に}命じられたところでは、『解官になる人は、自ずと昇殿の許
諾を失う。しかしこのような事件については先例がないので、一刻も早く{殿上人の}籍
を削除しなさい。』と。そこで、まず参内し、{成雅の殿上人としての}籍を{当直の簡 
(ふだ) から姓名を}削除しました。」{私、頼長は、}「{右近衛権少将と尾張守の}両方

 見任（げんにん）：現在任ぜられていること（『広辞苑』抜粋）30

 大炊頭（おおいのかみ）：大炊寮の長官31

大炊寮（おおいりょう）：令制で宮内省に属する官司の一つ。諸国からの田租のうち搗米（つきごめ）を収納し、雑
穀も納め、その種類によって諸司に分給する事務などをつかさどる。職員に、頭・助・允・大少属各一人のほかに大
炊部六〇人その他がある。おおいづかさ。おおいのつかさ。（『日国』抜粋）

 助教（じょきょう）：令制の大学寮で、博士を助けて授業や課試にあたった官人で、明経科にのみ置かれていた。32

定員二名で、正七位下相当。すけはかせ。（『日国』抜粋）
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の役職をともに解任すべきか。」｛と聞いた｝。　{師能が}答えて言うには、「摂政
{忠通}は、『まず、両官とも解任せよという旨が宣下された後、{最終的には}再び法皇
帝{鳥羽}が決定されるのがよいでしょう。』とおっしゃいました。」と。{そこで、私
{頼長}は、人を}遣して大外記師安 [中原] 朝臣を呼び出して、その命令を伝えた。師安
は、「通常の事では宣旨を書きません。今回の件は、どうしましょうか。」と言った。
私は、「｛今回のことは｝異常事態なので、宣旨を書いて、後の時代の乱臣・賊子を懲
らしめるべきである。」と答えた 。師安は、すぐに宣旨を書き、二省に下した。私33

は、「旧記〈忘れた時の備えとして記しておいたもの〉によると、二省に下すのは｛外
記が｝管轄するが、このような場合は外記のほかに{誰かが}二省に命じることがある
か。」と聞いた。師安は、「それは、古いやり方です。近代はただ、外記{のみ}が二省
に下すのです。」と言う。〈二省とは、文官の件については式部省に命じ、武官の件に
ついては兵部省に命じることをいう。〉師能が、使者を送って来て、「もう一度、法皇
帝{鳥羽}が『両方の役職を解任せよ』と命じられました。」と告げてきた。

従四位下行右近衛権少将兼尾張守源朝臣成雅
　内大臣が伝える。「勅によると、『この人は去十二日、太上法皇の御所の辺りで、自
身の手で散位 藤原朝臣頼輔を太刀で切りつけ傷を負わせた。これは、過去の例に鑑み34

ても、未曾有の犯行である。現在ついている役職をどちらもを罷免せよ。』ということ
である。」
 
　　　康治二年正月十四日　　　 大炊頭兼大外記助教中原朝臣師安がうけたま
わった。

 ここにある「者」は、頼長はが自分のセリフを閉じるために用いており、伝聞を表すものではない。33

 散位（さんみ）：律令制で、位階だけあって官職についていない者。蔭位おんいにより官位があって、役職のない34

者、または職を辞した者などの称。（『広辞苑』抜粋）
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Kōji 2 {1143} 1.14 Entry

Fourteenth day. Mizunoe tora.  At the Hour of the Rooster {5-7pm}, the Royal Secretary-35

Provisionary and Junior Controller of the Left  Minamoto no Moroyoshi  came. His message 36 37

was conveyed to me: “This is about dismissing (Minamoto no) Narimasa  from his posts. First, I 38

went to see the Minister of the Left (Minamoto no Arihito) , but he had left for Ninnaji,  so I 39 40

came to you. ” Quickly, I got dressed with a cap and dress cloak and met with him (Minamoto 41

no Moroyoshi). He said: 

On the twelfth day (two days ago), in the guard post at Toba Detached Palace, 
Lieutenant  (and provincial Governor of Owari) Sir  Narimasa had a row with 42 43

former provincial Governor of Yamashiro (Fujiwara no) Yorisuke.  Narimasa 44

drew his sword and sliced up Yorisuke’s face. Not only is it no insignificant crime, 
but there has never yet been anyone at or above the fifth rank to have injured 
someone with a blade. Narimasa must be quickly dismissed. 

I gave my approval. Moroyoshi told me: 

 The 39th day in the sexagenary cycle.35

 William and Helen McCullough translate this title as “Lesser Controller of the Left.” We adopted most of this 36

translation but changed “Lesser” to “Junior” for clarity. See William and Helen McCullough, A Tale of Flowering 
Fortunes (Stanford: Stanford University Press, 1980).

 Minamoto no Moroyoshi 源師能 (dates unknown).37

 Minamoto no Narimasa 源成雅 (dates unknown): Narimasa has a close relationship with the regental family. For 38

example, his sister married Yorinaga. Furthermore,  Narimasa’s aunt (his father’s sister) married Yorinaga’s father, 
Tadazane. (USC Kambun Workshop 2019)

 Minamoto no Arihito 源有仁 (1103-1147).39

 Ninnaji is a Buddhist temple in Western Kyoto that belongs to the Shingon School. Construction began in 886 at 40

the command of Emperor Kōkō and ended in 888 during the reign of Emperor Uda, who named it Ninnaji after the 
name of the current regnal era. The temple had close ties to the Emperor’s family until the 19th century because it 
became customary for a son of the reigning Emperor to take up the post of head priest of Ninnaji.

 The Minister of the Left is higher in rank than Yorinaga, who is a Palace Minister, so Yorinaga got this message 41

because a person of higher rank was not available and he was the next highest ranking official.

 The lowest rank of general officer; see Nihon kokugo daijiten.42

 Ason, the most coveted hereditary title of the time. (Kambun workshop, 2007)43

 Fujiwara no Yorisuke 藤原頼輔 (1112-1186). 44
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The ruling retired monarch (Toba) declared : ‘Dismissal and suspension have the 45

same result. Since dismissal is the harsher punishment, he should be ordered to be 
dismissed.’ The ruling retired monarch also said: ‘Having been dismissed, he will 
naturally no longer be allowed into the royal presence, but since this is an 
unprecedented event, (his name) should also be immediately stricken from the 
duty-board.’  I {Moroyoshi}, therefore, made a visit to the royal palace and 46

struck his name from the duty-board of {the monarch’s } royal intimates. 47

{I, Yorinaga, asked,} “Should he be removed from both of his posts ?” {Moroyoshi} answered, 48

“Regent {Tadamichi} directed that after a royal order to remove him from both of his posts is 
issued,  Ruling Retired Monarch {Toba} should ultimately make the decisions.” {So,  I} sent 
{someone} to summon Senior Secretary of the Council of State Sir (Nakahara) Moroyasu and 
delivered this order. Moroyasu asked, “In a normal circumstance, a royal order should not be 
drafted, {but} how about this time?” I answered, “This is an abnormal situation, so we should set 
an example by drafting a royal order to punish unruly subjects and dangerous nobles. ” 49

Moroyasu promptly drew up a royal order and issued it to the two ministries. 

I asked, “According to my old memos〈which I recorded as reminders,〉 it is the job of secretaries 
of the Council of State to draft and issue royal orders to the two ministries, but in this kind of 
circumstance, should {someone else} also issue it to the two ministries?” 

 Toba Tennō 鳥羽天皇 (1103-1156, r. 1107-1123). The character tei 帝, which is a signifier for the ruling monarch, 45

is added to “retired monarch” in the Japanese text because Toba was serving in administrative capacity despite being 
officially retired. See “Hōtei to Hōōtei 法皇と法皇帝” in Hashimoto, Heian kizoku shakai no kenkyū 平安貴族社
会の研究 (Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1976), 487-491, for more information about ruling retired monarchs.

 The duty-board is a registry listing who holds what post and who has what kinds of permissions.46

Being dismissed did not automatically mean that the person’s name would be removed from the duty-board. Being 
dismissed and having his name removed constitutes a more severe punishment because it strips Narimasa of his 
membership in the government.

 Konoe Tennō 近衛天皇 (1139-1155, r. 1141-1155). 47

 These two posts here referred to those held by Narimasa, that of provisional junior captain of the Inner Palace 48

Right Guards and the governorship of Owari Province. 

 “乱臣賊士” (ranshin zokushi): According to Digital Daijisen Dictionary, there is a compound noun, ranshin 49

zokushi (乱臣賊子), which means “unruly subjects and children who harm their parents.” Based on this noun, 

Yorinaga possibly invented a new one with the same pronunciation, 乱臣賊士, in order to fit this context.  

者: This sentence ends with the character “者,” and although it often refers to hearsay, here it serves to close 

Yorinaga’s own words. (USC Kambun Workshop 2019)
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Moroyasu said, “That is an older procedure. Recently, {only} secretaries of the Council of State 
issue royal orders to the two ministries.”〈the two ministeries here are meant as follows: when 
dealing with a civil official, {a royal order} should be issued to the Ministry of Personnel; when 
dealing with a military official,  {a royal order} should be issued to the Ministry of Military 
Affairs.〉

Moroyoshi sent a messenger and informed me that “Ruling Retired Monarch {Toba} ordered, 
‘Remove him from both of his posts.’”

Sir Minamoto no Narimasa of the junior fourth rank lower, holding court posts lower than 
his rank  —Provisional Junior Captain of the Inner Palace Right Guards cum Owari 50

Provincial Governor 

Inner Minister {Fujiwara no Yorinaga} orders. “I received a royal order saying ‘On the 
twelfth day {of this month}, the person above {Narimasa}, by sword in his own hand, 
injured Sir Fujiwara no Yorisuke, who had court rank but no post . Even by searching 51

through past precedents, we cannot find such a crime {by a courtier of his rank}. Remove 
him from both of his current posts.’”

Kōji 2 {1143} 1.14
Received by

Sir Nakahara Moroyasu, Director of the Grains Bureau  cum52

Senior Secretary of the Council of State and
Assistant Professor {of the Bureau of the Palace University}

 There is a character gyō 行 between Narimasa’s court rank and two his posts. When gyō is used in someone’s title, 50

it means that the person’s position is regarded to be lower than his rank. (USC Kambun Workshop 2008)

 Sanmi: A courtier who had rank but did not have an official post. (USC Kambun Workshop 2008)51

 “大炊寮” (Ōi no tsukasa or Ōi ryō) is often translated as the Palace Kitchen Bureau, but the bureau was 52

specifically responsible for grains procurement. Other kitchen-related bureaus are frequented translated the same 
way, which can lead to confusion between the various offices, so it is more useful to call it the Grains Bureau. This 
translation is inspired by Francine Hérail’s, “Office de l’Approvisionnement en Grains” for Ōiryō. See Francine 
Hérail, La cour et l'administration du Japon a l'epoque de Heian (Genève: Librairie, 2006). 
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