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﹁組討﹂

﹁陣屋﹂と平家物語

二谷轍軍記﹂三段目﹁熊谷陣屋﹂は不思議な作品である︒前後

内 山

美 樹

子

有無にかかわらず︑武家政権社会↓般に具わる軍事上の知識と感覚

に基く面も確かにあろうが︑同時に平家物語をはじあとする軍記物

文芸にねざすところが非常に大きいと思われる︒単に素材論以上に

﹁一谷徽軍記﹂戯曲形成の細部にわたって︑平家物語との関係は︑

武智鉄二氏の﹁組討論﹂﹁熊谷陣屋検討﹂︵﹃定本武智歌舞伎﹄三

解明される必要がある︒

・宝暦元︶に書かれたにもかかわらず︑戦争の悲劇として︑昭和十

に百年以上︑戦争が存在しない十八世紀中葉︑一七五一年︵寛延四

年代の文楽︑歌舞伎に︑豊竹山城少橡︑初代中村吉右衛門の名品を

所収︶以後︑河竹登志夫︑渡辺保︑松崎仁各氏をはじめ多くの論者
︵1︶
によって︑すぐれた﹁熊谷陣屋﹂論が著わされた︒それらを踏まえ

生み︑戦後︑反戦劇としてクローズアップされたこともあった︒

うといってもよいのであるが︑劇の眼目は﹁ひらかな盛衰記﹂にせ

明快な戯曲分析︑とりわけ﹁首実検﹂が武家式法の書で︑首の真贋

谷鍬軍記﹂孜﹂︵﹃演劇学﹄32︶である︒実地踏査と資料博捜に基く

︵2︶

た︑現時点における﹁熊谷陣屋﹂論決定版が︑児玉竜︸氏の﹁二

よ﹁本朝廿四孝﹂にせよ﹁義経千本桜﹂ですら︑戦争の悲劇とは受

判定よりも﹁報告の意味合いがより強い儀式﹂とみなされているこ

浄瑠璃の時代物は︑王代物とお家物を除けば︑ほとんど戦争を扱

けとられていない︒﹁一谷轍軍記﹂も︑一九九〇年代現在︑及び作

義経が敦盛の顔を知らずとも︑問題はない︒熊谷のさし出す

とを根拠に

定しない方がよい︒ただ昭和十年間︑二十年代の受容のされ方にも

首を︑かれの公の立場で︑﹁敦盛に紛れな﹂い︑とすれば︑そ

品が書き下された十八世紀中期に立脚して言えば︑戦争の悲劇と限

それだけの必然性があり︑二谷鰍軍記﹂に戦争劇としてのリアリ

れで︑熊谷が敦盛を討ったという﹁事実﹂が確定する︒﹁事

八五

ティがあることは︑認あねばならない︒そのリアリティは︑実戦の
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ま

まっせ
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ハル

義経はさらに︑﹁此須磨寺に取納あ末世末代敦盛﹂と述べ︑

す

谷の出家をどのように位置づけるか︒

と﹁動かせぬ﹂﹁歴史﹂を作ってしまおうとする義経︑熊谷と︑こ

小次郎の死が︑敦盛の最期として語り継がれるであろうことを

実﹂は︑﹁歴史﹂に組み込まれ︑動かせぬものとなる︒

れを阻止する動きとの葛藤に劇の貫通行動をみる点に大きな発見が

予言する︒これは同時に︑熊谷の出家は︑

﹁花の盛の敦盛を

ある︒藤の方︑相模︑梶原三者各への対応としての熊谷物語の劇的

討って無常を悟﹂つたためとして︑︵中略︶後世に伝えられる

さと

必然性︑義経が陣屋を訪れた理由などの説明も簡にして要を得︑推

ことを示している︒

﹁すみ所さへ定め

なき有為転変の世の中や﹂といった︑秘史によって覆された筈

締かれた秘史は︑再び閉じられるように︑
カ

この︑歴史に組み込まれる事実関係はその通りである︒が︑

むじやう

理劇﹁熊谷陣屋﹂の謎解きは︑ほとんど完了したかにみえる︒だが
﹁二谷嫌軍記﹂孜﹂の解釈に疑問が残らない訳でもない︒
ゆかり

義経はその場で大きなミスを犯す︒7レ所縁の人も有べし︒

ハル

見せて名残を止ませよ﹂︑︵中略︶

の正史を伝える﹃平家物語﹄の無常観の中へ包摂されてゆく︒

どんなに意外な﹁本説離れ﹂が行われても︑それを呑み込ん

ぬ

熊谷夫婦の親子の情を思いやったたあに︑義経が犯したミス

では︑もしあの場にたまたま弥陀六が居合わさなかったならば︑義

だ叙事詩的世界は︑何事もなかったように本来の姿を保ち続け

との結論部分を︑同論文が影響を受けるところの大きい松崎仁﹁方

経は梶原をどう処置するつもりで首実検に臨んだのか︒推理劇で主

る︒

は︑かつて常盤御前親子の情を思いやったために︑平家滅亡の

人公以外の人物に︑人情論を持ち込む場合は︑余程慎重を期さない

谷一家の悲劇は︑それゆえにいっそう空しさを感じさせる︒

法としての戯曲﹂︵﹃方法としての戯曲﹄所収︶の所説

と︑構成の甘さの言い逃れとみられる恐れがある︒﹁二谷鍬軍記﹂

と併せ考えると︑正史なり叙事詩なりへの回帰という点で︑﹁一谷

遠因を作った正清によって拭われた︒

孜﹂に引用される小泉喜美子氏の﹁熊谷陣屋﹂を﹁無理な設定﹂と

轍軍記﹂は︑両氏も触れている通り︑﹁義経千本桜﹂と共通の構想

あた

もし

キ

ざんとっかり

コレ／＼／＼義経殿︒若又敦盛生返り︒平家の残党駈あつめ︒
おん

むく

うん

うらみ

ケ

げに

りて︒怨を報ひし其ごとく天運次第恨を請ん︒実其時は此熊谷︒

あた

恩を仇にて返さばいかに︒ヲ・夫レこそは義経や︒兄頼朝が助

力

そのようにして叙事詩的世界に呑み込まれてしまう熊

し︑作者を﹁エンターテインメント作家﹂とする見解に︑反証を挙

を持つことになる︒その場合︑釈然としないのが左の件りである︒

︵3︶

げるためには︑むしろ﹁軍人政治家﹂︵渡辺保﹁冷酷と非情のメカ

ニズムt﹁熊谷陣屋﹂﹃歌舞伎という宇宙﹄所収︶義経の計算の
周到さを︑今少し見極めるべきではないか︒

次に︑広い意味では謎解きに含まれるが﹁熊谷陣屋﹂の主題︑熊

ゆかり

しゅ

報1︶︒二谷撤軍記﹂の基調に︑他の三作同様︑無常観があること

ずいしや

浮世を捨て不随者と︒源平両家に由縁はなし︒互にあらそふ修
ゑかう

は今でも少しも否定しないが︑それが中世叙事詩への回帰という形

くげん

それにつけても︑松崎氏︑筆者の﹁叙事詩﹂︑児玉氏の﹁正史﹂と

で位置づけうる決定的な主題か︑という点は考え直したいと思う︒

羅道の︒苦患を助る回向の役︒此弥陀六は折を得て︒浜弓清と

ら
けんぞく

並木宗輔の︑二十六年間にわたり何万行となく書き綴ってきた最後

いう言葉の核をなす平家物語との関係を︑はっきりさせなくてはな

心の還俗︒

の十数行である︒これを無心に読むと︑平敦盛が平家の残党を駈り

らない︒

河竹登志夫氏は﹁日本近世劇の家庭悲劇的性格について﹂︵﹃比較

集あて源氏を滅ぼそうと謀る﹁歴史﹂を予言しているかに見える︒
しかしそういう﹁歴史﹂は一般に知られていない︒﹁義経千本桜﹂

系の一本﹃源平盛衰記﹄巻四十一には維盛生存の異説も併記する︒

沖に入水する維盛を生きながらえさせている︒が﹃平家物語﹄読本

﹁義経千本桜﹂でも三段目﹁鮮屋﹂では﹃平家物語﹄巻十で那智

への回帰が手際よくいっていないのだろうか︒

が必要である︒まず浄瑠璃作者が使用した平家物語のテキストは何

家物語との関係については︑さらに微視的な視点と巨視的な視点と

れられている︒それらの指摘は有益であるが︑﹁一谷轍軍記﹂と平

に検討する︒﹁二谷轍軍記﹂孜﹂でも﹃平家物語﹄︑盛衰記には触

巻九︑﹃源平盛衰記﹄巻三十六二二十七・三十八との関係を具体的

演劇学﹄︶において二谷嫌軍記﹂と謡曲﹁敦盛﹂の﹃平家物語﹄

しかも﹁義経千本桜﹂三段目の場合︑盛衰記の生存説を採用しなが

か︒島津忠夫氏が﹁三道にいわゆる平家の物語一能作者の庖厨に

二段目や﹁源平布引滝﹂三段目に比べて︑正史なり︑叙事詩的世界

ら︑楽歳が入水するか︑高野に入るかの違いはあっても︑妻子︑

はどんな平家物語があったか一﹂︵﹃芸能史研究﹄壌︶でなされた

踏査が︑もちろん近世の浄瑠璃として方法も目的も異るのではある

こひ

点︑盛衰記より語り本系﹃平家物語﹄に近い︒しかし﹁熊谷陣屋﹂

が︑﹁一谷轍軍記﹂の戯曲解読にも必要ではないか︒それを︑中世

﹁恋しき者共﹂への輪廻を離れることへと︑主題が統一されていく

の出家は︑叙事詩︑語り本系﹃平家物語﹄の﹁無常観に溶かし込ま

部分の平家物語数本との対応関係を掲出する︒

八七

したい︒以下に二谷鍬軍記﹂一〜三段目のうち︑熊谷・敦盛関係

文芸門外漢の筆者がなしうる力はないが︑せめて叩き台にでも着手
﹁義経千本桜﹂

れ﹂たものといいうるだろうか︒

実は筆者自身︑並木宗輔の﹁軍法冨士見西行﹂

﹁源平布引滝﹂とともに二谷轍軍記﹂を﹁中世叙事詩への回帰を
︵4︶
明確に打ち出した作品﹂と位置づけてしまったことがある︵﹁軍法
冨士見西行﹂と﹁蓋寿永軍記﹂﹃叢書江戸文庫近松半二集︵↑ご月
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﹄なしに記す際は﹃源平盛衰記﹄を含む平

八八

他に慶長古活字版が刊行された八坂系語り本中院本を︑高橋貞一

﹃平家物語中院本と研究﹄三によって︑また近世に比較的よく知ら

れ︑かつ鎌倉時代の写本が残る延慶本平家物語とも共通部分の多い

長門本を﹃岡山大学本平家物語二十巻﹄四によってとり上げ検討す

る︒その他の本にも部分的に触れることがある︒

また平家物語と広い意味で同時代文芸である謡曲は︑浄瑠璃作者

も平家物語本文に準ずる扱いをしているので︑本文中に引かれてい

﹄を付す︒

昭和四十年以後︑浄瑠璃の出典として﹃平家物語﹄が引用される

る場合は注記する︵﹃未刊謡曲集﹄﹃謡曲叢書﹄﹃謡曲三百五十番
︵6︶

場合︑語り本一方系覚一本目旧・新日本古典文学大系等の底本︶の

集﹄使用︶︒また案田順子氏が言及した酔払舞曲﹁敦盛﹂の詞章

︵笹野堅編﹃幸若舞曲集﹄本︶にも留意する︒なお本稿では浄瑠璃

連を持つものについては考察を行なう︒﹁一谷轍軍記﹂本文引用は

・歌舞伎の先行作には触れないが︑並木宗輔自身の作で何らかの関

本日﹂二段目の引用例からも明らかであるので︑本稿は流布本に基

きさらぎなかば

及び同版の奥欠架蔵本による︒

ころ

しのエめやうくあけ

くまがへ
ひらやまからめて
ばかり
ユ
ム六日の夜半計迄は︑熊谷・平山搦にぞ︵流布本巻九56頁︶︒さる

明る頃︵三段目︶︒

ク

○いで其比は寿永三年二月半︵初段︶︒掬も去六日の夜︒早東雲と

しの︑め

東京芸術大学図書館蔵︑西沢九左衛門・鱗形屋孫兵衛版九十七丁本

︵敦盛最期︶に限っていえば二谷鰍軍記﹂との関係は︑両本に殆
ど違いはない︒以下本稿で流布本について述べることの大半は︑覚
↓本にも当てはまるが︑覚一本も同じ︑といった注記は省く︒また

流布本にも︑版によって小異がある︒本稿の引用は元和七年刊本を
底本とする梶原正昭校注﹃平家物語﹄︵桜三社︶による︵翻刻文の

については︑早稲田大学図書館蔵︑宝永四年版で本文を掲げ︑有朋

流布本﹃平家物語﹄と同じく整版本が愛読された﹃源平盛衰記﹄

も︑本作における寿永三年二月ないし三月は︑抽象的な年次であっ

三年二月七日半あるから︑一ヶ談ずらした設定である︒というより

浄瑠璃の﹁去六日﹂は三月六日の意︒平家物語では一谷合戦は寿永

程に︑篠目漸明行けば︵同56︶︒

堂文庫本下巻の目安となる隻数を付記︑上巻の場合のみ上と記す︒

︵ ︶等は省略︶︒

さんぬる

本を置く︒但し流布本と覚一本とは本文が近く︑たとえば﹁敦盛﹂

︵5︶

も流布本を使用していることは︑﹁心中宵庚申﹂中之巻や﹁義経千

的容易であったのは一方系流布本であり︑近松門左衛門も並木宗輔

本文が引かれることが多い︒しかし近世に整版本として入手が比較

は︑何々本を冠するかまたは﹃

家物語全般をさし︑書名が﹃平家物語﹄であることを特記すべき時

本稿で平家物語と﹃

（二）

みなか ふたり ぼしエぽ

ヨ

いており︑本作における義仲除去は意図的なものである︒史実では

り捨てられている︒作者は二年前に義仲誕生記﹁源平布引滝﹂を書

に最期をとげた木曽義仲の存在と義仲をめぐる時間が︑そっくり切

えて安徳天皇を敵と公言するのである︒但しこういう経緯は作者の

て立てられた後鳥羽天皇を戴く正統性を源氏が誇りうるが故に︑あ

となる天皇がいなかったと考えるべきではなく︑後白河法皇によっ

熊谷の﹁敵と目ざすは安徳天皇︒﹂をもって源氏の正統性の拠り所

あんとく

﹁京・田舎に二人の王は坐しけ﹂︵流布本八47︶る状態で︑三ノ切

寿永二年七月の平氏都落ちから半年後︑三年二月の一谷合戦︑さら

頭の中にあることで︑舞台上で史実の入り組んだ事情を説明して観

て︑平家物語や史実のそれではない︒まず本作では寿永三年一月末

にその後寿永四年︵元暦二年︶前半までの︑京都・畿内における義

よせ

客を飽きさせるような書き方をしないのは当然である︒
けう

経の軍事行政担当者としての︑さまざまの難題を抱えこみながらも︑

やから

○義経は平大納言時忠の娘︒卿の君に御心を寄られ︵中略︶と頼朝
ざんげん

それなりに安定した状況を集約的に表わす期間としての﹁寿永三年

ら

○謀を帷幕の内にめぐらし︒勝．事を千里の外に︵初︶︒
じゅ
たから

ねた

たうど

ぢく

△はかりごとをいあくの中にめぐらし︵盛衰記四十六69︶︒

な

〇三種の宝︒都へ返すを妬く思ひ唐土天竺へも渡すか︵初︶︒

ユ

おしな

公に諜言申ス族も有︵初︶︒

しゅゐ

むこ

二月︑三月﹂である︒平家物語では平家は一谷以後も﹁源平両方の

ほろ

△九郎︵頼朝の言葉︒中略︶人こそ多けれ︑平大納言の智に押成っ

ツ

ぐんびやう十万よ人﹂︵盛衰記四十三脳︶と記す壇の浦合戦が行わ

ン

て︵流布本十一欄︶︒
はかりご
み
と ばく

チ ン

ツせん

此度源平

れうるだけの勢力を有し続けるが︑本作では三ノ切の段階で﹁平家

ちよくぢやう

の一門御公達一時に亡﹂びているように錯覚させる︒

○此度の軍は勅謎の一戦︒私の趣意にあらず︵初︶︒
ゐんぜん
両家の軍は︒私ならぬ院宣︵二︶︒

ぎおんにょうご

れいくはいたい

たまは

ム我が朝神代ノ霊宝︑逐二空シク作ニサン異国ノ宝ト一乎︵流布本十62︶︒

を述べる言葉である︒浄瑠璃作者は勅誕と院宣を厳密に区別しない

いずれも盛衰記で頼朝が還れの平宗盛・重量に向って戦いの正当性

さる＼うへは︒わたくしならねば︵同三十九岬︶︒

の懸想を拒絶して平更盛の妻となる話︵盛衰記三十一備︶と併せ︑

た例は同二餅大納言成親北の方の話にあり︑成親の娘が後白河法皇

流布本六義﹁祇園女御﹂によるが︑後白河法皇自身が寵姫を下賜し

生有し此敦盛︵初︶︒

○祇園女御の例に任せ︒懐胎の身を其儘︒某が宿の妻に給りて出．

場合もないではないが︑ここは盛衰記ときっちり対応する用法であ

藤の局のモデルとみられる︒

島希いしゅを存じたてまつらず・︵中略︶冬．旗でうにしたがふ
てう
のはからひ也︵盛衰記四十五柵︶ 朝てきとてついたうの院宣を下

るから︑勅詫は幼帝後鳥羽天皇の勅謎︑院宣は後白河法皇の院宣と

○まさかの時は︵敦盛を︶春宮にも立給はん御心やと︵初︶︒

八九

解すべきであろう︒寿永二年八月から四年︵元暦二︶三月までは
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

意してよい︒﹁天一坊的想像をそそられる﹂︵水原一校注﹃平家物

陸の宮︵浄瑠璃で宝暦六年﹁義仲勲功記﹂に扱う︶﹁十七﹂歳には留

三十二鵬で義仲が四の宮︵後鳥羽天皇︶の対立候補として推した北

の時期は可能だった︒特に流布本四28の﹁木曽が宮﹂︑即ち盛衰記

敦盛のような宮廷の外にあった皇子・皇孫が帝位に即くことも︑こ

ろう︒

・敦盛組討の趣向を挿入︶の大三郎の許嫁玉世から転じたものであ

並木宗輔が関係した﹁義経早撃状﹂︵延享元年・大城落城劇に熊谷

黒衣姫︵大納言の息女で姉と源平に分れて嫁している設定が共通︶︑

語﹄を扱った﹁待賢門夜軍﹂︵享保十七年目の大輔の進朝長の許嫁

関連する︒なお玉織姫の名は︑並木宗助・安田蛙文作︑﹃平治物

い︒前掲長門本記述の後半は︑二谷徽軍記﹂三ノ次︵宝引︶とも

九〇

語﹄中鵬頁︶北陸の宮の即位すらあり得ぬことではなかったが︑後

O都騒動の折柄︒法皇御幸の御行衛は知す︵初︶︒
ゆくゑ

だいふ

みゆき

︵8︶

白河法皇はこれを排し︑高倉院四の宮を即位させた︒もし後白河院

△御行衛も知らずぞ御幸なる︵流布本七38
4︶︒

さつどう

寵愛の皇子で適当な人物があれば︑春宮に立てられることに︑何の

O内府宗盛の使イとして︵中略︶三くさの合戦味方敗北︒︵中略︶

おほいどの

ひおどし

はいぼく

不自然もない︒

急ぎ出血︒有べき由︵初︶︒

れんちう

○﹁敦盛卿の簾中﹂︵初︶玉織姫について︒

△大臣殿︵中略︶苗草の手を責破って︑既に乱入る由︵中略︶御辺

ようひ

こへん

近世演劇では馴染深い敦盛の妻や恋人について︑平家物語では四部
︵7︶
合戦状本と長門本に記述がある︒前者は一応除外し︑長門本の︑熊

被レ向・候ひなんやと選ひ鰍馨りければ︵流布本九鵬︶︒

ひなつるぬふ

みだれい

谷から経盛の許に送られた敦盛の遺骸・遺品を見て﹁北方唯心のや

内大臣宗盛が使いを送る相手を︑平家物語の教経から経盛に変えて︑
文の骨子を襲用︒

ねりぬき

︵初︶︒
つるぬ

き

ひた︑れ

もよぎにほひ

ようひ

しげどう

くはがた

かぶと

を

の︒鍬形打たる兜を着て︒廿四さいたる日羽の矢︒重藤の弓を持チ

かぶと

0敦もり其日の出立には︒方図縫たるひた︑れに︒鎧は緋威題しけ

せめやぶ

うなる心ちして︵中略︶みそめみえそめし意いにしへさへくやしく
︵中略︶御母︑北方一所にさしっとひてむなしき死骸を中にをき︑

件箏築をあなたこなたへとりわたし︑こはされは夢かや／＼と﹂
︵十六脚︶とあるのが注目される︒延慶本平家物語には﹁母北方是
ヲ見給テ﹂︵北原保雄・小川栄一編﹃延慶本平家物語・本文篇︶と

は

さ

きりふ

お

しげ

△練貫に鶴縫うたる直垂に︑萌黄匂の鎧著て鍬形打つたる甲の緒
こがねづくり

のみあって︑敦盛の母である経盛の北の方の意︑敦盛の北の方は登

を締め︑金作の太刀を帯き︑二四指いたる蔓生の掛負ひ︒滋藤の

敦盛の出立ちは︑明らかに流布本の文章を襲用するが︑ただ鎧は流

弓持ち︵流布本九二︶︒

し

場しない︒謡曲﹁経盛﹂﹁筐敦盛﹂も同様︒盛衰記と百二十句本
︵水原一校注﹃平家物語﹄︶︑平松家本︵山内潤三﹃平松家本平家物

語の研究﹄︶のこの場面には︑経盛以外に敦盛の母も妻も登場しな

布本︑中院本︑盛衰記その他多くの本が萌黄匂である中で︑長門本

き
ようひエさ
小桜を黄にかへいたる鎧着て︵流布本九62
5︶︒

で﹁中に一際勝れし緋威﹂と特に記すからには︑敦盛の鎧を愛憎と

純ではない︒平家物語を十分に調べて執筆している作者が︑三ノ切

谷の装束﹁赤革威の鎧﹂の転用とみればよい︑という程︑話は単

鎧は緋絨と決まったもので穿馨は不要︑是非出典を挙げたければ熊

以下後から来た平山と﹁すかし見て﹂名乗り合う辺のやりとり︑平

付たり︒くらさはくらし︵盛衰記三十六38︶︒

にぞ︵流布本九蹴︶︒︵熊谷父子︶とらのをはりに一のきどロへはせ

△︵熊谷父子︶波打際よりそこをばっと馳透り︑一谷の西の木戸口

谷の西の木戸陣門に走りつき︵二︶︒

0月さへ当てくらき夜に︵中略︶星の光りに只一騎︵中略︶︒一の
はし

するしかるべき根拠の存在に留意すべきであろう︒﹁染羽の矢﹂は

家物語の文を活用︒

︵延慶本︶が﹁赤威﹂とあるのが本作に近い︒近世演劇で若武者の

幸若によるか︒

上も歯しづまれば︒ぎかくのしらべ哀げにさも面白く聞へけり︒小

きはすぐ

ぶがく

すき

ひおどし

ようひ

0稚い時から舞楽を好︒軍の事はしらぬあの子︵初︶︒
じん
△あっもりきりやうの仁也とて︒七才の時より︵さえだの笛を︶つ

次郎は思はずも心耳をすまし聞とれて︒アツア実も上膓都人は︒情

あかがはをどし

たへてもたれたりけり︵盛衰記三十八42︶

もふかく心もやさしと父母の物語︒今こそ思ひ合せたり︒か＼る乱

うみ

り

しんに

あはれ

きよく

おもしろ

らっ

いなか

しゅ

しいかくはんげん

じゃけん

きよく

九一

もやさしき事哉︒かかるみだれのよの中に龍吟ほうめいの曲をしら
けう
べ︒しいかくはんげんの興をもよほす事のおもしろさよ︒我らいか

れうぎん

へかんじて︵中略︶あはれげに上らうみやこ人は︒なさけふかく心

なれば︒よせてのもの共も︒ゆんづえにすがりてこれを聞︒くまが

よ

ようひかぶと

もよほ

0遙の奥に管絃の音︒夜は深更に及．だり︒折節山路に風もやみ海

しんかう

本作には熊谷が敦盛達の笛の音を聴く件りも︑敦盛の死骸から笛を

れの世の中に︒弓矢さけびの音はなく糸竹の曲をしらべ詩歌管絃

ようがい

くはんげん

発見する件りもないが︑敦盛が幼時から笛を好んだことは重要な劇

を催さる︒ハ・ア床しさよ︒いかなれば我々は︒邪見の田舎に生れ

らうどう

たいり

ちこようひ

ひたトれ

はるか

的契機となる︒

出︒鐙兜弓矢を取︒かくやんごとなき人々を敵として立向ひ︒修

おさな

○平山が郎等成田ノ五郎︵初︶︒

羅の剣キをとぐ事は︒浅ましさよと︵二︶︒

す ま

ひたしれ

いくたからめ

平家物語では平山の朋輩︒流布本九鵬など︒

△やぐらの上にぎがくをしらべくはんげんし︒心をすましてあそば

すつ

ひよどりこへ

○須磨の内裏の要害︒前は海上はけはしき鵯越︒追手は生田搦手

れけり︒夜しんかうにをよんで︒山ぢにかぜやみかい上に呈しつか

ぎは

さく

は一の谷の山手より︒浪打際長川ゆひ廻し︵二︶︒

おもだか

流布本
九44︑盛衰記三十六5
5︑謡曲﹁通説﹂など︒
5
00
おどし

ひとしほす

○小次郎直家︵中略︶出立︒姿は沢潟を︒一トしほ摺たる直垂に︒

おもだか

小桜威の児鎧︵二︶
なほいへ

△小次郎直家は︑張工を一入摺ったる直垂に︵中略︒旗指の装束︶
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

うま

九二

ある︒こ谷轍軍記﹂の敦盛・小次郎の入れ替りを︑芝居の特殊な

じゃけん

なれば邪見のえびすと生れ︒︵中略︶かやうの人にむかひ奉り︒と

設定ではなく︑軍記の世界でも通用しうる事柄として︑作者は観客

ら

うじゃうの剣をとぐ事のかなしさよと︵盛衰記三十七39︶︒

に諒解させていく︒

けん

並木宗輔は概して︑事項は盛衰記に︑文章は流布本によるのである

○ウタイ去程に︒御船を始メて一門皆々舟にうかめば︵二︶︒
はるか

が︑ここは盛衰記の文章を大幅に流用している︒にもかかわらず︑

﹁遙にのび給ふ﹂まで謡曲﹁敦盛﹂︒次の﹁かかりける所に﹂も同︒

むさし

盛衰記と二谷轍軍記﹂のこの誇りには︑決定的な違いがある︒平

かく

0夫レへうたせ給ふは平家の大将軍と見奉る︒まさなふも敵にうし
しやうぶ

家方の管絃を心に深く感じ︑東国武士の境界を浅ましいと自覚する

ろを見せ給ふか引．かへして勝負あれ︒斯申．某は︒武蔵ノ国の住人

さしまね

のが︑盛衰記では熊谷︑二谷徽軍記﹂では小次郎であることで︑

熊谷ノ次郎直実見参せん返させ給へと︒扇を上て指招き暫し／＼と
呼はつたり︵二︶︒

げんさん

この点に﹁一谷轍軍記﹂の戯曲を読み解く重要な鍵がある︒
夫

かたき
うしろ
△大将ぐんとこそみ奉る︵盛衰記三十八27︶︒まさなうも敵に後を
あふぎ㍉
見せ給ふ物哉︒返させ給へくと︑扇を挙げて招きければ︵流布本

おぼろ

先にも﹁くらき夜﹂﹁すかし見て﹂などあり︑二段目前半﹁陣門﹂

九84︶︒

0くらまぎれ︒熊谷ノ次郎直実我子を小脇にひんだかへ︵二︶︒

には暗さを強調する語句がくり返される︒小次郎と敦盛をすりかえ

△是は武蔵国の住人に︒熊谷次郎直実也︒まさなくも︵謡曲﹁経

を尋て朧夜に︵同︶︒早しの＼めに人顔も︒ほのかに見へ︵同︶︒

うる客観的状況作りに向けた配慮には相違ないが︑しかしこの暗さ

ひ
かへ
盛﹂︶︒﹁大将と見奉る︑まさなくも後を見せ給ふ物かな︒引つ返し
勝負あれ︵謡曲﹁敦盛﹂︶︒

しょうぶ

5

も平家物語以来のことで︑六日の夜︵現在の日の区分では七日未
しのしめやうくあけ

くま

かしら

しやうぶ
○敦盛駒を引返せば︒熊谷もす＼み寄り︵中略︶勝負も果し有．ざれ

ば︒いそふれ組んと敦盛は打物からりと投ヶ給へば︵二︶︒駒の頭を

こま

明︶から七日の﹁篠目漸明行﹂く暗と明の対照は流布本でも描か
せうにん
れるが︑特に盛衰記では﹁くらさはくらし﹂﹁くらやみに謹人もな
く︒死たらんはO
﹂J︵三十七92︶﹁やみ打にいころされては﹂︒︵Q9
4︶な
J

立テ直し︒波の打物ニタ打三打︵中略︶馬上ながらむんつと組︒両馬

うちもの

くみ

どと未明の暗さが強調される︒平家物語読み本系︵広本系︒延慶本

が間イにどうど落︵三︶︒

はしゃう

・長門本・盛衰記︶にあって語り本系︵略本系︶にない﹁石ばし

△敦盛も︒馬引き返し︒波の打物ぬいて二打三打︵謡曲﹁敦盛﹂︶︒

ふたうちみうち

がっせんの事﹂︵二十仕上︒上が股野か下が股野か︑で知られる︒

△馬のかしらをたてなをすまでもなかりけり︑ひつくんでどうどお

うま

狂言﹁文蔵﹂︒並木宗輔は﹁石橋山急襲﹂︿寛保二年﹀に脚色︶など

つ︵中院本九m三︶︒

あっもり

と共通する﹁くらさはくらしレで相手が確認しにくい戦場の描写で

△たがいにせうふ見えされは︒よれくまむ尤とて︒たがいに打物か
らりと捨︒︵中略︶両馬のあひにどうとおつる︵幸若︶︒
せんぢやう おもむく

○戦場に赴より︒家を忘れ身を忘れ︒兼てなき身と知ルゆへに
︵二︶︒

か

△あっもりなにとか思はれけん︒馬のはなひきかへし︵盛衰記三十

4

八27︶︒

﹁何思ひけん﹂は推理劇的手法を用いる並木宗法が好んで用いてき

た語句で︑この﹁組討の段﹂と類似した局面を持つ﹁狭夜衣書写剣

翅﹂序切にも見られる︒軍記的表現を︑浄瑠璃が推理劇に切れ字的

た

に活用した点を注意したい︒

かたき

△家を出つるとて妻子を忘れ︑戦場にして敵に闘ふ時身を測る︵流

○鎧の塵を打はらひ︵二︶︒

ちり

布本五34︶︒︵敦盛の死骸から発見された詠歌の一巻に︶万里の波濤
3

ようひ

に身をまかせ︑今は摂津国なにはのほとり︑一谷の苔の下にうつも

△御させながの塵うち払ひ︵謡曲﹁新傷﹂︶︒

まけ

れんとそか＼れたる︒熊谷これを見︑さてはうち出給けるその日よ

いくさ

○此君一人リ旨し連勝チ軍に負もせまじ︵二︶︒

○熊谷こそ敦盛を組敷キながら助クるは二夕心に極りしと︵三︶︒

有らじ︵流布本九晒︶︒

たす

り︑しぬへしとは兼ておもひまうけ給けるにこそと︵長門本十六

△此の入一人︵中略︶助け奉ったりとも︒勝つ軍に負くる事もよも
しがい

39︶︒

なぐさ

し︵二︶︒

△たすくるは二心と覚へたり︒二心有ならは熊谷ともにうちとれと

△熊谷こそ手とりにしたるかたきをゆるしてけれと︑

︵幸若︶︒

本・盛衰記・百二十円本は敦盛の首自体を父経管へ送るのに対し︑

38︶︒

敦盛﹂幸若等にみえる遺骸︵形見︶送りをふまえたものだが︑延慶

長門本では熊谷が﹁此くひををくらはやとはおもへとも︑わたくし
の物になし︑せめて思のあまりにやめされたりける御ひた︑れに︑

○玉の様なる御粧ひ︒情なやむざんやと︵二︶︒

盛衰記の該当箇所より長門本の方が近い︒
よそほひ

むなしき死骸ををし巻︑かの零墨さしそへて﹂送る︒

わか
△あなむざんや︒ゆみやとる身はなにやらん︒これほど若くうつく
ばっし

○我こそ参議経盛の末子︒無官の太夫敦盛︵二︶︒

しき上ろうを︵盛衰記三十八42︶︒

さんぎ

敦盛の名乗りは盛衰記など読み本系にあって︑流布本等にはない︒

○御顔を見るに目もくれ心きへ︵二︶︒

ア

無官の太夫敦盛の呼称自体︑流布本にはない︒

△目碁れ心も難てて︵流布本九鰯︶︒
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

九三

おこ
○何思ひけん引起し︵二︶︒

2

︵長門本十六

延慶本・長門本・盛衰記・百二十句誌︑平松本︑謡曲﹁経盛﹂﹁筐

○せめて心を慰む為︒討タれし跡にて我死骸︒必着へ送クり給はれか

2

かっかう

九四

△かたてにはくびをもち︑かたてにはゆんづえにすがり︑涙にむせ

せがれ

○紛小次郎直家と申ス者てうど君の年シ格好︒今．朝軍の先キがけして
おふ

びて︑しばしは馬にものらざりけり︵中院本九隅︶︒

うす

薄手少々負たる故︒陣．屋に残し置たるさへ心にか＼るは親子の中︒

敦盛を討った熊谷が悲嘆にくれる場面で馬が重要な役割を持つのは

八坂系語り本の特色か︵奥村本︿影印﹃八坂本平家物語﹄山下宏明

すご

て︵二︶︒

編﹀も同様︶︒文章面でも競作への影響が見られる︒

さぞ

それを思へば今畏で討チ奉らば︒唾や御父経盛卿の歎キを思ひ過され
なほさね
けさ
うすで
△今朝一の谷にて︑我が子の小次郎が薄手負うたるをだにも︑直実

︵9︶

こんでいこま

どうじ
○檀特山のうき別れ︒悉陀太子を送クりたる︒しやのく童子が悲し

こ〜ろぐる

しやのくとねり

は心苦しく思ふに︑此の殿︵此の殿の父︶討たれ給ひぬと聞き給

だんとくせん

みも同じ︒思ひの︵二︶︒

56︶︒

たズよし

って︒王宮に還りし悲しびも︑是には過ぎじ︵藍鼠入水︒流布本十

わうぐつ

△悉太々子の檀特山へ入らせ給ひし時︑車匿舎人が︑金泥駒を給は

しつだたいし

ひて・趣・そは歎き悲しみ給はんず絡︵流布本藷︶︒︵覚天・
﹁いかばかり﹂︶︒

まね

れんだくしやう

○悪ク人の友を捨︒善．人の敵を招けとは工事︵二︶︒

みらい

0御影の里から一の谷への道行文︵三︶︒

ぼだい

○順縁逆縁倶に菩提︒未来は必一蓮托生︒

盛衰記二十四78上︑流布本九58などをふまえる︒

じゅんゑんぎゃく とも

謡曲﹁敦盛﹂による︒

△︵熊谷の経盛への状に︶非彼逆縁者︑華墨切生糊口可成一蓮身還

O相模の造形︒

ワの

而至順縁哉︵長門本︶︒

幸田の﹁直家が母﹂の記述に基くか︒

む

盛衰記は﹁此ぎゃくえんをひるがへさば︒いかでかたがいに生死の

しそく

○佐竹次郎︵三︶︒

△ひたちの国には︵中略︶さたけの冠者まさよし︒子息太郎忠義︒
次郎よしむね︵盛衰記十三興上︶︒
たぜよ
0夫トは八島の波に漂ひ︵三︶︒

︵10︶

○今魂はあまさがる︒鄙に下りて︵二︶︒

△くはらくの古郷を出て︒さいかいの波上にたゾよひ︵盛衰記三十

たましみ

あま

ひな

るのが自然であろう︒

△天ざかる︒鄙の住まひの︵謡曲﹁生田敦盛﹂︶︒

八43︶︒

せんぜう

せんぢやうおもむく

こきやう

○母衣をほどいて︵二︶︒

○戦場へ赴からは命はなき物︵三︶︒

ら

母衣の記述も流布本九鯉︑盛衰記三十六謝にある︒
あはれ

△戦場の上にのぞむもの︒なんぞさいきの思ひあらんや︵盛衰記三

くつわ

0弓．手に御．首たつさへて︒右に轡の哀げに︵二︶︒

ひな

﹁順縁逆縁倶に﹂とわざわざことわるからには︑長門本によるとみ

きつなを切で︒ひとつ麟すのまことをなさゴらんや﹂︵三十八34
4︶で︑

6

ほそまゆ

0きのふにかはる雲井の空定なき世の中︵三︶︒
くろ

＋八鰯︶︒

△雛れ最をば︑蘂の諜に︵流布本潅頂轟︶︒

よく

○御顔を能見奉れば︒かね黒々と細眉に︒年︒はいざよふ黒子の年シ

○御．首をと︒咄す中チより藤の局︒ナフ左程母をば︵三︶︒

つぼね

ばい︒定メてニタ親ましまさん︒其歎キはいか斗りと︒子を持︒たる身

△御首を給って候ツレなふ／＼暫︒へ其時を今みるやうに悲しき

はな

の 思 ひ の 余 り ︒ ﹂︵三︶︒

○実方は死て再び都へ帰りしも︵三︶︒

ふたと

o盛﹂︶︒︵ツレは敦盛の母︶︒

うをぞせられたる︑熊谷︑いとをしゃこの人のち＼は＼の︑いくさ

△都を恋しと思ひければ︒雀と云小鳥になりて︒常に殿上のだいは

さねかた

ばにいだしたて＼︑いかばかりおぼつかなくおもひ給らん︑小二郎

んにをり︵盛衰記七獅上︶︒

いツし

きる

すゾめ

がうすでおふたるだにも︵中院本九皿︒奥村本＊箇所に﹁定てまし

○野山の猛獣さへ子を悲しまぬはなき物を︵三︶︒

きり

らん︵盛衰記三十八娚︶︒

矢とりのならひは︑くちおしかりける事かな︵中院本九7
ユ︶︒ゆみ
し
や心身とてなにやらん︒子そんの後を思ひつ＼︒他人の命をうばふ

△あはれ弓矢取る身程口惜しかりける事はなし︵流布本九晒︶︒弓

士のならひ︵三︶︒

回︑三ノ切に三回出るが︑一枝・一指・一子の字の使い分けは︑作

めに盛衰記の右の説話は有効と思われる︒なお制札文は︑大序に﹁

尽されているが︑この制札文と戦争の悲惨という着想が結びつくた

本作における須磨寺若木の桜の制札考証は﹁﹁一谷轍軍記﹂孜﹂で

き︵﹁新豊県のらうをう﹂謹︒盛衰記三十41
︶︒

△一えだをおらではいかでさくらばなやそぢあまりのはるにあふべ

0一枝を伐ば一指を勇べし︵初︶︒

いっし

︵盛蓑記三十八魏︶︒

たけきけだもの

ますらん﹂︶︒

△をうかなるきんしう︒てうるいまでも子を思ふ道は心ざしふかし

かくかねぐろ也︵謡曲﹁経盛﹂︶︒

もの

熊谷の中で敦盛と小次郎が一体化していく平家物語﹁敦盛﹂のすぐ

者の原稿指定に基くものであろう︒
じっけん

そな

大将ぐんに申受て︵盛衰記三十八43︶︒

一

れた主題を︑作者がしっかりと押さえて脚色している故に︑二段目

○実検に備へぬ中内見．は叶はぬ︵三ノ切︶︒

しんほうけん

で討たれた若武者を小次郎と知らない観客にも︑深い感銘を与える

ヨ

ことができる︒﹁まつ此通りに我子の小次郎︒敵に組まれて命や捨
ん﹂に合致する文が平家物語にないことも注意︒
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

九五

△︵敦盛の首を︶じっけんにもあはせ︒かけ首にもしたりけれ共︒
うけ
ヨ

トふ

Oまつ此通りに我子の小次郎︒敵に組まれて命や捨ん︒浅間敷は武

あさましき

△乱髪をつかむで見奉れば︒十六七の殿上人︒うすげしゃうに眉ふ

△十六か七かと見えたる︑わか上らうの︑かねぐうに︑うすげしゃ
（「

内見を拒否する言葉は︑前掲長門本の﹁暴くひををくらはやとはお
もへとも︑わたくしの物になし﹂に対応する︒謡曲﹁忠臣﹂の終り

九六

長門本︵延慶本︶の︑義経に呼び留められ狼狽する熊谷の描写が︑

﹁熊谷陣屋﹂劇的クライマックスにかかる場面の着想に影響を与え

かた

ときは

ふところ

いだ

た可能性は考慮されるべきである︒

りよせん

近く﹁私しならず御首を︒かく浅間しき世の中と﹂とあるのも︑こ

あした

まんそく

○其昔母常盤の懐に抱かれ︒伏見の里にて︵三︶︒
な
みなしご
より
うだノこほり この
△為レッテ孤ト被レ抱功母ノ懐中て︑自レ赴争ン大和ノ国宇多郡一等

せんじゃう

7

来︵流布本十﹇3︶︒

てっかい

みね

ひよどりごへ

せめ

あづけお

うんめい

せ︒頼朝を助ずは平家は今に栄へん物︵中略︶是非もなき運命やな

さか

楯籠る鉄拐が峰︒鵯越を責落す大将は有ルまい物︒又池殿と云合

たてこも

○行衛知レずと聞キしが︒パテ堅固で居たな満足や︵中略︶今平家の

けんご

こだけでは文意不明瞭だが︑長門本との関連を考えるべきかと思う︒
おも
○門ト出の時にふり返りにっと笑ふた面ざしが︒︵三ノ切︶

△去ぬる七日︒戦場にうつ立し朝より後︒旅船のくれにいたって︒
げせう

よら

其おもかげいまだ身をはなれず︵盛衰記三十八ら
3︶︒うす化粧にか
4
わら
ア︶︒
ねぐろ也︒にこと笑ふて見え給ふ︵同2
4
0ヤア熊谷暫しく︵中略︶一ト間をさっと押シひらき立出給ふ御大

もと

△兵衛の佐貫︵池大納言頼盛への言葉︶宗清が許に預置かれ候ひし

︵三︶︒

△︵熊谷父子︑抜駈けのために搦手の陣脱出をはかり︶打出る所に︑

時︑時に触れて情卜う候ひしかば︵中略︶恋しう存じて候へば︑恨

将︒ハ⁝はっと次郎直実︒思ひ寄ねば︵三ノ切︶︒

武者こそ四五騎出来れ︒申されけるは︑唯今こ＼に出来者はなん者

うら

そ︒なのり候へといひけるこゑをきけは︑九郎御曹司のこゑとき＼

めしうも下り候はぬもの哉と︵流布本十6︶︒
6
宗清と対面出来ず恨めしく思う頼朝︑という平家物語の叙述を逆転

ふなさけ

て直実破けるは︑是は直実にて候︒君の御出と別て御供にまいり候

させて義経に﹁堅固で居たな満足や﹂と言わせた︒なお﹁鵯越﹂

わずれがたみ

とそ申ける︒後に食けるは︑御曹司御こゑその轟き＼たりしは︑百

わうごん

○唐士育王山．へ祠堂金．と偽り︒三千両の黄金と忘筐の姫君﹁人．

いつは

暫しとそ申ける︒御曹司はもしも我よりさきにか＼る者やある︒又

預り︵三︶︒

したう

﹁運命﹂の語の平家物語との関連については︑今回は省略する︒

敵や襲来と思て夜廻し給ける也︒いしうまいりたるとの給て︵長門

祠堂金のことは流布本三鵬﹁金渡﹂による︒重盛の姫君は盛衰記二

もろこしいわう

千のほこさきを身にあてきられたらんもこれには過しとおそろしく

本︶︒

ほまれ

つた

○それ武士の高名誉を望ムも︒子孫に伝へん家の面目︒其伝ふべき

ものとふ

十八80に﹁小まつの大臣の女子の︒十八になり給ふを﹂︒とある︒

常套的手法で軍記とは無関係︑と決めつけることはできない︒流布

子を先キ立テ︒軍に立夕ん望は︵三︶︒

﹁熊谷陣屋﹂に︑二回見られる義経の鋭い呼び留めは︑近世演劇の

本︑盛衰記︑中院本には︑熊谷と義経が直接対話する場面がない︒

いホ
じん

かたうど

ひじり

おんばつ

なほ

げ

いちご

むほんおこ

あひだ

やが

程の仁やらん︵中略︶鎌倉殿︑猶も心ゆかず氣にて︑謀叛起さば麓

みたてまつらんとおぼすも︒子の末の代を思召故也︒小太郎殿ほろ
二㎜︶︒

可解離ク︒子孫の末は不レ知．と宣ひけるこそ怖しけれ︒︵流布本十

おそろ

び給ひなんには︒なに事も何かはし給ふべき︵同三十三臨︒瀬尾最

平家物語の茎立・六代御前と二谷轍軍記﹂の敦盛とは︑後白河法

のたま

て方人すべき聖の御坊也︒さりながらも︑頼朝一期が間は︑誰か

期︶︒これをみよしゆりの大夫殿の御子に︒む官の大夫あっもりと

皇の寵姫の件と重盛の関係で作者の中では繋がっていた筈である︒

ム敵にむかひなぱ︒命を生で帰るべからず︒これ弓矢の家を思ふ故︒
しほつ
しそん
子孫の末を篭る故也︵盛衰記九72
8︒法然に甘糠太郎が語る︶︒主を

て︒生年十六となのり給ひつるを︒たすけ奉らばやと思ひつれ共︒

なお左の叙述も注意を要する︒

︵同三十八42︶︒さては我子と同年にておはします也︒かく命をす

んじをかうむつて︒天下をおさめ給ふべきにもやあるらんとのたま

△そも又末の代に源平共にたえはて＼︒一の人の御中に︒将軍のせ

しやうねん

なんぢらがゆみやの末をかへりみて︒かくうきあをみるかなしさよ

て＼軍をするも直家か末の世をおもふゆへ也︒︵長門本九23︶︒

ひけるが︒げにも源氏三代将軍の後︒ちそく嫁入高殿の御子に︒太

じ

﹁それ武士の﹂云々は︑武智鉄二氏が二谷鍬軍記﹂のキイワード

政大臣忠通公三代のまご︒道家公をば光明峰寺殿と申︒其末の御子

ぶ

とされたものであるが︑読み本︵広本︶系平家物語に色濃くみられ

ロつま
に︒とらの年﹁つの日﹁つのこくに生れ給ひたりければ︒三﹁つ御前と申︒

以上によって︑﹁一谷鍬軍記﹂一〜三段目に︑複数の平家物語が

鰭九にて関東へ下て世を瀧め給ひけり︒︵盛衰記＋七鵬上︶︒

たゴみち

る思想であることに留意したい︒
そくめつむりやうざい

〇一チ念弥陀仏即滅無量罪︵三︶︒

流布本十二㎜重衡最期に右の句あり︑なお十鰹︑法然が重衡を教化
する条にも類句あり︒
し

ほとんど全巻にわたり大量に︑かつ深い読みに基き活用されている

ほうねん

○黒谷の法然を師と頼み︵三︶︒

ことは︑贅言を要しないであろう︒勿論︑右の中の直接平家物語に

ほうねん

△くろだにの法然ばうにまいりつ︑︒もとゴりをきり蓮生と名をつ

さう

やう

てヶ

もと

をんでき

いかやう

あっ

はち

きよ

九七

一応頭において︑先に提起した疑問点を考察したい︒

の活用に関する検討も行ないたいと思うが︑その前に︑右の結果を

よっていない場合についても考慮すべきであるし︑中院本・長門本

ひじり

︵以下二頁参照︶︒

きて︵盛衰記三十八43︶︒

たかを

○コレくく義経殿︒若又敦盛生キ返り︒
びんぎごと

これもり

△鎌倉殿︑便宜毎に︑高雄の聖の許へ︑さても預け奉つし小松の三

よりとも

位の中将維盛の卿の子息︑六代御前は︑如何様の人にて候ふやらん︒

昔頼朝を相し給ひし様に︑朝の怨敵をも平げ︑父の肚をも雪むべき
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

それ

九八

ほっしん

いで

ら直ちに出家するはずで﹁熊谷陣屋の段﹂は不要である︒他方︑平

家物語の熊谷は敦盛を討ち﹁其よりしてこそ︑熊谷が発心の心は出

﹁歴史﹂を作り上げることにあるとして﹁歴史﹂作りの総仕上げ︑

捉え直し︑完全犯罪遂行の目的は︑敦盛が熊谷に討たれた︑という

崎氏のいう﹁虚構﹂を︑﹁真実﹂と﹁事実﹂と﹁歴史﹂の関係から

構築におのれの全存在をかける熊谷﹂という形で発展させたが︑松

は武智鉄二氏である︒この武智論を松崎仁氏は﹁敦盛殺しの虚構の

二谷徽軍記﹂に完全犯罪を扱う推理劇としての一面を認めたの

より大きい︒﹁一谷轍軍記﹂における七日午後から﹁陣屋﹂幕明き

物語と﹁一谷轍軍記﹂とで︑討った相手が敦盛か小次郎か︑の違い

選択と行動の間の不明確な長い時間を認めない︒この違いは︑平家

になる発心の兆しを語るのが叙事詩平家物語である︒がドラマでは︑

年敦盛を討った熊谷の悲しみや空しさや︑いつの日か出家すること

古代末・中世における武士の現実であろう︒その現実に立って︑少

戦にも登場する︒相変らず殺獄を繰り返していたのである︒それは

きにけれ﹂とあるが︑出家は何年も後である︒盛衰記等では屋島合

首実検のメカニズムを解き明かしたのが児玉氏である︒児玉説は平

までの数日間は︑劇的に濃密かつ緊迫した時間である︒

行政官が判を押すことで﹁事実﹂が出来上り得る近世封建官僚体制︑
︵H︶

討ったとの﹁歴史﹂を成立させるべきであった︒敦盛討死哀話が一

次郎の敦盛を討ったあと︑迅速に首実検を行って︑熊谷が敦盛を

も手出しできない﹂︵児玉︶のであるとすれば︑義経と熊谷は︑小

ところで﹁首実検が済んで﹁事実﹂が公認されれば︑もはや梶原

小次郎が︑ふと内から流れてくる管絃の音に耳を傾ける︒

ぬ中チ切入．んとかけ廻﹂り︑鎖ざされた陣門を本意なく眺あていた

ぬことになっているなどとは夢想だにしない︒﹁跡より人のつゾか

思うところはない︒さす敵の若い大将平敦盛の身替りに︑自分が死

小次郎には︑平家方を討ち取って高名をあらわそうという以外に︑

たてまえ社会の本質的な一面を押さえ得た点で重要である︒

谷周辺の語り草になるのを見届けるために多少の猶予は必要であっ

床しさよ︒いかなれば我々は︵中略︶かくやんごとなき人々を敵と

熊谷が︑我が子を殺した悲しみの余り出家する︑というだけの話

小次郎はやってきた平山に︑素直にその思いを語る︒が平山に

か考えていなかった小次郎が︑この時はじめて人生の意味を考える︒

﹁岡目ア

たかも知れないが︑熊谷はそれ以上に︑義経が﹁いぶかしく﹂思う

して立向ひ︒修羅の剣キをとぐ事は︒浅ましさよ﹂︒敵を殺すことし

であるならば︑熊谷は三月七日のうちに首実検を済ませて︑戦場か

しゅら

程︑首実検を延引した︒何故か︒

コ谷徽軍記﹂二段目でコの谷の西の木戸陣門に走りつ﹂いた

家物語的事実も武家式法書も踏まえながら︑源平・戦国時代以上に︑

口

埋没している平山には︑寄せ手をたぶらかす計略としか受けとれな

郎が無心に聴いて感銘を受けた管絃の音が︑職業的軍人の日常性に

とっては愚にもっかぬ話である︒平山が敵役だからではない︒小次

ているうちに︑畷小次郎が抜ヶがけした﹂と知り︑熊谷は愕然とす

しか︑そうであってほしいと考えて︑実行への着手をのびのびにし

ら渡された制札の謎を読み解いてからも︑あるいは自分の思い過ご

熊谷はこの時まで︑息子に身替りの話をしていなかった︒義経か

る︒自分が決断と実行を遅らせていたために︑万一ここで小次郎が

いのである︒

小次郎は︑当人は知らないが︑数時間後に死を迎えようとしてい

討死でもしてしまったらば︑義経から命ぜられた敦盛救出の任務が
かけ

かみさか

果されず︑源氏に重大な損失を与えることになる︒﹁熊谷の次郎直

る時︑自分の人生を静かに顧みる機会を持ち得た︒盛衰記で合戦前
に熊谷が管絃を聴き感銘を受ける描き方は︑流布本の︑敦盛を討ち
あかつき

いきほ

実︒黒子の先陣．心にてつし足を空に駈来り︒﹂﹁直実髪逆立︒子を
ト

失ひし獅子の勢ひ﹂︒狼狽しきって小次郎を求め敵の陣へかけ入る

し

小枝の笛を手にしてはじめて﹁あないとをし︑此の暁城の内にて

熊谷に︑観客に対する何のトリックもあろうはずがない︒

うしな

管絃し給ひつるは︑此の人々にて坐しけり︒当時御方に︑東国の

さて陣門から熊谷が﹁くらまぎれ﹂に手負いの若武者を小脇に抱

でいるが︑これは︑叙事詩体の浄瑠璃で推理劇を書く場合に︑我子

みかた

勢何萬騎か有るらめども︑軍の陣に笛持つ人はよも有らじ一若武
からめて
者の風雅な人間らしいゆとりとくらべて︑その朝︵平家の搦手の陣

いて出てきた時︑小次郎との入れ替りは既に済んでいるにもかかわ

リーズ

おは

に攻めかったとき︶の功名にはやるおぞましい自分の姿を︑鏡に映

らず︑作者は敦盛を﹁山子﹂︑小次郎を﹁無官の大夫敦盛﹂と呼ん

者並木宗輔は︑盛衰記の文章を全く別の形で活用し︑流布本﹁敦

らしき若武者︑敦盛らしき若武者を︑我子︑敦盛とせざるを得ない
︹13︶
文体上の制約によるもので︑観客を騙したと考えるべきではない︒
うせ
須磨の浦で︑玉織姫が平山に刺された後︑﹁へ落失けれ︒ウタイ今

くわんUん

すようにまざまざと心の中に思い浮べた︿梶原正昭﹃古典講読シ

る小次郎に体験させ︑平山の俗物性と対照させる︒小次郎の造形の

程に︒御船を始メて﹂︒と謡曲﹁敦盛﹂のウタイで﹁組討の段﹂が始

平家物語﹄＞1﹂とする描写に劣ること数等である︒作

卓抜性は︑小次郎も少し前まで平山と全く同じく敵を殺して功名を

まる︒同じく謡曲を引用しても︑浄瑠璃文の中に組み込むのではな

せんζつ

ふり

あづもり

い

かは︵12︶

盛﹂の終局で熊谷に訪れた如き人間性の目覚めを︑死を前にしてい

得ることだけを考えていたことを前提とする︒はじめから身替りに

く︑一行半近くそっくりウタイを聴かせる作者の意図は明白である︒

こ じらう

九九

る︑とのサインにほかならない︒劇中劇の第一歩︑敦盛・小次郎の

﹁ウタイ﹂は︑ここからが劇中劇であり︑主人公達は演技をしてい

殺されるつもりで来て︑管絃の音を聴き感傷的になったのではない︒
ま

﹁先づ小次郎が先登の振をして︑敦盛と入れ代り﹂といった誤読の
先入観を︑払拭する必要がある︒
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

とき

入れ替わりが舞台裏で行われている時︑﹁塗立やかしこの囲の声﹂︒

一〇〇
たね
てはならぬ︑との大義名分には謎も疑問もない︵﹁院のお胤としり

ながら︒どふ心得て討夕しゃんした﹂︶︒問題は︑敦盛を無事救出し

た上で︑さらに身替りに小次郎を殺さねばならなかったのは何故か︑

︵曲名未詳︶とウタイの短い一節を聴かせていることも︑これと照
応する︒﹁すはやと見る間に熊谷は敦盛を取ッておさへ﹂なども︑

ということであろう︒

は珍しい︒特に後白河法皇が直接舞台に姿を現わさず︑政略によっ

まず並木宗輔ほど︑後白河法皇という人格に興味を示した作者

キャラクタ

観客に距離をおいて﹁演技﹂を見ることを指示する文章で︑作者が
けんぶつ

﹁観客までも一杯喰はせやうとし﹂︵岡本綺堂﹁熊谷陣屋﹂﹃演劇画
報﹄大正五年三月︶たのではありえない︒

て登場人物を動かす﹁清和源氏十五段﹂﹁義経千本桜﹂︵﹁軍法冨士
︵15︶

岡本綺堂は﹁一谷徽軍記﹂の﹁組討﹂の場を︑敦盛・熊谷物語の

見西行﹂もこれに準ずる︶の造形が注目される︒本鮪においても︑

しばる

﹁史実其物が既に立派な絵である︒劇である︒それを捉へて来た作

中院本︑長門本︑謡曲﹁敦盛﹂﹁生田敦盛﹂﹁世盛﹂﹁筐敦盛﹂﹁経

者は︑驚異的ともいうべき平家物語博捜に基き︑流布本︑盛衰記︑

にはめこみ﹁労力を払はずして﹂まとめた一段︑などではない︒作

コ置針軍記﹂の﹁組討﹂は盛衰記と流布本平家物語の文句を適当

の﹈般的理解からみて﹃源平盛衰記﹄の記述をさすのであろう︒が

を書き留めた同時代記録は知られていないのであるから

明治人

敦盛・熊谷の組討ちの実況

らない︒敦盛自身を殺すことができないならば︑身替りを立てて︑

に登場するためには︑平敦盛には︑どうしても死んでもらわねばな

のまま春宮になるという事態である︒院の某皇子が春宮として新た

いる法皇にとっても︑絶対に避けねばならないことは︑平敦盛がそ

ねばならない︒その場合︑源氏にとっても︑また平家追討を命じて

いが︑流動的な情勢の中では︑そういう事態への対処も考慮に入れ

将であった敦盛を春宮に立てることは︑源氏にとって好ましくはな

院の御胤敦盛が春宮に立てられることはありうる︒勿論︑平家の大

政局はきわあて不安定であり︑後鳥羽幼帝に春宮は定まっていない︒

盛﹂︵廃曲︒写本のみ︶幸若﹁敦盛﹂等の﹁資料﹂を総動員し︑熊谷

ともかくも﹁敦盛は死んだ﹂という﹁歴史的事実﹂を作り上げなく

者が差したる労力を払はずして大なる成功を﹂収あたものとする︒

・小次郎が演ずる﹁敦盛最期﹂劇を︑原平家物語︑いや平家物語に

てはならない︒またたとえ︑春宮に立てられることはないにせよ︑

ここでいう﹁史実﹂は︑具体的には

定着せしめられる前の﹁歴史﹂の﹁真相﹂として再構成してみせる

法皇の愛子敦盛が源氏の手で殺されたとあっては︑法皇の心が源氏

︵14︶

のである︒

から離れるに相違ないから是非とも救出せねばならないが﹁此度の
あんとく

熊谷・小次郎はなぜ﹁敦盛最期﹂劇を演じなければならなかった

戦ひ敵と目ざすは安徳天皇︒夫レに随ふ平家の一門．︒敦盛は掬置キ︒

たヨか

か︒敦盛が後白河院の皇子だから︑に相違ないが︑院の子胤を殺し

の悪意のために︑敦盛を殺して生かす歴史づくりのからくりを世上

ようしゃ

誰レ彼レと鏑を削に用捨がならふか﹂との建て前は︑戦争では厳守さ

に暴露しようとする梶原を︑殺すか監禁するかは別として︑何らか

しのぎ けつる

れねばならない︒義経としては︑尊皇の念以上に政治的目的から︑

の制裁に付しても︑頼朝は義経を答めないはずであり︑またたとえ

ぬ頼朝の不明︑というまでで︑義経は保身のために行動しているの

平家の大将敦盛を殺し︑後白河某皇子を生かす︑必要に迫まられて

だがこのことは本来︑義経よりむしろ︑源氏の棟梁頼朝の課題で

ではないから︑最終的には︑恐れることはない︒義経が真に恐れ︑

頼朝に替められても︑法皇との関係悪化のツケがまわるのに気付か

ある︒しかし鎌倉にいる頼朝は︑敦盛出生の秘密を知らない︒﹁寿

秘密を厳守すべき相手は︑頼朝ではなく︑歴史を定着せしめる不特

いるのである︒

永三年二︑三月﹂の時点で︑頼朝義経の仲は必ずしも良好でないか

定多数一源氏の兵士達︑﹁谷の百姓達︑都の﹁取々の噂﹂の担い

義経は当初︑熊谷の陣屋に来た時までは︑敦盛討死の歴史作りに

手達である︒

ら︑義経の平家の大将救出は︑二心と疑われる危険があり︑さらに
﹁義経が宮廷に接近し︑法皇と手を結ぶがごときことは︑気配を見
せるだけで頼朝の神経を逆なでする﹂︵松崎︶から︑敦盛救出は頼

ではないが︑結末の基本構想だけは︑宗輔が生前に立てていたとみ

段目では︑頼朝義経は協調を保っている︒四・五段目は宗輔の執筆

行われた敦盛救出措置は︑頼朝も恐らく諒解するであろう︒本作五

頼朝に事情を打明けるほかはない︒源氏にとっての政治的必要から

だが梶原に敦盛生存が知られてしまったからには︑義経としては︑

屋で再び幽霊騒ぎがおこった︒緋絨の鎧で女子供の目は騙せても︑

原ははじめから敦盛の幽霊話を信じていない︒ほかならぬ熊谷の陣

い︑取りつこうとする︒別の一間で梶原が聞き耳を立てている︒梶

す︒その影が障子に映り︑藤の方は我子の魂暁が姿を現わしたと思

狂った︒藤の方の笛の音を聴き︑鎧櫃に匿されていた敦盛が飛び出

と考えていたが︑藤の方と相模が陣屋に居合わせたことで︑予定が

関し︑梶原の目をごまかせる︵頼朝に対し秘密裏に事を運びうる︶

るのが自然である︒仮にこれが宗輔没後に考えつかれた結末である

梶原は騙されない︒敦盛が生存し︑この陣屋に匿まわれていること

朝に対し秘密裏に行なわれねばならなかった︒

としても︑並木宗輔は﹁義経千本桜﹂二段目で︑頼朝と決裂状態に

あやまり

は確実だと︑梶原は思ったに相違ない︑と義経は判断した︒今や八

わ

あった時すら︑義経に﹁︵死んだ筈の安徳天皇を︶今某が助ヶ奉った

方破れ寸前のこの場で︑早急に首実検を行い︑義経の﹁公の立場で︑

一〇一

う﹁事実﹂が確定する﹂ところへ漕ぎつけ︑当然予想されるその後

﹁敦盛に紛れな﹂い︑とすれば︑それで︑熊谷が敦盛を討ったとい

き

る蓮不和なる兄頼朝も︒我誤とはよも云まじ﹂と天皇に関しては︑
源氏として超党派的に対処すると言明させている︒

要するに︑源氏の政治的立場が理解できず︑目先の私欲や義経へ
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

の破綻については︑梶原の動きに即応し︑非常手段をもっても対処

を払い︑危険な綱渡りをした︒けれども当の敦盛にとって︑何日か

平敦盛を殺して︑後白河法皇の某皇子を生かすために︑大変な犠牲

︸○二

する︑そのように肚を決めて行なった︑この場での首実検である︒

前に突然知らされた︑某皇子としての自分の存在は︑全くなじまな

院の御薗敦盛を守る忠臣義経と︑これを迫害する悪しき権力者頼

せ給はれ﹂と︑平経盛の末子︑平家の若武者無官太夫敦盛としての

いさぎょ
こそ親ならめ︵中略︶︵経盛の︶御馬の先キにて潔ふ御恩．を送クら

たね

義経にミスはない︒弥陀六が登場しなくても︑義経はあわてること

い︑受け容れ難いものであって︑﹁讐いつれの胤にもせよ︒後の親

朝︑という漠然とした図式が観客にあることは否定しないが︑それ

生き方に︑自らのアイデンティティーを求あようとしていた︒

たとへ

はなかったはずである︒

が先入観として強く働くようになるのは明治以後でコ谷轍軍記﹂

その﹁平敦盛﹂が源氏によって殺され︑アイデンティティーを

失った影の如き命だけが生存させられている︒玉織姫の死の噂も︑

に対する幾多の誤解︑誤読が生ずるのと︑揆を一にしている︒

但し﹁歴史﹂説話を担う︑目に見えぬ真の対立者達を︑義経・熊

恐らく耳に入っているであろうから︑敦盛にはすべてがあじきなく

﹁．生は皆夢﹂と観じ︑肌身離さずに

しやう

﹁はかなき物は人の身の︒

い

谷がどこまで意識しているかは︑﹁義経千本桜﹂二段目の知盛の歴
︵16︶

持ってきた青葉の笛すら︑二度と吹くつもりはなく︑人手に渡して

史認識如何と同じく︑不明であって︑当面︑﹁熊谷陣屋の段﹂の幕
明きから首実検まで︑義経の具体的行動は︑梶原・頼朝に対して行

しまった︒

さの幼稚な行動としか︑義経には理解できなかったであろう︒だが

外へ出ぬはずの敦盛が︑笛の音を聞いて飛び出したか︑母に会いた

かったであろう︒また︑なぜ︑熊谷との約束で夜中以外︑鎧櫃から

けられるまで首実検を延引したか︑﹁いぶかし﹂さは遂に解消しな

後も︑義経には︑これほど忠実で有能な熊谷が︑なぜ梶原にかぎつ

親子の縁の︒﹂文楽の﹁笛﹂の件り︑澄んだ笛の音を即物的に表わ

い約束を忘れて︑鎧櫃から走り出る

た自らのアイデンティティーを呼びさまされた敦盛は︑熊谷との固

葉の笛の音︵母が吹いているとは知るまい︶が響いてくる︒失われ

いた敦盛の耳に︑突然︑かつての平家の若武者平敦盛を象徴する青

だが︑熊谷陣屋の一間の鎧櫃の中に︑抜殻のような身をひそめて

︵17︶

われているには相違ない︒それ故に︑首実検をともかくも完了した

敦盛は思慮も責任感もある青年で︑前後の見境なく母親に会おうと

すには︑あまりにも不気味かつ深刻な︑しかも幽霊の妖気とも異る

し得て余すところがない︒

︵18︶

三味線の﹁合﹂は︑存在を失った敦盛と小次郎の戦懐的状況を暗示

︒﹁音をぞすましける︒合

するはずはない︒

平家物語において︑笛は平家の若武者敦盛の存在を確定する︑敦
盛の象徴であるといってよい︒﹁一谷嫌軍記﹂で︑源氏の武士は︑

平敦盛は︑平敦盛という名と一体化したアイデンティティーを

小次郎の存在は闇から闇へ葬られねばならない︒

それ故に︑平敦盛が熊谷直実に討たれた︑との歴史が出来上がって

熊谷にとって小次郎を我手にかけて殺すことは堪え難い苦しみで

政略的なある目的のために︑身替りという形で存在を葬り去られ

しまう首実験の時の到来を︑熊谷は恐れた︒歴史を作り上げること

失ったが︑命はながらえた︒そしていっか︑某皇子として再生する

る人物に対し︑並木宗輔は︑作者として早い時期から関心を示して

に失敗すれば︑小次郎の死は無駄になるのだから︑首実験は早急に

あったに相違ないが︑小次郎という人間存在そのものが否定されよ

きた︒享保十三年﹁南都十三鐘﹂四・五段目︑佐久間隼人は主君左

行われねばならない︑とは十分承知していながら︑義経を﹁いぶか

可能性も︑現在の敦盛には全く実感出来ぬとはいえ︑残されている︒

大臣橘諸兄公の若君万千代の身替りに工員竹若の首を差し出し︑諸

しく﹂思わせる程の﹁首実検延引﹂をあえてした︒熊谷が首実検に

うとしていることに気づいたのは︑小次郎が死んでから後であろう︒

兄公と争いる家臣達は隼人と竹富の忠義を称える︒がその首は実は

踏み切るのは︑小次郎の存在︑失われたアイデンティティーを証明

だが平敦盛として死んだ熊谷小次郎は︑名も命も失った︒

隼人の妻お辻が︑なさぬ仲の黒竹若への義理を思い︑先夫との間に

するただ︸つの途は︑自身が﹁武士を捨﹂て出家することである︑

浄瑠璃に登場する武士で︑大義のために子を殺したことで︑武士

し

生まれた我子亀松を竹若の身替りに討ったものである︒隼人が亀松

との認識に至った時においてである︒

きへ
﹁亀松が手がらは消て喪亡が︒忠義と成ルは正真．の犬ほね折ッてたか

を捨てて出家する人物が何人いるだろう︒我子の命を犠牲にする悲

ぶ

の首を我子竹若の首として主君に披露する時︑妻お辻は心の中で

のゑに︒命を落し不便やと︒思へばいとゴせきのぼす涙﹂を抑える

嘆のただ中にあっても︑主君の家と自身の家は保ち続けねばならな

つた

ことができない︒近世演劇の身替りの多くは︑敵役方の立役方主君

ほまれ

い︑それが近世戯曲の諒解事項である︒
ものトふ

に対する迫害によって惹起されるので︑敵役方が滅されたあかつき

左大臣諸兄の若君の身替りに立った竹若の名は家中という公の場で

される︒﹁南都十三鐘﹂の場合でも︵この作は筋が複雑であるが︶

の子をつくることも出来るし︑養子を迎えることもありうる︒義経

かし近世封建社会の感覚からすれば︑家を保つために︑小次郎以外

氏によって熊谷出家の根本原因とされる重要な言葉ではあるが︑し

﹁それ武士の高名誉を望ムも︒子孫に伝へん家の面目﹂云々は武智

称えられるが︑その竹若の身替りに死んだ亀松の名は︑知られるこ

の内諾の許に別人を小次郎に仕立てておくことも不可能ではない︒

には︑忠臣の子や妻の身替りは価値あるものと認められ︑公に称賛

とはない筈である︒二谷鍬軍記﹂の場合も︑平敦盛が熊谷に討た

そのような︑子を︑家を保つ単位として把握する近世封建社会の通

一〇三

れた︑との歴史を作り上げるのが目的で行われた身替りであるから︑
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

一〇四

ここに至って︑頼朝・義経は既に一体化していることに注意したい

むく

のが

念に逆らい︑失われたただ一人の小次郎のために︑その存在のかけ

ｴ時こなたを見遁さず︵中略︶頼朝を混ずは⁝⁝義経や︒兄頼朝
あた

がえなさを︑全身全霊をもって証しする行為として︑熊谷は出家を

さめ

が助ヵりて怨を報ひし﹂︶︒かつて池殿と宗清の情で生き永らえた頼

そうとしている︒がここで敦盛に蘇生の余地を残すことは︑将来再

ゑいぐわ

遂げる︒その行為が︑平敦盛を討って無常を観じた故の出家︑と歴

朝・義経は︑今や﹁廿余年の栄花の三跡なく覚﹂た平家を滅ぼし尽

つつある熊谷自身の選択とは無関係のことである︒

び源氏が平家によって滅ぼされる火種となるかも知れぬが︑それで

反論があるいは出されるかも知れない︒作者または観客が︑この点

子六代御前の命を助けたものの︑絶えず源氏への復讐を危惧してい

平家物語終局近く︑頼朝は文覚の座り込み請願に屈し︑維盛の嫡

もよいか︑と黒黒は問う︒

を︑どれだけ意識していたかは知るべくもない︒が近世的思想にお

た︒しかしついに復讐は実現せず︑十八年後に六代は斬られ﹁平家

潰されていく痛み︑重苦しさを︑全身で受けとめた文芸が人形浄瑠

おそろ

しっぺいけ

きんだち

た
の子孫は長く絶えにけり﹂と巻十二は終る︵八坂系は十二巻で完結︑
のたま
一方系は後に潅頂巻︶︒頼朝の﹁︵源氏の︶子孫の末は不レ知．と宣

たいしょくくわん

璃であるとするならば︑浄瑠璃における身替り劇の氾濫が︑個の喪

ほろ

つ

ひけるこそ怖しけれ﹂の言葉に対応するのが︑平家物語流布本巻五

たちの︑天下の将軍に成り給ふべきか﹂一二二六年︑黒氏摂関家将

u平家亡び源氏の世壷きなん後︑大織冠の御末︑執柄家の君達

悲劇を生み出し得たのは︑﹁一谷鍬軍記﹂一作のみといってよいで

軍時代の予言である︵盛衰記はより具体的︑前掲︶︒

てきた﹁熊谷陣屋の段﹂は︑弥陀六の登場により︑過去形へと時制

くの義経・宗清の応答を︑そのように解することもできるであろう︒

める︑無常観の体現者義経のさわやかさ︑一﹁熊谷陣屋﹂段切近

つぶやきに対し︑やがて滅び去るべき源氏の運命を︑淡々と受けと

実である︒冷血の権力者頼朝の﹁怖し﹂い︑だがそれ以上ではない

物語の認識が︑二谷鰍軍記﹂の作者自身の認識であったことは確

平家を滅ぼした源氏も︑わずか三代三十四年で絶えた︑との平家

あろう︒

の本質をえぐり出し︑そこに単なる嘆きや諦めを超える主体的人間

失の痛みに根ざすものであることは疑う余地がない︒しかし身替り

ける個のめざめ自体は否定できず︑その個が封建官僚体制の中で押

りでアイデンティティーが失われることを悩んだりはしない︑との

近世の人間には︑滅私奉公的精神が行きわたっていたから︑身替

よねん

史に語り伝えられることになろうとも︑ひとたび個の自覚が芽生え

（「

3 07

が一度転換し︑松崎氏の言われる叙事詩の世界が目前に開けてくる︒

首実検まで︑当面︑梶原・頼朝に標的を置き︑現在時制で進行し

（四）

をんりやう

みやう

其上ハ平家ノ多ク怨窺モアリ︑只二二因果ノコタヘユクニヤ

そのうへ

その場合︑﹁一谷鰍軍記﹂の義経は︑﹁義経千本桜﹂の義経︑﹁源平

トゾ心アル人ハ思フベキ︒︵﹃愚管抄﹄︶︒
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布引滝﹂の実盛と共通する人物像︑ということになる︒ただ﹁熊谷

仇︑恨︑修羅道の苦患︑といった戦いの陰惨さを連想させる言葉が

の力が働き続けた︑との史観を述べる︒源氏を三代にして断絶に追

︵流布本︶などの平家怨霊課から一歩進めて︑源氏の世にも︑平家

平氏滅亡︑源氏断絶を現実に見ている慈円は︑平家物語二十二

続くので︑﹁義経千本桜﹂雲切や﹁源平布引滝﹂三ノ切の段切とは

いこみ︑以後藤氏・皇族の将軍を形式的に迎え︑鎌倉幕府の政権を

陣屋﹂の場合︑義経の態度は淡白であっても︑残党駈あっあ︑恩を

違う︑生々しい執着が残る︒

掌握していく北条氏は平家である︒勿論︑北条氏は頼朝の天下を実

現させた功労者の一人であり︑頼朝死後の政権掌握も︑戦争によっ

松崎素適はこの連盟・義経の問答を︑﹁討ちては討たれ︑討たれ
ては討ち︑永劫に輪廻する武士の宿命が表現され﹂たものとする︒

てなされた訳ではない︒しかし少くとも﹃太平記﹄耐湿・十で︑足
マツエイ

だが筆者は︑﹁討てば討誤れ︒討れて討は源平のならひ﹂という思想

利高氏は︑﹁平氏末商﹂たる北条氏を討つべく﹁源朝臣高曇﹂とし

じ

フル

は︑﹁義経千本桜﹂ニノ切で克服されてしまっているので︑作者と

て篠原八幡宮に祈願し︑新田義貞の鎌倉攻めは﹁源平威ヲ振ヒ︑互

はんじやう

ヰ

して︑本作の結論的な部分に再び持ち出す程の新鮮さを持たないの

二天下ヲ争﹂う戦いとされている︒近世人もこの﹃太平記﹄の記述

めつ

ではないか︑と思う︒戦争の全くない十八世紀中期︑現代劇として

を受けて﹁元弘三年五月二十二日︑平家北条九代の繁昌一時に滅
てう

の二谷嫌軍記﹂に︑﹁永劫に戦い続け﹂る﹁武士の宿命﹂が︑ぬ

亡して︑源氏多年の蟄懐一朝に開けたり︒﹂︵﹃北条九代記﹄︶と記

ちっくわい

きさしならぬ課題となりうるためには︑古典的な源平軍記の枠を踏

す︒平家は︑壇浦で平家が滅びてから百五十年目に再び滅び︑源氏

たねん

み越える︑何らかの契機が必要ではないか︒作者が平家物語を徹底

足利将軍時代が到来する︒

義貞の鎌倉討伐︑足利尊氏の源氏の天下を賛美したのは︑﹃太平

近松門左衛門が︑﹁相模入道千匹犬﹂や﹁吉野都女楠﹂で︑新田

ばう

的に読み抜き︑活用し尽しながら︑﹁一谷鍬軍記﹂が︑平家物語の
亜流や擬古典劇に終ることなく︑近世の現実に︑根の生えたような
確かさで立脚している所以を考えたいのである︒
むかしいまありがた

記﹄や﹃北条九代記﹄のみによるのではなく︑当代源氏徳川将軍家

かた

なりゆく

そうべう

平氏ノアト方ナキホロビヤウ︑又コノ源氏頼朝將軍昔今有難
ある

の治世を寿ぐ伝統に基くものであることは︑周知の如くである︒

きりやう

けん

キ器量ニテ︑ヒシト天下ヲシヅメタリツルアトノ成行ヤウ︑人

たいら

あっそん

当代源氏徳川将軍家と︑源氏足利将軍家の間に立った﹁天下弓馬
とうりゃう

ノシワザトハヲボヘズ︒顯ニハ武士が世ニテ有ベシト︑宗廟ノ

の棟梁﹂は浄瑠璃で﹁正二位右大臣︒平の朝臣春長公﹂︵近松・本

一〇五

神モ定メヲボシメシタルコトハ︑今ハ道理ニカナイテ必然ナリ︒
﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

はあるが︑一つには﹁先行する織田信長あるいは秀吉が平氏を称し

原氏から源氏に改称したのは︑征夷大将軍に任ぜられる必要からで

想︶に基づき平氏に改称した事情を述べ︑また家康も︑加茂氏︑藤

氏︵平︶・足利将軍︵源︶と武家政権掌握者に源平交迭を見る思

原氏を称していた信長が﹁源平交迭思想﹂︵平清盛・源頼朝・北条

・天皇と将軍﹄﹁伝統的権威の継承と下克上の論理﹂で︑かつて藤

朝三国頭︶と呼ばれる織田信長である︒辻達也氏は﹃日本の近世皿

たとえば︑当代源氏が︑百五十年の安定政権なるが故に︑免れうる

ろう︒その︑際限なく繰り返されていく栄枯盛衰の歴史の理から︑

を掌握し︑命数尽きて滅びていく源平交迭の跡を記述するものであ

く盛衰の一単位である︒歴史とは︑この何十年か何百年かの問天下

にせよ︑または実体の乏しい足利源氏の二百数十年にせよ︑ともか

までの一周期である︒平家の二十四年にせよ︑源氏三代の三十四年

ラス八年ということではなく︑ある︸族が天下を取ってから滅びる

小次郎という﹁個の人生を表わすのに対し︑二十四年は︑単純にプ

一〇六

ていたからであろう﹂とする︒

こ谷徽軍記﹂の無常観は︑単に︑つはものどもが夢の跡を詠嘆

と︑いえるだろうか︒

にとって好ましいものではない︒浄瑠璃作者は︑五段目末尾で源氏

するものではなく︑過去︑現在︑未来への視野に立つ現代文明批評

源平交迭恩想はしかし︑天下を掌握してしまった後の徳川将軍家

の天下万代不易を寿ぐことを慣例としていた︒二谷轍軍記﹂も

としての無常観である︒しかも栄枯盛衰の歴史の裏に︑だけではな

く太平の現代にあっても︑葬り去られる幾多の生が存在する︒その

ゆたか

る国ぞ︒久しかりけらし﹂︒と締めくくられる︒がこの五段目の源

ただ一つの︑夢のような十六年の生に︑自身のすべてをかけること

みなもと

氏御代長久賛歌と︑三段目段切の義経宗清の問答は︑かみ合わない︒

ができた主人公を造形したことは︑この作者の絶筆にふさわしい戯

ふくろ

御代長久を寿ぐ源氏は当代源氏︑三段目で滅びが暗示されるのは鎌

曲的達成であったといえる︒

さや

﹁太刀は鞘︒弓は袋とおさまりて千代栄へぬる源氏︒四海太平豊な

倉時代の源氏︑という使いわけを︑作者並木宗輔が生きていれば︑
しなかったかも知れない︒

かし再び熊谷が登場し︑﹁十六．年も一トむかし︒ア夢で有．たなあ﹂

界へと移行し︑頼朝・義経が助けられた二十四年以前へと遡る︒し

ざるを得ない︒甚だまとまりの悪い論考となったことを御詫び申上

との基本的課題を別稿︵本誌次号への掲載を希望している︶に譲ら

二谷轍軍記﹂との文芸史的な関わりをどのように位置づけるか︑

既に紙数を超過し︑長門本︑中院本の考察も含め︑平家物語と

と︑その夢であった十六年の小次郎の生涯に︑我が全生涯をかける

げる︒

﹁熊谷陣屋の段﹂の舞台は︑弥陀六の鞍馬の登場で︑叙事詩的世

選択を表わし出家することで︑現在時制をとりもどす︒十六年号︑

注
︵1︶ ﹁二谷徽軍記﹂孜﹂掲出分のほかに原道生﹁時代浄瑠璃における悲劇の
特質﹂︵﹃解釈と鑑賞﹄⁝九七四年九月︶及び今尾哲也︵﹃歌舞伎名作事
典﹄︶︑杉山其日庵︵﹃浄瑠璃素人講釈﹄︶三氏の文を挙げておく︒

成立と構造﹂からも教示を受

けた︒なお本稿三頁の﹁盛衰記に触れる﹂のは卒業論文である︒

︵2︶ 児玉氏の卒業論文﹁二谷徽軍記﹂論

︵3︶

﹁悲劇の否定

﹁﹃熊谷陣屋﹄の

浄るり戯曲構造論﹂︵﹃演劇学﹄4︶でも近い見解を記

聖域

その他﹂︵﹃歌舞伎は花ざかり﹄︶

︵4︶
した︒

︵・＝鶏叢浄瑠肇・︵替本古典文学大系︶注参膣
二谷徽軍記﹂敦盛像の形成

過程﹂︵﹃群馬県立女子大学紀要﹄6︶︒延慶本その他にも言及する︒

︵6︶ ﹁並木宗輔における脚色の独自性︵一︶

﹃平家物語全注釈﹄などに基き︑四部本︑長門本を挙げたが︑他本にも記

︵7︶ 四部本の教盛の娘の話も興味深いが本稿では除外する︒なお富倉徳次郎

ねが

ぎゃくえん

じゅんえん

この二作︑特に後者については︑別稿で改めてとりあげたい︒

述があれば御教 示 を 願 う ︒

そくめつむりやうざい

︵8︶
だぶつ

流布本寛文十二年版︵佐藤謙三校注﹃平家物語﹄︶︒

いちねんみ

︵9︶

︵10︶ 二念弥陀仏︑即滅無量罪︑願はくは逆縁を以て順縁とし﹂︵流布本十

7

武智氏の﹁形式を整えるに急で︑人間性を没却した政治の仕方﹂と同趣

二5︶の用例はある︒
︵11︶

高安月郊﹁一谷轍軍記の実検﹂︵﹃演芸画報﹄大正五年三月︶︒

旨である︒
︵12︶

﹁経盛﹂は﹁室町︑江戸期を通じて上演の記録はなく︑その廃曲化の時

︵13︶武智氏の ﹁ 組 討 論 ﹂ 参 照 ︒

︵14︶

直接体験者の語りをめぐって﹂﹃芸能史研

期はかなり早かったものと思われ︵中略︶写本で伝わ﹂る︒︵天野文雄
﹁能における語り物の摂取

後白河法皇時代に︑後白河の父鳥羽法皇の政略が人物を動かす︒

究h66︶︒なお平家物語四本のほか︑百二十句本等も含めるべきか︒
︵15︶

﹁組討﹂ ﹁陣屋﹂と平家物語

︵17︶

︵16︶

同様に義経自身︑院への政治的対応として敦盛を殺して生かすのである

拙著﹁浄瑠璃史の十八世紀一所収﹁﹁義経千本桜﹂論一参照︒

笛の件りの︑聴覚を通してある理念を訴えかける方法は文楽の独撞場で︑

と︑十分に自覚していなくともよいのである︒
︵18︶

以下﹃愚管抄﹄と﹃太平記﹄は日本古典文学大系本︑﹃北条九代記﹄は

歌舞伎の舞台からこの理念を受けとめることは不可能である︒
︵19︶

有朋堂文庫︑﹁本朝三国志﹂は岩波版﹃近松全集﹄による︒

一〇七

