﹃軍法富士見西行﹄論
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比較した本作の特色としては次の二点が挙げられよう｡すなわち､1点目として'義

さ

仲と実盛の関係'ひいては実盛を討った手塚と義仲の関係を大きく扱うこと､二点目

一､義仲と実盛'および手塚の関係‑｢勝負に兄かへても｣I

﹃軍法富士見西行﹄ (延享二年二七四五︺ 二月十三日'大坂竹本座初演) は'寛保
二年(一七四二) から二年間歌舞伎作者に転じていた並木宗輔が､再び浄瑠璃に復帰
した第一作である (作者は並木千柳､小川半平､竹田小出雲の合作)｡本作は絵尽し序
文に｢加賀の国篠原合戦の浄瑠璃は木曽義仲の実盛の世話になられし始をつゝ‑ひら

は､義仲の行動の理由として三種の神器を巡る配慮が取‑上げられることである｡こ

はじめに

かな盛衰記は木曽義仲の最期の後を語ル其前後の間に機(はた□り) たるは富士見西行

によれば､義仲を扱った浄瑠璃は本作以前に六作あるが(古浄瑠璃を含む)'それらと

﹃平家物語﹄流布本で言えば巻第八あたりを中心としたものである｡黒石陽子氏の研究
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本作で措かれる義仲の姿は'平家都落ち後の都に入り粗暴なふるまいをした時期'

の新浄瑠璃木曽義仲の繁昌の間を取り組ミ｣とあるように､﹃加賀国篠原合戦﹄ と ﹃ひら

の二点は､義仲を扱った浄瑠璃としての本作の特色として挙げられるばかりでなく､

(‑)

かな盛衰記﹄ の間の木曽義仲の事跡を扱ったもので'平家都落ち後の都における義仲

おカ

の行動を中心とし､西行にまつわる種々の説話等も交えながら､篠原合戦で斎藤実盛

この二点に焦点を当てて検討していきたい｡本節ではまず､義仲と実盛､および手塚

本作における平家物語の捉え方を考える上でも重要なポイントとなるので'本稿では
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を討った手塚太郎光盛のその後と'西行出家後の娘や家来松波敏負の苦難等を盛‑込

作品が'中世叙事詩である平家物語を近世人の視点で徹底的に読み抜き､｢近世史劇の

千本桜﹄ ﹃一谷赦軍記﹄ など'源平物の最高峰に位置する傑作を著している｡これらの

父義賢が源義平に討たれた際､畠山重能･実盛らに助けられて母親とともに信濃の中

も非常に重要である｡﹃源平盛衰記﹄巻第二十六｢木そむほんの事｣によれば､義仲は

与えており､作中に措かれると措かれないとにかかわらず､彼の存在は本作において

登場しないのだが､実盛の討死は四段目切の登場人物の行動ほとんどすべてに影響を

実盛は本作の措‑以前の段階で討死しているため､実際のところ作中にはまった‑

の関係について検討をおこなう｡

最高傑作｣とまで許されるレベルに達しているのに比べ'﹃軍法富士見西行﹄ は､木

三権頭兼遠の許に預けられ､そこで成長したという｡﹃源平盛衰記﹄ の義仲はそのこと

周知の如‑､宗輔は本作以降宝暦元年(一七五一) に没するまでの六年間に'﹃義経

んでいる｡

曽義仲の放埠の理由や西行の持つ風呂敷包の中身に三種の神器を絡めるなど､推理小

に後々まで恩義を感じてお‑'篠原合戟で実盛が討たれたことを聞くと､｢さね盛も義

I･･･,

説的な着想を中心として巧みにまとめられているとは言うものの､平家物語等の赦密

仲が為には七か日のやしない父｡あやうき敵の中をはからひ出しける｡其心ざしいか
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﹃一谷赦軍記﹄ には到底及ぶべ‑もない｡しかしながら､義仲に配するに西行を持って

な読みに裏付けられた中世に対する深い理解･洞察の発露という点では ﹃義経千本桜﹄

ねも‑討る付しゆばいじんのはかま並新豊源のおきなの事｣)｡

でかわするべきなれば｡此首よ‑孝養せよ｣と泣いたと書かれている (巻第三十｢さ

本稿は'数々の傑作を生み出した宗輔の竹本座時代の幕開けとなる作品であ‑なが

‑るあたりには､宗輔の確かな着眼点が認められる｡

である｡この作品は､義仲が実盛に対して感じていた恩義を中心に据えてお‑'彼ら

年二七二八︺ 五月二十三日'大坂竹本座初演｡作者竹田出雲､長谷川千四) が最初

義仲と実盛の関係を扱った浄瑠璃は､管見の限‑では ﹃加賀回篠原合戦﹄ (享保十三

について､主に三段目における義仲･西行の描き方を中心に検討をおこない'竹本座

に中三権頭兼遠を加えた三人の関係を軸に筋が展開される｡五段目には､義仲が｢戦

ら､これまでまとまった研究成果がほとんど発表されてこなかった ﹃軍法富士見西行﹄
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における宗輔の執筆活動がどのように始まったのか､その一端の考察を試みるもので

場に向ふて芙盛と見るならば｡勝誇ったる軍な‑共攻口を退き｡助けよ｣との触れを
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れを赦してもらうために種々苦労する)という筋自体は､浄瑠璃では常套的な展開と
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陣中に出し､実盛を｢軍の勝負に兄かへても助けん｣としていたにもかかわらず､髪
言
､
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筋として展開することについて'彼はどのように考えていたのだろうか｡延享･寛延

するある種の甘さを感じさせる設定を前提とした筋を､四段目を頂点とする一方の主

しかし､｢並木宗輔｣という浄瑠璃作者の側から考えてみた場合'平家物語理解に対

を染め､錦の直垂を着した実盛を手塚がそれと気づかず討ってしまうという場面があ

﹃平家物

‑､手塚の動向に注目するならば'﹃軍法富士見西行﹄ の設定は ﹃加賀国篠原合戦﹄を
承け'その続篇のような位置づけになっているとも考えられよう｡
自分が恩義を感じている人物の助命を図るということ自体は､少なくとも

期の竹本座作者の執筆分担を検討した森修氏､内山美樹子氏は'ともに四段目切の執

構想や構成に責任を持つべきであ‑､手塚を巡る筋についても当然宗輔の目配りはあっ
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語﹄ 流布本に､頼朝が平家追討の討手の使いが上るごとに｢相構て池殿侍に向つて弓

目を実際に執筆したのが小出雲であるにしろ､宗輔が立作者である以上､彼が全体の

筆者は小出雲であるとの立場をとってお‑､筆者も当面この見解に従う｡ただ'四段

決せんという戦いの場で｢軍の勝負に兄かへても助けん｣というようなことは'現実
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もしれない｡しかし'全体の形勢が明らかに自軍に有利な場合ならともか‑､雌雄を

引な｣と言い含めたと書かれている (巻第七｢1門都落｣) ように､な‑はなかったか

の戦場ではおそら‑あり得なかったのではなかろうか｡かつて拙稿でこのことに触れ'

ん｣という'平家の命脈を断つかどうかという合戟の場にしては妙な余裕すら感じさ

たはずである｡本作において宗輔 (および脇作者陣) は､｢軍の勝負に兄かへても助け

るに ﹃加賀国篠原合戦﹄ における源平争乱の時代状況に対する認識を引き継いでいる

せる義仲の行為を前提条件として全面的に受け入れ (繰り返しになるが､これは要す
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｢義理や人情という観念が先行Lt 源平争乱の時代に生きた人々のおかれた状況に対す

る認識の甘さが感じられる｣と述べたことがあるが､﹃軍法富士見西行﹄ が ﹃加賀国篠
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原合戦﹄ の展開を承けていると見るならば'このような状況認識もそのまま受け継い

らかにしていなかったのであれば､仮に手塚が実盛を討ったにしろ'そのことによっ

が､平家物語のように討たれたのが実盛だとわかるその時点まで実盛助命の意思を明

に措かれない部分でどのような態度をとっていたのかはわからないながら､もし義仲

れを実行しょうとしていたか否か､という点である｡﹃軍法富士見西行﹄ の義仲が劇中

賀国篠原合戦﹄ と平家物語とでもっとも異なるのは､義仲が実盛の助命を公言し､そ

乗って作劇をおこなったということの表れだと見ることができるのではなかろうか｡

インは先行作の設定をと‑あえずそのまま受け入れた上で､常套的な浄瑠璃の手法に

観客に対する様子見からか､自らの歴史観を前面に押し出すことは避け､基本的なラ

の宗輔が､竹本座生え抜きである脇作者陣に配慮してか､それとも竹本座の構成員や

ここで本作執筆当時の宗輔の立場を念頭において考えるならば'本作に読み取れる
このような歴史認識は､歌舞伎から再び浄瑠璃に戻ってきて竹本座に加入したばかり

におけるこのような平家物語受容には幾分か物足りないものを感じる｡

いる｡数年後に宗輔が到達した史劇としての浄瑠璃作品のレベルから考えると'本作

ということである)､さらに登場人物にもこの前提を当然のこととした行動を取らせて

て手塚を勘当するという行為には出ないのではないか､また､たとえ出たにしても､

筆者がこのように考えるのは'以下の理由による｡篠原合戦を巡る事情のうち'﹃加

でいると考えるべきであろう｡

それを手塚が何の疑問もな‑受け入れることはないのではないか‑少な‑とも､ある

ことがあるが､その時期の宗輔の手法として｢平家物語の説話をそのまま利用すると

筆者は以前'第一次豊竹座時代の宗輔の作劇法について源平物を中心に考察を試みた
(
u
)

では義仲は実盛を討った廉で手塚を勘当し､手塚もそれを受け入れている｡とすれば

時期の宗輔が造形した義仲と手塚であれば‑ ､と思われるからである｡しかし'本作

特徴が見られた｡こうした手法と'本作に見られる前作踏襲の手法とは必ずしも結び

いうより､そこから発想を得て新たなストーリーを創作することが多いが'そのこと

つかない｡宗輔を中心とする竹本座作者陣が､本作の直後から次々と大ヒットを飛ば

によってむしろ平家物語が措‑世界の内面的･本質的な部分に迫ろうとする｣という

﹃軍法富士見西行﹄ では､幕が開‑前に手塚はすでに義仲の勘気を受けている｡｢幕

していることから考えても､宗輔の浄瑠璃作劇手腕や歴史観が'歌舞伎作者に転じて

やはり､﹃軍法富士見西行﹄ は ﹃加賀国篠原合戦﹄ の認識および設定を引き継いでいる､

が開いた時点で手塚が勘当されている｣ということは､宗輔がこの点については劇的

と考えざるを得ない｡

葛藤を生じさせようとはしなかったことを意味する'と考えてよいであろう｡むろん､

いる二年の間にそう鈍ったとは考えに‑い｡

ちいち｢この勘当は公正なものなのか､この勘当を赦してもらうために様々な難難辛

して手塚を狙っていた斎藤五郎の仇討ちが成就するとともに'斎藤家に対する義仲の

黒‑染め'若武者姿の手塚に成‑すまして斎藤五郎に討たれることで'父実盛の敵と

一万､四段目切では､娘妻菊の手塚への恋を何とか叶えたいと願う伊達庄司が髪を

主君から勘当を受けた家来が､勘当を赦してもらうために心を砕き､時には生命まで
も賭す､という展開は'浄瑠璃にはよ‑見られる趣向であり'勘当を受けた家来がい
吉を乗‑越えるだけの意味はあるか｣などと葛藤していたら劇自体が行き詰まってし

恩返しも成立する｡さらには伊達庄司が命を捨てて義仲に手塚の帰参を願った結果､

フ ェ ア

(手塚が勘当を当然のこととして受け入れ､そ

まうから'ここで葛藤を生じさせない
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て自分の納得できる程度にまでは目配‑をおこなったが､この筋に関してそれ以上の

たということもあって､小出雲にある程度の執筆を任せた‑ということの表れなので

手塚の勘当も赦されて､本作の義仲‑実盛‑手塚を巡る筋は'八方丸‑収まって完結
四段目切には伊達庄司･妻菊親子のほか､実盛の子である斎藤五郎秋重と妹お六が

はないだろうか｡この後'宗輔は竹本座のカラーを受け入れつつも'そこに自分の歴

口出しはでき兼ねたLtまた､それが観客にどのように受け入れられるか見てみたかっ

登場する｡さらに､﹃源平盛衰記﹄ に｢さね盛も義仲が為には七か日のやしない父｣と

史観や運命観を反映させ､優れた作品を生み出してい‑｡本作には､宗輔が竹本座の

することになる｡

あることを考えれば､義仲は実盛との間に擬似親子関係を感じていたと見ることもで

作風を見極め､その中で自分の特色を発揮してい‑ための習作的な意味合いもあるの
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きる｡要するにへ 四段目切の悲劇は竹本座に伝統的な親子恩愛のテーマが何重にも絡

ではないかーというのは言い過ぎであろうか｡

本座に伝統的な作劇手法が色濃‑感じられる｡また'﹃加賀国篠原合戟﹄ から受け継い

仲の事跡を取り上げて三種の神器に言及する浄瑠璃の先行作品とも異なり'﹃軍法富士

の神器の扱いにおいても認められる｡本作に見られる三種の神器に対する認識は'義

ヽヽ

さて'本節で取り上げたような平家物語との歴史感覚のずれは､本作における三種

み合って構成されているのだが'こうした内容と､実盛の死に起因して生じた様々な

だ義仲のセンチメンタリズムを登場人物全員が当然のこととして受け入れているとい

見西行﹄ 独自のものである｡この独自性ないしずれは本作においてどのような意味を

事態が､娘を思う伊達庄司の犠牲的死をもってすべて解決されるという点からは､竹

う設定には､日産の旧作に見られる歴史認識の甘さを何の疑いも抱かずに踏襲してし

持つのか'引き続き､本作における三種の神器を巡る認識について検討してみたい｡

前節の最後に触れたように'本作における三種の神器を巡る状況とそれに対する認

二､三種の神器‑正統性の証‑

まう､竹本座の身内意識のようなものがうかがえるだろう｡本作の作者陣のうち､こ
れらの態度からもっとも遠いところにいるのが宗輔であったことは間違いな‑､その
ことからすれば'四段目切の根本的な作劇思想には宗輔の手がほとんど入っていない
と考えてよかろう｡

四段目について｢執筆分担は､当初は恐ら‑小出雲であったろう｡しかし完成時には､

は相当の加筆修正を加えることも考えられる｡実際'内山美樹子氏は﹃菅原伝授手習鑑﹄

れたとおり立作者が全体の構想や構成に責任を持つのは当然のことで'場合によって

理解･認識のあ‑ようを整理し'それらの認識と本作における三種の神器を巡る設定

ていると考えられる｡そこで本節では'中世から近世にかけての三種の神器に対する

す歴史的言説が反映されたもので'ここに宗輔の平家物語に対する態度の一端が表れ

定であることは否定できないが‑ ､三種の神器について平家物語とは異なる見解を示

本作のこうした認識はその場しのぎの出鱈目なものではな‑‑いささか無理のある設

識は､平家物語の記述や史実とは明らかに相違する独自の様相を見せている｡しかし'

小出雲の作と認め難い程'宗輔の手が入っていたのではないか｣との見解を示してい

を照らし合わせることで､本作で神璽が行方不明とされた意味と､そのことから見え

実際問題として､宗輔は手塚を巡る筋にどの程度関与しているのだろうか｡先に触

る｡とは言え'本作以降﹃夏祭浪花鑑﹄ ﹃楠昔噺﹄という実績を挙げ､すでに竹本座立
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作者として揺るぎない地位を確立していたであろう﹃菅原伝授手習鑑﹄ のときと違っ

て‑る宗輔の作劇態度について検討したい｡

富士は三国の名山｡八葉の峯とはいヘビ｡絵に書ク時は三つの峯是｡日本の神宝｡

かし､次のように述べる｡

本作の三段目切で､義仲は西行に対して'自らの悪逆を神璽探索のための方便と明

て'﹃軍法富士見西行﹄執筆の時点では宗輔は新入りの上'浄瑠璃作劇には数年のブラ
ンクがあるという状態で､しかも四段目のテーマは竹本座生え抜きの作者にしてみれ
ば自家粟寵中の物とも言える｢親子恩愛｣ である｡かつてのライバル竹本座の作劇傾

三種の神器に表せし山｡両方を開き｡三つに分ケたる心は｡一方は内侍所の神鏡｡

向は当然分析していたにしても､このような内容の段の執筆に関し､あらゆる意味で
根っからの竹本座人である小出雲に対してあれこれ注文をつけることは､そのときの

して面白い場面もある｡ただ､そこには新加入した宗輔の思想的特色というものがあ

ない｡二段日切や四段目口には推理小説的な趣向も盛‑込まれ'エンタティメンIと

がし｡三国lの名山もァレQあのごと‑破たる時は端山築山.御宝ラ連も其こど‑一

申の峯に愉たる神璽の御箱｡鳥羽院崩御の節よ‑紛失して有所知レず｡平人の手に
有ふ様なし｡心元トなきは公卿天上人と思ひ｡館へふん込ミ狼希するも｡心は家さ

須磨にまします安徳天皇の所持し給ふ｡先ッ此二色は在り所明イ白｡只情ケなきは真

此御鏡は｡都にまします法皇の御手に有り｡又1万の峯は草薙の宝叙｡此御徹キは

宗輔の状況からして､差し控えざるを得なかったのであろう｡

まり見られない｡これは､竹本座の旧作﹃加賀国篠原合戦﹄ を承けた内容､親子恩愛

手壕を巡る筋は劇として破綻しているわけでもな‑'致命的な欠陥があるわけでも

劇というテーマなど､多‑の面で竹本座のカラーが濃い筋立てに対し'豊竹座から歌

トつかけても石瓦日の本の宝といほれず｡何とぞ神璽を尋出さんと忠義に計る狼籍

(ママ)

舞伎作者を経て竹本座に移ってきたばか‑の宗輔が'立作者という立場上'戯曲とし
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有レ

叩けばよい｡｣ということである｡三種の神器を何としても都へ戻さな‑てはならない､

らかの策を講じて平家の手から三種の神器を都へ取‑戻し'その後で平家を徹底的に

だが､﹃軍法富士見西行﹄ の三種の神器を巡る状況と'それに対する認識はこれらと

言ってよい｡

らかな盛衰記﹄ の三種の神器に関する認識は平家物語のそれに基本的に沿っていると

という問題意識は平家物語にも繰‑返し述べられてお‑'その点で ﹃実情我立地﹄ ﹃ひ

も｡かへって不忠の疑ひ請ケ｡平家に勝る悪逆と世上にいはるゝ無念ンさを｡推量

､｣､

さて'黒石陽子氏が指摘するように'義仲を扱った浄瑠璃で､三種の神器を平家の
手から都に戻すという題材を用いたのは ﹃契情我立札﹄ (享保十九年二七三四︺十月
(
3
)

以前カ､江戸での上演カ) が最初である｡﹃実情我立地﹄ では三種の神器を巡る頼朝の

は大き‑異なっている｡本作では､先に引用した部分に書かれているとお‑､三種の

未都へせめ上らざる其心は｡主上安徳天皇は平家かしづき中といへ共｡正しく上

在が確認できてさえいれば三つがばらばらになっていてもかまわず'そのうちの一つ

明イ白｡‑御宝ラ連も其こど‑一トつかけても石瓦日の本の宝といほれず｣'つま‑'所

散してお‑'神璽は行方不明である｡それに対する義仲の認識は｢先ッ此二色は在り所

思慮が次のように語られる｡

皇の御孫君｡頼朝討ッて上ると聞ば平家天皇を‑ぶし｡三種の神祇もろ共に外国へ

神器のうち神鏡は都の後白河院の手元に､神剣は須磨の安徳天皇(=平家) の許に分

うつし奉り｡万二二種の御宝1色にても紛失せば｡末代日本王法のおとろへ.天

が平家の手元にあってもとりあえず問題はないへ というものであった｡

いま本稿で検討したいのは'本作の設定が平家物語の記述に即しているか否かでは

下の欺きをおもんはかり｡わざとかまくらにゐをた‑ましう聞おちさせ｡一むし

な‑､平家物語において､三種の神器は平家にとってどのような意味を持っていたか､

むし立る程ならば一門心々にならんは治定｡其時ひそかに手だてをもって｡三種
の神祇と天皇を｡平家の手よりうばひ取其後一門みなごろし｡まつたき勝をとら

である｡平家方の言説に｢十善帝王三種神器を帯して渡せ給へば｣ (流布本巻第八｢法

と三種の神器は一体であるべきだと認識されていたことがうかがえる｡さらに宗盛は

三種神器争か玉膿を離ち奉るべき)｣ (流布本巻第十｢請文｣)等とあることから､天皇

住寺合戦｣)｢於レ無二還幸'三種神器争可レ奉レ離二王牒一哉(還幸無からんにおいては､

ん為かろぐ敷ぐんぜいをうごかさず(頼朝の使者石田兵衛久国の言葉)
﹃実情我立柚﹄ に続き､﹃ひらかな盛衰記﹄ (元文四年二七三九︺ 四月十一日､大坂
竹本座初演)も､三種の神器に対する配慮を義仲の行動原理として挙げる｡

｢帝王の御世を保せ給ふ御事も､偏に此内侍所の渡せ給ふ御故也｡｣ (流布本巻第十｢詩

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

文｣) と明言している｡都で後鳥羽天皇が位についた後においても平家が自分たちの供

ヽ

すでに木曽殿砺波倶利迦羅篠原の合戦に打勝｡都へ責登‑給ふと聞へしかば｡平

ヽ

奉する安徳天皇の正統性を主張し得たのも､天皇と共に三種の神器を同道しているが

ヽ

家1門の人々三種の神器を守奉‑｡西国へ落下ル0木曽殿都に入レかはって御所を

しているということに支えられており､だからこそ彼らは最後まで‑1族が滅亡する

故であった｡つま‑､都落ち後の平家の行動は'｢三種の神器を帯した安徳天皇｣を擁

の底｣ の ｢都｣ にまで持っていこうとしたのだった｡

まさにその瞬間まで‑三種の神器を手放そうとはせず､自らの奉ずる天皇と共に｢波

ヽ

守護し給へば｡法皇御感斜ならず｡雲の末海の果迄も追詰｡平家を討亡し三種の
ぬ1チ大事｡三種の神器を取かへさんとひた責に責るならば｡身の置所ない儀に唐

ヽ

神器を事故な‑｡都へうつし参らせよとの宣旨｡畏てお請申させ給へども安から
高麗へも逝渡らば.勿体なや神より伝はる三種の御宝｡なが‑異国の物とならん

∴∵

三種の神器は､治承･寿永の源平争乱と南北朝対立の時代を経て､｢三種の神器はそ

れ自体が皇位の根拠と考えられるように｣なっていった｡こうした解釈と先に見た平

は日の本の国の恥｡若又海底にしづめ尖はゞ世は常闇｡とやせんか‑やと思案有｡
義仲朝敵謀叛人の名を取ば｡平家心ゆるしてl致せんな必読｡折を窺ひ三種の神
C
S
)

はなかった｡｢三種の神器があることが皇位の根拠｣ である以上､それは一点も欠ける

(川1)

の神器は､それがどのような形であれ所在がわかっていさえすれば良いというもので

況は､平家にとっても､後白河院にとっても､あ‑得べからざる事態であろう｡三種

家物語の記述とを併せて考えたとき､﹃軍法富士見西行﹄ における三種の神器を巡る状

の言葉)

器を奪取｡跡で平家は皆殺し｡サア此上の分別なしと｡心にた‑まぬ悪逆の謀(巴

ヽ

﹃実情我立柚﹄ と ﹃ひらかな盛衰記﹄とでは､行動の主体が異なるだけで､主張の内
ヽ

ことな‑然るべき皇位継承者の手元になければならなかったし､逆に言えば'三種の
ヽ

神器を継受する者が正統の皇位継承者であった｡先に引用した ﹃ひらかな盛衰記﹄ が'

ヽ

容はほぼ同じである｡すなわち､｢三種の神器は三点とも都落ちした平家が所持してい

三種の神器の奪回のみを言い立てて天皇については一言も触れていないことは､重要

るため､彼らを無闇に追いつめると三種の神器を同道したまま外国へ渡った‑､ある
いは失くしてしまうかもしれない｡それは日本にとって非常に困るので'ひとまず何
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余談になるが'後鳥羽天皇は後々まで壇ノ浦で失われた神剣の探索に強い執着を見
(
2
)
せている｡当時の現実としては｢多少の議論があったとはいえ'神器の帰京以前に後
鳥羽の即位が行われており､その際に､神器の不在が後鳥羽の正統性に対する疑義と

なのは天皇ではな‑三種の神器である､という考え方を示唆しているように思われる｡

サレド正膿ハツ､ガナクテ万代の宗廟ニマシマス｡宝剣モ正牒ハ天ノ叢雲ノ剣(徳

テ火アリシこ､灰煙ノ中ヨリ光ヲサ､セ給ケルヲ､オサメテアガメ奉ラレケル｡

事ニアヒ給｡ソレマデハ円規カケマシマサズ｡後朱雀ノ御時､長久年中ニカサネ

先内侍所ハ神鏡也0人穫ノ鏡卜申.正膿ハ皇大神宮ニイハヒ奉ル｡内侍所ニマシ

ト申ハ､熱田ノ神官ニイハヒ奉ル｡西海ニシヅミシハ崇神ノ御代

マスハ崇神天皇ノ御代二鋳カへラレタリシ御鏡ナリ｡村上ノ御時､天徳年中二火

して提起されることは全‑なかった｣ にしても､後鳥羽天皇本人にとっては三種の神

ニハ草薙卜云)

シマサズ｡‑(中略)‑･神璽ハ八坂壕ノ曲玉卜申｡神代ヨリ今ニカハラズ'代々

ケレド､熱田ノ神アラタナル御コト也｡...(中略)‑彼両種ハ正慣昔ニカハリマ

ニオナジクツクリカへラレシ剣也｡ウセヌルコーハ末世ノシルシニヤーウラメシ

ノ御身ヲハナレヌ御マポリナレバ､海中ヨリウカビ出給ヘルモコ‑ハリ也｡三種

﹃軍法富士見西行﹄作者陣はもちろんのこと､平家物語に親しんだことのある観客は､

(
I
.
I

器を継受することなしに践酢したということが気がかりだったのだろうか｡

はずである｡しかし'都における義仲の悪逆が平家に向けられたものではない以上､

平家が都落ちの際に安徳天皇と共に三種の神器を同道したという事実に馴染んでいた

ノ御コトハヨク心工奉ルベキナリ｡ナベテ物シラヌタグヒハ､上古ノ神鏡ハ天徳･

長久ノ災ニアヒ､草薙ノ宝剣ハ海にシヅミニケリト申伝ルコト侍ニヤ｡遅々ヒガ

で行方不明になっていることにせざるを得ない｡とは言うものの､宝剣が安徳天皇と

コト也｡此国ハ三種ノ正腰ヲモチテ眼目トシ､福田トスルナレバ､日月ノ天ヲメ

義仲の行動を神璽探索の方便とする本作においては､少な‑とも神器のうち一つは都
共に海に沈んだというあまりにも有名な史実を無視することはさすがにできかねたの

グラン程ハ一モカケ給マジキ也｡

山本幸司氏は親房の論理について'｢この論理を敷術すれば､宮中の三種の神器と

こ∵

のだろう｡浄瑠璃における状況設定が史実あるいは原典と一致している必要は必ずし

か'本作では神器がそれぞれ別のところにあるという不自然な設定になってしまった
もないし､事実一致していない場合も少な‑ないが'三種の神器が平家と共に西海に
(
S
3
)

沈んだ (沈みかけた)という異常事態は我々の脳裏に強烈な印象を残しているせいか､

ヽ

ヽ

∴∴■

部では近世まで受け継がれたようで､例えば伊勢貞丈は ﹃三種神器名考﹄ (安永九年

親房のような論理がどの程度一般的だったのかは明らかでないが'少な‑とも一

(
3
)

いっても本物は曲玉のみなのだから'神器の帰属が問題だといっても'究極的には曲

ヽ

玉の帰属のみが問題だということになる点は重要である｡｣と指摘している｡山本氏に

ヽ

の状況設定は平家物語の世界に無理な‑溶け込んでいるとは言いがたいように思われ

ヽ

本作の設定に若干の違和感が残るのは否めない｡その意味で､三種の神器を巡る本作

ヽ

よれば､十五世紀半ばには三種の神器のうち神璽のみが強奪される事件も数回起きて
ヽ

お‑､神璽を特別のものと捉える見方は確かにあったようである｡
ヽ

る｡また､このような状況設定の結果として､三種の神器の持つ重要性に対する認識
ヽ

ろうか｡言い換えれば､本作において'三つある神器のうち､神璽が行方不明とされ

︹一七八〇︺成立) の附録｢神璽考｣ で｢内侍所ハ焼砕ケタリ'宝剣ハ別ノ物也'神代

神璽を特別視するこのような考えに宗輔がどの程度接していたかはわからない｡し

C
S
S
)

たのは何故なのであろうか｡神剣が安徳天皇と共にあるということは史実との兼ね合

ヨリ直伝相承ノモノトテハ､八坂壕曲玉ノミ也､｣と記している｡

いうこと‑らいは知識として持っていたのではあるまいか｡こうした論理が背景にあ

かし､神器のうち宮中に本体があるのは神璽のみで､他の二つはレプリカである､と

るのだとすれば､三つのうち'真に確保しなければならないのは神璽だけであり､神

ある｡単純に考えれば､鏡と剣は大きすぎて風呂敷包にして背負うには不向きだから
作における三種の神器を巡る特殊な状況設定を理論的に可能にしたのではなかろうか｡

つも､その独自の着想が十分に練‑上げられて'﹃義経千本桜﹄ ﹃一谷赦軍記﹄ の如‑

以上に検討してきたように'本作は平家物語の世界を大き‑逸脱した構想を見せつ

考えられるのではなかろうか｡

ような平家物語に拠らない三種の神器についての理解を踏まえつつなされたものだと

目の､三種の神器を巡るかなり特殊な状況設定は単なる思いつきなどではな‑､この

鏡･神剣は在処さえわかっていればよい､という義仲の言動も理解できる｡本作三段

記﹄ でさらに踏み込んだ見解を述べている｡

知られていることだったと思われる｡南北朝時代の貴族である北畠親房は､﹃神皇正統

に作られたレプリカで'本体はそれぞれ伊勢神宮･熱田神宮に安置されているtとい
うことは'古‑は九世紀初頭に著された ﹃古語拾遺﹄ に記されてお‑'識者にはよ‑

天皇の身辺に置かれている神鏡･神剣･神璽のうち'神鏡･神剣は崇神天皇の時代

以下､この点について整理を試みたい｡

だろうが'これに加え'神璽に対する特別な意識が背後にあ‑'この意識こそが'本

神鏡や神剣ではな‑神璽が行方不明だとされたのには必ず何らかの理由があるはずで

いから動かしがたかったのだとしても､浄瑠璃が単なる物語ではな‑戯曲である以上'

しかし'このずれは'単に不自然な設定の結果として生じてしまったものなのであ

ヽ

‑

ヽ
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ヽ

も平家物語のそれとは明らかにずれを生じている｡

‑

平家物語の世界に違和感な‑織‑込まれる段階には､いまだ至っていないように思わ

それを浄瑠璃が取‑入れたと見るべきであろう｡一方､娘が江口で遊女となって西行

が乳母夫婦に養育されて貧しいうちに成長するという筋に関しては﹃発心集﹄ や室町

と再会するという場面については､﹃軍法富士見西行﹄ にも引き継がれて､義仲を惑わ

時代物語の﹃西行﹄等にも見られるので'もともと西行にまつわるこうした伝承がありへ

す傾城は期せずして再会した娘かもしれないと知った西行の苦しい心情の吐露は､三

の外にある､もう1 つの歴史的な言説を取‑入れようとしたことは重要であるO本作
三段目切におけるドラマを支えるのは､単なる思いつきなどではな‑､平家物語に劣

れる｡しかし'宗輔が三種の神器を巡る独自の状況を構築するに当たって､平家物語

らないだけの厚みを持つ歴史認識であった｡平家物語に措かれた歴史の重みを十分に

段目の聴かせどころとなっている｡

｢底心ンを｡さがし見ん｣としてお‑､このことはすでに観客も承知している｡しかし､

尽に身をやつして江口揚屋に入‑込んだ西行は'頼朝から依頼を受けて義仲の悪逆の

一方で本作独自の一面も持っている｡﹃軍法富士見西行﹄三段目切において'田舎の大

このように､﹃軍法富士見西行﹄ の西行像は浄瑠璃の先行作を承けた部分もあるが､

認識しているからこそ､宗輔は､1股的ではないにしてもそれなりに歴史的蓄積のあ
る言説を義仲の行動の理論的背景とすることで､平家物語のもつ歴史の厚みを近世劇
としても保とうとしたのであろう｡
本作における三種の神器を巡る状況設定は'宗輔の独自性を示すとともに､平家物

し名将を見立｣るという'頼朝からの依頼よ‑さらに重大な責務を負っていたことがこ

西行の使命はそれだけではな‑､鳥羽院から託された神璽を渡すにふさわしい ｢≡徳兼

語をはじめとした中世叙事詩の持つ歴史的厚み･重みに対する彼の深い理解と敬意を
物語っている｡本作の時点ではこの構想が十全な形で機能していないにしても'中世

こで明かされる｡西行は｢兄弟の愛薄き人相｣を持つ頼朝には見切‑をつけて京に上っ

叙事詩に対する宗輔のこうした姿勢が本作以後に生み出された源平物の最高傑作の根
底にあることを思えば'本作の試みは､彼の作劇手法の深ま‑を考える上でも注目さ

てきた｡果たして義仲は神璽を預けるに足る名将なのか‑西行はそれも見極めなけれ

西行あるいは西行伝説に取材した能は'例えば ﹃西行全集﹄ (久保田淳編､日本古典文

このような西行の姿を検討する上で参考になるのは'能に措かれた西行像である｡

ばならない｡このような西行像は､本作以前の浄瑠璃には見られないものである｡

REsl
三㌧ 西行‑｢見る人｣として‑
前節､前々節では義仲を中心に検討を進めてきたが､本節では､義仲が本心を打ち

‑では西行の宗教者･歌人としての側面が強調されており'そういった点からすれば

学会内貴重本刊行会､平成二年) に挙げられているだけでも十三曲ある｡これらの多

義仲や実盛が登場する浄瑠璃に西行を組み合わせた理由はい‑つか考えられるが'

明ける相手として選んだ西行について考察する｡

本作の西行像とは一見あま‑関連がないようだが､本稿で注目したいのは､｢西行｣と
J
7
.
.
I

いう人物が劇中で果たす役割の方である｡

一つには､平家物語｢実盛最後｣に西行の和歌｢‑ちもせぬその名ばか‑をとどめお
OS)

の一部が引かれているところから連想が働いたのでは

夙に先学の指摘するとお‑､西行あるいは彼と見倣し得る僧は'彼らが登場するほ

きて枯野の薄かたみとぞみる｣

ないかと思われる｡また'平安末から鎌倉初期に京･鎌倉を往還していて頼朝とも接

ているが､ワキの性格としてこのようなものが考えられるとするならば､西行が能に

l
r
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'

野上豊一郎は｢脇にゐて見る人‑(中略)‑圏外の傍観者｣｢見物人の代表者｣と述べ

とんどすべての曲でワキとして現れる｡能という演劇でワキの果たす役割について､

おいて主にワキの役割を与えられたのは理由のないことではない｡｢見る人｣としての

(27)

院との関係も親密である､という西行の人物像は'鳥羽院の密命を受けつつ､京にい

触の事実があ‑､さらに現在は出家しているが武人としての生き方も理解し'天皇･

﹃軍法富士見西行﹄ に先行して西行を取‑上げた浄瑠璃作品はご‑少な‑､﹃西行物

寵中記﹄ 正徳五年五月二十七日)､純粋の西行物として扱うことはできないため､本稿

品は正徳四年(l七l四) 1月に起きた絵島事件を模したものと言われてお‑(﹃鶴鵡

見られる程度である｡﹃西行法師墨染桜﹄ は西行の色好みの面を措いているが､この作

行﹄'八十一頁)

･⁚｢物を見る｣ ことへの鋭敏な反応は数寄心の特性の一つであ‑(冒崎徳衛﹃西

詞書には｢見に｣とか｢見にまか‑て｣といった語がまことに多い｡･(中略)

西行は‑(中略)‑なお数寄心にまかせてあちこちに物を見に出歩いた｡歌集の

西行は'すでに和歌や説話などに現れていることが指摘されている｡

る義仲と鎌倉にいる頼朝との間をつなぐという役回‑には格好のものであったろう｡

'
{
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語付江口君遊女之由来﹄ (宇治加賀操正本'刊記延宝五年二六七七︺) や﹃西行法師

ではこれ以上触れない｡

仮託の書﹃撰集抄﹄ の著者は､西行の実人生を伝するを目的としたわけではな‑､

墨染桜﹄ (錦文流作､正徳五年︹一七一五︺五月二十七日以前､大坂豊竹座初演カ)が

﹃西行物語付江口君遊女之由来﹄ は､西行の出家から､江口で遊女となった娘と再会
するまでを措いてお‑､西行というより残された姫君の方に焦点を当てている｡姫君
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この高名な遁世者が遊行･廻国の道すがら'人跡まれな深山や海浜で'人知れず
修行に励んでいる有名･無名の隠遁者に遭遇するという巧妙な趣向によって､孤
絶な求道への感銘を強調しようとしたのである｡‑(中略)‑つまり､﹃撰集抄﹄

十分認識していたことがうかがえよう｡

高橋英夫氏は､能における西行の役割を踏まえた上で､西行の｢見る人｣という性

西行は自身の悲劇によってではな‑'ふか‑かかわりあった先人や高貴の人々の

質について次のように述べている｡

のである｡実際にも､室町時代の謡曲‑(中略)‑が､いずれも西行ないしは西

ために'彼らの足跡を｢見る｣ためにさすらいの歩みに就‑｡これは､能に登場

における西行は､かの能楽におけるワキの ｢諸国1兄の僧｣ の役割を与えられた
行的旅僧をワキとしている｡観阿弥･世阿弥らはそのヒントを'あるいは﹃撰集抄﹄

して‑るワキとしての｢諸国一見の僧｣の役割に他ならない∵二中略)‑西行

西行はここで'草庵の情景を草庵に棲む者としてその内側から詠っているのでは

に他ならなかった｡(高橋英夫﹃西行﹄'百三十三‑四頁)

公をどこまでも見つめ'その生死のさだめを見届けようとする｢見る人｣｢見者｣

はこうしてみれば'貴種流離講の主人公ではなかった｡貴種としての悲劇の主人

に得たのではなかろうか｡(同右､百六十九‑七十頁)

ない｡草庵の情景をいわば外側に立って眺める傍観者の眼差で詠んでいる｡‑(中
略)‑和歌を詠むことは'西行にとって､草庵における隠遁者を捉える傍観者の

役回りを'よ‑ドラマの核心に近づいたところで浄瑠璃に取り入れた｡三段目を義仲

宗輔は､和歌や説話に見られる西行像を踏まえて作‑上げられた能における西行の

略)‑草庵を詠んだ西行の和歌の多‑はこうした眼差からする和歌である｡‑(中
眼差をもつことを意味していた｡(佐藤正英﹃隠遁の思想﹄筑摩書房︹ち‑ま学芸

の悲劇と捉えるとき､本作の西行も､野上の言葉を借‑れば所詮は｢圏外の傍観者｣

に過ぎないのかもしれない｡しかし宗輔が､義仲の悪逆の背後にある彼の本心を見極

文庫︺､平成十三年､百五十五‑六頁)

たことで'我々は､｢悲劇の主人公｣義仲を巡る歴史の背後にある隠された真実を､確

める人物として､いわば｢見る｣ことのプロフェッショナルとも言うべき西行を配し

すのが'﹃軍法富士見西行﹄ に遅れること約三十年'安永五年(一七七六) に刊行され

かに｢見た｣‑と確信することができるのである｡

中世の文芸作品に読み取れるこうした西行像が近世にも受け継がれていることを示
た上田秋成の ﹃雨月物語﹄ ｢白峯｣ である｡

ところで'筆者はここまで義仲を中心として三段目切を整理した上で､その枠組の

中での西行像について検討してきた｡しかし'三段目で西行はただ義仲の悲劇の目撃

｢白峯｣は謡曲｢松山天狗｣から着想を得ているが'｢桧山天狗｣との最大の相違点は'
｢自峯｣ の西行が､崇徳院の怨霊のなす崇‑の目撃者としての役割を負っていることで

二段冒口へ 目の前にいるのが西行ことかつての主人佐藤兵衛則清であることを知ら

者としてのみ存在しているのではない｡三段目は､西行自身のドラマでもあった｡

ヽ

ない盲目の家来松波執負から'妾の死んだこと'敬負に養育されている娘のことなど

ヽ

ある｡崇徳院の霊は西行に向かって繰り返す｡｢汝しらず､近来の世の乱は朕なす事な
‑｡‑(中略)‑見よみよ'やがて天が下に大乱を生ぜしめん｣｢汝見よ｡平氏も又久

を聞かされた西行は､思い切ったはずの家族への恩愛に心を乱し､自分が敬負の探し

ヽ

しからじ｡｣その言葉どおり､｢自峯｣は'西行が崇徳院の御陵を訪ってから十三年の後､

で彼に名乗ることを思い切らせたのは､｢現在娘はこがれ死共仏の戒破らぬ ‑0‑一

ヽ

安徳天皇の入水と平家の滅亡を記して巻を閉じる｡｢白峯｣が､｢見る人｣としての西

ている西行その人であることを名乗らぬまま､その場を逃げるように立ち去る｡ここ

﹃軍法富士見西行﹄以前の浄瑠璃の措‑西行像‑色好み'娘との再会､江口の遊女と

C
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行を念頭に置いた上で書かれていることは明白であろう｡

い切ぞや｡｣とあるように'出家者としての強い信仰心と自負であった｡

しかし､三段目切の西行は違う｡彼は､義仲が傾城逢坂山のために性根を奪われて

ッ子出家の功力によって九族天との教の詞.それぽっかりか楽しみで｡一入りの娘を思

いるとの風聞を聞き､天下のために必要であれば｢破戒して追イ退けん｣と決意して廓

のやりとりなピーは､いずれも著名な説話であり'伝統的な西行のイメージであった｡
の田舎大尽の姿に反映された｢色好み西行｣ の一面も含め'このようなイメージは本

にやってきたが､そこで彼を待ち受けていたのは十七年前に捨てた娘との再会だった｡

﹃軍法富士見西行﹄ は宗輔の時代物としては唯一廓場のある作で､江口揚屋に現れた際

こに留まるのではな‑､能に顕著に見られる西行の一面を浄瑠璃で描き出そうとした｡

作にも十分看取できる｡しかし､宗輔はそうした西行のイメージを生かしつつも'そ
本作が能を強‑意識していることは､初段から四段目までの各段に能を踏まえた趣向

ひ立たる大願破れん事の悔しさ｣故ではあるが'それ以上に彼を苦しめるのは､義仲

もちろん､廓で会った傾城を娘と知っても名乗らないのは｢仏へ誓の棄恩人無為｡思

∴ー∵

を置くことからも明らかである｡また､大序冒頭に｢雨月｣の一節をそのまま取‑入れ'

の許しとなっている傾城逢坂山が自分の娘かもしれず､そして､娘が傾城逢坂山であ

はだ

ワキの名ノリを踏襲した詞章で一曲を始めるなど､宗輔は能における西行の役回‑を

‑59‑

ると極まれば｢義仲は我ガ輩同然｡緑に引かれて西行が判官と静ひしと｡頼朝に思ほれ
ては猶義仲へ憎がか,り｡忽天下の乱れと成｡スリヤふ便ンでも可愛ても｡天下の為に殺

おわりに

西行は'自分の信仰を守るためなら親子の恩愛を振‑捨てることができると思って

伝授手習鑑﹄﹃義経千本桜﹄﹃仮名手本忠臣蔵﹄といった当た‑作を次々と生み出し､｢歌

第一作である｡本作が初演された延享二年を皮切‑に､竹本座は ﹃夏祭浪花鑑﹄ ﹃菅原

｢はじめに｣ で述べたように､﹃軍法富士見西行﹄ は宗輔の浄瑠璃復帰'竹本座加入

いたに相違ない｡事実､二段目口では狼狽しっつも結局名乗らないまま立ち去ってい

舞伎は無が如し｣ (﹃浄瑠璃譜﹄) と言われる浄瑠璃の黄金時代を現出した｡しかし､同

さにやならぬ｡｣という事態である｡

る｡信仰のためなら親子の許しも切ることができる'その信仰も天下のためであれば

I;I‑:I

破戒することも辞さない‑自分をそれだけ強‑律することのできた西行は､しかし､
天下のために娘を殺さねばならないという事態に立ち至ったとき､自分が実はそれほ

在では人形が入った形での上演は途絶えてしまっている｡上演頻度が名作･佳作であ

∴Jl＼

時期に初演された本作は､大坂での通し上演はしばら‑途絶え､大坂で三段目が再演
されたのは文政十年︹一八二七︺ のことである (大坂ではこれ以降幕末まで､三段目
までの半通しの形が定着する)｡その後､明治まで上演の記録は散見されるものの､現

三段目の西行の悲劇は'彼自身の心の問題である｡むろん'彼は義仲と頼朝の間に

ど強い人間ではなかったことを自覚したのではなかったろうか｡

彼が向き合った悲劇は'信仰のため'天下のために大切なものを振り捨てるだけの強

たように､本作には平家物語や先行作に縛られない独自の着想があり､隠されていた

歴史観が十分に生かしきれなかったことがあるのではないかと考える｡第二･三節で見

本作の検討をおこなった結果'筆者は'その理由の一つに宗輔の浄瑠璃作劇手腕や

ることのバロメータでは必ずしもないが､本作の場合は､引き続き初演された諸作品

い心を持っているはずだった自分が､傾城に身を落とした娘が不偶で泣き'天下のた

歴史の真実を舞台に描き出す可能性もあったのではないか｡しかし'それらの構想は'

に比して､再演を繰‑返すだけの迫力のようなものに乏しかったのかもしれない｡

めに娘を殺さねばならないという事態にこれだけ動揺している‑という事実に直面し

竹本座の構成員･観客らに配慮した作劇手法をと‑､平家物語や浄瑠璃の先行作の内

で､西行の悲劇も他者との関係で生まれていることに違いはないのだが､三段目切で

なければならないという､そのことにあるのではないだろうか｡西行は､自分を見つ

立ち､両者の関係を思うからこそ逢坂山を殺さねばならないと考えている｡その意味

めなおし､その弱きを自覚することによって'自身の悲劇を｢見る｣立場に立たされ

容を全面的に逸脱することを避けた結果､近世の目で新たに解釈された平家物語の世

を内包する｡この点をふくらませて三段目切の悲劇を構成することもできたはずだが､

宗輔自身の抱える課題もある｡

ない歌舞伎臭が残っているのも事実で'そこには歌舞伎作者から足を洗って間もない

三段目切の舞台に廓を設定するなど､本作にはこれ以降の宗輔の源平物には感じられ

界を浄瑠璃の舞台上に再現するところまで達しなかったように思われる｡もとよ‑､

宗輔はそうはしなかった｡西行の血を吐‑ような述懐の直後に写絵姫が｢実は自分は

西行と娘写絵姫との再会と別れは､竹本座の言わばお家芸である親子恩愛のテーマ

たとも言えるであろう｡

逢坂山ではない｣と告白して西行の直面していた難題の一つが消え､さらに続けて石

たばか‑の宗輔を取‑巻‑内的･外的要因は'本作の内容にもかなり影響を与えてい

このように'歌舞伎から浄瑠璃に復帰後､それまでライバルだった竹本座に入座し

に｣と､ともか‑天下のための行動を優先する｡段切に西行と写絵姫はあらためて向

の土台となるべき平家物語に対する理解･洞察の部分に不安定な印象が残るのは事実

ると言えよう｡本作の数年後に初演された優れた作品群と比較するとき､本作の構想

黒左衛門実は瀬尾太郎光興の企みが発覚して､西行は｢親子の名乗りは私事｡天下の為
き合うがへ西行は写絵姫を逢坂山に託して｢こなたは恩愛あなたは妹背｡切〝もほど‑

点に､宗輔の中世に対する確かな眼差しと､その後に到達した高い作劇水準の片鱗が

より本質的な部分を､三段目のドラマを支える役割として的確に用いているといった

である｡しかし'そういった中でも､能の利用にあたっては表面的な摂取に留まらず､

も夢の世や｡覚ては真如平等の｡台に至らんさらば ‑｡｣と静かに別れていき､二人
の関係は｢親子恩愛劇｣というところまでは突き詰められない｡

明確にうかがえるであろう｡

このことは'宗輔が西行の悲劇を親子恩愛の悲劇とは捉えなかったことを意味して
いる｡親子恩愛劇はとりあえず小出雲に譲‑､宗輔は西行の｢見る人｣という側面に､

と表記した場合は､この両者をまとめて指している｡流布本の引用は梶原正昭校注

*本稿では'平家物語のテキストとして､近世の大坂においてもっとも一般的だった
と思われる流布本と ﹃源平盛衰記﹄ を基本的に用いてお‑､﹃﹄ なしで｢平家物語｣

彼の悲劇を見出そうとした｡これは､宗輔が最後まで西行に｢見る｣という劇的行為
を要求したことの表れであ‑､言い換えれば'宗輔がその優れた劇的直観によって捉
えた西行の｢見る人｣としての本質こそが､三段目切における義仲と西行それぞれの
ドラマを支えているのである｡
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﹃平家物語﹄(桜楓社昭和五十二年)に､﹃源平盛衰記﹄の引用は早稲田大学中央図
書館蔵宝永四年刊整版本に拠った｡なお､各種資料の引用に際しては振り仮名､文
字譜､胡麻章等は原則として省略Lt漢字は新字体に改めた｡
注(1)本作以後,宗輔の竹本座での執筆名は｢並木千柳｣であるが､本稿では｢並木宗輔｣
で統lする｡
(2)﹃叢書江戸文庫9竹本座浄瑠璃集[三]﹄(国書刊行会､平成八年)所載の影印に拠るo
(3)内山美樹子｢並木宗輔｣(﹃岩波講座歌舞伎妄楽第九巻黄金時代の浄瑠璃とそ
の後﹄岩波書店､平成十年)､九十八頁｡
(4)同前､九十九頁｡
(5)黒石陽子｢時代浄瑠璃における歴史解釈1木豊我仲の造形をめぐって⊥﹃国語と国
文学﹄六十八(九)(平成三年九月)｡
(6)引用は﹃叢書江戸文庫9竹本座浄瑠璃集≡﹄(国書刊行会､昭和六十三年)所

ハ月盲など)があ‑､この点については事実と思われるが､実際の戦闘の

収の翻刻に拠る｡
(7)﹃吾妻鏡﹄にも頼朝が頼盛を庇護した旨の記事(寿杢一年四月六日､同︹改元して元
暦元年

場で手心を加えることを求める発言が現実になされ得るものか､筆者にはわかりかね
る｡ご教示を仰ぎたい｡
(8)拙稿｢人形浄瑠璃における平家物語受容のあ‑方を巡って付･﹃仏御前扇軍﹄論｣
﹃演劇研究センター紀要﹄Ⅴ(平成十七年一月)､三十二頁｡
(9)森修｢浄瑠璃合作者考｣﹃近松と浄瑠璃﹄(塙書房'平成二年)､三百四十四‑五頁o

同前'三十五頁｡
ちなみに,昭和六十三年三月十二日^WW‑fe^｢邦楽百番｣で放送された﹃軍法
富士見西行 江口の里の段﹄(演奏は豊竹呂大夫･野津錦弥[現･錦糸]の両師)では､
三種の神器の現状を説明する義仲の言葉が完全にカットされている｡西行が義仲に神
璽を手渡す場面は九本どお‑語られるので'｢三種の神器は平家が同道している｣と
いう史実(あるいは｢平家物語｣の記述)を知っている聴衆にとっては､なぜここで
西行が神璽を持っているのか理解できず混乱するのではないだろうか｡放送時間の制
約上カットはやむを得ないにしても'三種の神器を巡る本作の状況設定はかなり特殊

であるにもかかわらず,本作での義仲の行動はこの設定に拠らなければ成立しないも
のである以上､その状況を説明しないのは望まし‑ないカットの仕方であるように思
われる｡なお,呂大夫･錦弥の両師による﹃軍法富士見西行﹄奏演については注34も

山本'注19前掲'三十八頁｡

参照されたい｡
引用は﹃神皇正統記 増鏡﹄(岩波書店 平成五年)に拠る｡

山本へ注19前掲'四十頁｡
引用は田辺勝哉編･井上頼固校訂﹃百家叢説 第三編﹄(国書出版協会'明治四十五

午) に拠る｡
例えば,流布本巻第七｢実盛最後｣には｢今の斎藤別当実盛は､其名を北国の巷に一

揚とかや｡朽もせぬ空しき名のみ留め置て､骸は越路の末の塵と成こそ哀れなれ｡｣ 61

最郎 鍔絹難絹瑠璃墾鋸鰭錯純絹甜調絹∵

(二八六)八月十五日のことである｡
国立劇場調査養成部芸能調査室縮﹃浄瑠璃作品要説(8)﹄(日本芸術文化振興会､

(いずれも﹃平家物語古注釈大成﹄日本図書センター､昭和五十三年'所収)｡
現実には､頼朝と西行が鶴が岡で接触したのは義仲の死後二年が経過した文治二年

平成十1年再版)'三百頁.
(*
<‑
=<
>/
)早川竺｢平家物語合戦地図｣﹃アエラムック｢平家物語｣がわかる｡﹄(朝日新聞社､
(

内山美樹子｢｢菅原伝授手習鑑｣などの合作者問題｣﹃浄瑠璃史の十八世紀﹄(勉誠出版'

平成九年)､百四十六頁｡
(u)拙稿'注8前掲､三十頁｡

(
8
) 野上華郎｢能の主役一人主義｣﹃能 研究と発見﹄(岩波書店､昭和五年)､一'三頁｡
(
3
) 引用は﹃新編日本古典文学全集78 英草紙 西山物語 雨月物語 春雨物語﹄(小学
館'平成七年)に拠‑'傍点は引用者が付した｡
(
｣
) 初段｢道成寺｣,二段日｢墨染桜｣÷西行桜｣､三段目｢江口｣へ四段目｢実盛｣｡
(
8
) ﹃義太夫年表 近世篇﹄(八木書店'昭和五十四‑平成二年)'﹃義太夫年表 明治篇﹄
(義太夫年表刊行会,昭和三十一年)に拠る｡大坂での通し上演がなかった文政十年
までの間,江戸では延享二年秋辰粉塵､宝暦五･六年(三五五･六)ごろ肥前座'明
和元年(l七六四)八月外記座(身売場のみ)'同二年(三六五)土佐産､安永六

V*いr'

平成十一年)'七十三頁｡
目時徳衛﹃西行﹄(吉川弘文館︹人物叢書新装版︺､平成元年)'百六十九‑七十頁｡
高橋英夫﹃西行﹄(岩波書店︹岩波新書︺､平成五年)､百三十三‑四､百六十丁二頁､

(S)内山､注9前掲､二百七十七頁.
(2)内山∵任9前掲'三百四十二頁｡
(S)黒石陽子｢﹃ひらかな盛衰記﹄序切の意義‑木曽義仲の解釈をめぐって⊥﹃歌舞
伎研究と批評﹄三(平成元年七月)､九十九頁｡
(ほ)﹃義太夫年表近世篇第一巻﹄(八木書店,昭和五十四年)､百二主要に拠る.
(S)引用は﹃日本古典文学大系51浄瑠璃集1﹄(岩波書店､昭和三十五年)に拠る.
(｣)村上重良﹃日本史の中の天皇﹄(講談社︹講談社学術文庫︺､平成十五年)'百二十七
' C.'"
(2)同前｡
(2)山本幸司｢王権とレガリア｣﹃岩波講座天皇と王権を考える第六巻表徴と芸能﹄
(岩波書店'平成十五年)､三十六頁｡

年(1七七七)外記座(二段目まで)､での上演が確認されている (﹃義太夫年表 近
世篇﹄)｡
(A) 素浄瑠璃としては､早稲田大学公開講座｢浄瑠璃｣第七回(昭和六十二年二九八七︺
十月一日､早稲田大学小野講堂) において､豊竹呂大夫･野津錦弥(現･錦糸) の両
師によ‑｢江口の里の段｣が復活奏演されている｡豊竹呂大夫･内山美樹子｢文楽の
演出(≡)‑復活･通し上演と太夫‑｣(﹃岩波講座歌舞伎･文楽 第十巻 今日の文
楽﹄岩波書店､平成九年)､二百二十八‑九頁､参照o

