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The author is going to discuss the life of SuJ王emoriTaira. lover of Kenrei-monin Ukyo-dayu. 

Here in this paper， half his life up to the age of nineteen is dealt， especially around the time when 

Sukemori happened to confront the Regent Motofusa Fujiwara on the way 

~ 1 はじめに

かねてから建礼門院右京大夫の研究を志してきたが，彼女の生涯の愛人であった平家の公達平資盛の

人物像を，史実の上からとらえてこれを浮き彫りにし，家集中の資盛像と対照して読み比べてみたいと

思い，僅少の資料をもとに，ここに筆をとった。このたびは股下乗合の事件を中心に，その出生から安

元の御賀 (19才〉の頃までの，いわばその前半生を語ってみたい。

~ 2 出生

平資盛を語るには，同じ兄弟の維盛，清経を共に語らねばならない。これら 3人の兄弟は，平安の末

期，権勢をほしいままにした武断政治家の平清盛を祖父に，温厚政治家といわれた小松内大臣平重盛を

矢に持つ平家の公達である。

その家系を「尊卑分脈Jによって整理すれば，以下のようになる。

一維盛(母官女〉

lー資盛(母少甫内(掌)侍(二条院内侍)，藤原親方女。或は藤原親盛女)

「清経(母藤原家成女〉
清盛一重盛一|

」有盛(母向上〕

一師盛(母向上)

ー忠耳(母向上〉

これを見ると，嫡子維盛の母は官女とのみ記されているだけで，誰であるとも分らない。父重盛の室

としては，上記の他，平時信女(平時子妹〉があげられており，これが母かとも考えられるが，いまだ

定かでない。ともかく，これによって維盛，資盛，清経の 3人は，いずれも異腹の兄弟であることが分

るのである。

次に長幼の順についても， I玉葉J(嘉応 2.7. 3)で資盛を嫡男として記している他は， I公卿補任」

「平家物語」などいずれも上記「尊卑分脈」のように，嫡子を維盛，次子資盛， 3子清経としている。



2 呉工業高等専門学校研究報告第9巻第1号 (1974)

「玉葉」にしても，その他の個所(治承2.10.27，同11.14)では，維盛を嫡子としており，愛人右京大

夫が，その家集で維盛のことを「わが物申す人のこのかみ(兄)Jといっている点からも，維盛を嫡子と

するのでまちがし、はあるまい1)。しかし，後で述べるように， この 3人の昇進の状況を通観してみると，

ほとんど相前後しており，長幼はあっても，年令差は僅少であったと考えられる。特に維盛と資盛は，

同年令の場合も想像できるのである。

資盛が出生したのは，保元3年 (1158)(平家物語巻 1股下乗合)，文は応保元年 (1161)(職事補任)

である。

一方，兄の維盛の方は，

A 資盛，保元 3年生の場合

(1) 1才年長一保元2年生 (1157)(公卿補任)

(2) 周 年令一保元3年生 (1158)(平家物語巻5富士川，同巻10三日平氏，尊卑分脈〕

B 資盛，応保元年生の場合

(3) 2才年長一平治元年生 (1159)(公卿補任，職事補任，玉葉(承安2.2.12))

(4) 1才年長一氷暦元年生 (1160)(公卿補任〕

のように 4ケースが考えられる。このうちどの場合が信頼できるものか，決定的な決め手になる根拠が

まだないのであるが，私としては次のように考えている。

後に述べる殿下乗合の事件の時に，資盛が保元 3年生(1158)ならば， 13才となり，応保元年生(1161)

では10才である。 この時資盛は，史実で、は女車に乗って(玉葉嘉応2.7.3)，I忍ピタルアリキヲシテ」

(愚管抄巻 5)いたとし、う。「源平盛衰記」では笛を習いに行くため女車に乗っていたというのだが，I愚

管抄」のいうように忍び歩きならば， 10才では少し若すぎる感じで，むしろ13才説の方が史実に近いで

あろう。そうすると，資盛は保元 3年生 (1158)，従って兄の維盛は(1)保元2年生 (1157)，文は(2)保元

3年生 (1158)ということになる。

なお，清経の生年については，今日まで全く資料がなく，不明である。

~ 3 初の昇任

次に「公卿補任」その他によって，昇任の模様をみてみる。

仁安元年 (1166)11月21日，資盛は 9才で，兄維盛をさしおいて，従五位下に叙せられる。続いて同

年12月30日には越前守に任じられている。それに対し維盛は， 1年遅れて翌仁安 2年 (1167)2月7日

に従五位下，美乃権守になっている。仁安4年 (1169)正月には，両者相並んで従五位上に昇進する。

そして嘉応2年 (1170)12月30日には，維盛は右近衛権少将となり，以後資盛をおさえて，順調に出世

コースを歩んでいくことになる。それにしても，幼い兄弟の間で，弟の方が先に叙位し，途中で兄が追

い抜いていくというのは不自然で，何かそこに事情がありそうである。前記注1の論で，本位田氏もこ

の叙位の順序に疑問を抱かれ，資盛年長説もここから出てくるかとみておられるが， この辺の昇進の謎

を解くカギが股下乗合の事件ではなし、かと私は考えたい。

~ 4 殿下乗合

まず最初に「平家物語J(巻 1)によって，この股下乗合の事件のあらましを語ってみることにする。

時は平家全盛を極めている嘉応2年 (1170)10月16日のことである。資盛は，その頃はまだ従五位下，

越前守で， 13才の若武者であった。血気盛んな若侍30騎ばかりを召し連れて，雪の枯野に鷹狩に出で，

薄暮に及んで、六波羅に帰る所で、あった。折しも摂政関白藤原基房が参内するのに行き合い，本来なtら下

馬下乗して，礼を踏むべき所であったのだが，

「余りにほこりいさみ，世を世ともせざりけるうへ，めし具したる侍ども，皆廿より内のわか者ども

なり。礼儀骨法弁へたる者一人もなし」



大林:平資盛小伝(その 1) 3 

という具合で，そのまま行列の前を、突き破って通ろうとしたのである。基房の供人は，薄閣の中で，清

盛の孫と知ってか，知らずか，資盛をはじめ，侍どもを皆馬から引きずり落し，恥辱を加えたとし、う。

事を知って怒った清盛は，同月21日，六波羅の兵三百余騎をもって，参内中の基房一行を襲わせ，晴れ

着を着ていた前駆，御随身に散々乱暴をしたあげく，暑を切ったり，はては牛車の内へ弓を突っこんで，

御簾をかなぐり落したりしたので、ある。

この事件は，後白河院及びその側近達と，清盛を頂点とする平家一門の衝突の前哨戦ともいうべきも

ので， 1平家物語」は，この事件をもって平家の悪行のはじめなどと記している。

さて，史実は上記の話とはやや違うようである。 この点について， 1平家物語」の注釈書は詳細に解

説しているので、へここでは関係ある事のみにとどめる。

「玉葉J(嘉応2.7.3，同 5，同16，同10.21，同22，同23，同24，同25)によれば，事件のあったのは，

嘉応2年 (1170)7月3日，資盛が女車に乗ってでかけるのに出会い，下乗もしないので，その車を打

こわし，恥辱に及んだ。基房はすぐに父親重盛の許に使L、を走らせ，供の者の非礼を詑びたが，重盛は

殊の外立腹し， 10月21日に武者を使って報復したというのである。温厚な重盛がかような行為に及んだ

というので， 1愚管抄J(巻5)は，

「コノ小松内府ハイミクク心ウルハシクテ，父入道ガ謀叛アルトミテ， ~トク死ナパヤ』ナド云ト聞ヘ

シニ，イカニシタリケルニカ，党入道ガ教ニハアラデ，不可思議ノ事ヲーツジタリツナリ。J

という書き出しでこの話を紹介している。 こうしてみると， 1平家物語」では，横暴なる清盛を際立た

す作意があって，重盛と清盛とを変換していることになる。事実は，父重盛の行為なのである。

~ 5 日蔭者

こうして平家の体面を保った重盛は，その後，当の資盛をどのように処置したであろうか。

「平家物語」では

「凡は資盛奇怪なり。……既に十二三にならむずる者が，今は礼儀を存知してこそふるまうべきに，

か様に尾寵を現じて，入道の悪名をたつ。不孝のいたり，汝独りにあり」

として，伊勢の国に追放したとある。これが事実か否か分らぬが，少くとも，今までのように正面きっ

て資盛の昇進をおしだすことは，はばからざるをえなかった筈で、ある。

それまで次子資盛を嫡子維盛より先に叙位したのは，或いは，そこに幼いながらも嫡子以上の才能を

見，その成長に期待をかけてのことかもしれない。しかしこれ以後，資盛を見放し，維盛を平家の嫡流

として前面におしだし，これを守り立てようとしたので、ある。

「公卿補任」の重盛の項をみると，すでに重盛は，仁安2年 (1167)2月11日に権大納言についてい

たが，病身のために仁安 3年 (1168)12月13日から嘉応2年 (1170)4月20日までの聞この官を辞して

おり，嘉応2年 (1170)4月21日になってやっと還任。股下乗合事件のあった頃は，権大納言の地位に

あった。ところが，この事件が表面上落着した同年12月30日の除目で，又々この地位を辞するのである。

そしてそこには

112月30日重辞之。以男前美乃守維盛申任右少将。」

と記されている。この時も，おそらくは病のために辞職したものであろうが，その際に，わが子息のう

ちから，特に嫡子維盛を選んで，右近衛(権)少将に推薦しこれに任じてもらっているのである。こ

れを受けて「公卿補任」維盛の項でも「究卿辞大納言申任之」と記している。

かくて，父重盛をはじめ，平家一門の期待を一身に荷なった維盛と，後白河院や旧貴族等から白眼視

された資盛とは，その昇進の差が歴然となってし、く。以下にこれを表にしてみよう。
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上表をみてもわかるように，股下乗合事件の翌嘉応3年 (1171)，資盛が越前守を重任している聞に，

維盛は正五位下にすすみ，弟の清経までが追いこして，正五位下，侍従になってしまう。

「玉葉」をみていくと，この日記では，資盛は，卒く嘉応2年 (1170) 7月3日の股下乗合から登場

するが，それに比べ，兄の維盛は，遅れて承安2年 (1172)になって初めて顔をのぞかせる。しかし維

盛の方は，最初から非常に好感を持って見られたものらしく，同年 2月10日，平徳子が中宮となるに際

し，中宮権亮となった彼は，祝いの宴の席で

「権亮維盛雄二年少十四一云々，作法優美，人々感歎」

などと， ¥，、かにも公達らしい優雅さを称えられているのである。

このような訳で，同年輩の 3人の兄弟のうち，資盛のみは，兄と弟の蔭に隠れて，しばらくは日蔭者

としての日々を送らざるをえないのである。

年月は流れ行き，嘉応から承安，安元へと変わる。そして，安元元年(1175)，資盛がやっと正五位下

侍従を手にした時には，すでに兄維盛は従四位下右近権少将兼中宮権亮，弟清経は正五位下左近権少将

になってしまっていたので、ある330
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~ 6 安元の御賀

安元の御賀というのは，後白河院五十才の御祝のことであり，安元 2年 (1176) 3月4日から 3日も

の間，法住寺殿において催された。この賀宴は，その規模・豪華さともに当世の人を驚かしたものであ

ったらしく， I安元御賀記J(群書類従巻529)，I玉葉J(安元2.3.4~同 6 )は，その全貌を詳細に伝えて

おり， I平家物語J(巻10熊野参詣)， I建礼門院右京大夫集J(214番の歌)も，その折の維盛の舞姿にふ

れている。

さて，この御賀で，この 3人の兄弟は，具体的には，どのような活躍をしているだろうか。

まず， I安元御賀記」では，初日維盛は，清経とともに左の舞人として，万歳楽，太平楽，陵王を舞

ったとし、う。頁に維盛が落尊入綾を舞った時，後白河院より

「けふの舞のおもてはさらにさらに是にたぐふ有まじくみえつるを」

とて御衣を賜わり，父重盛がこれを受け，

「院を拝し奉り給程のめいぼく，其時に取てはたぐひなくぞ見えし。かたへの人々もいかにうらやま

しう覚えけん。」

という。期待をかけた維盛の光栄に浴して，この時の父重盛の胸中は察するに余りある。

3日目に青海波を舞った折は，

「山端近き入日の影に御前の庭のすなごども白く，心地よげなるうへに，花の白雪空にしぐれて散ま

がふほど，物の音もいと xもてはやされたるに，青海波の花やかに舞出たるさま，惟盛の朝臣の足ぶ

み，袖ふる程，世のけいき，入日の影にもてはやされたる，似る物なく清ら也。おなじ舞なれど，目

馴ぬさまなるを，内，院を始奉りいみじくめでさせ給ふ。究大将事忌もし給ず，おしのごひ給。こと

はりと覚ゆ。」

と，その優雅，腕麗な姿が描写されている。これは，源氏物語紅葉賀巻で，光源氏が青海波を舞った，

その姿にも擬せられるとして激賞され，このたびの御賀の宴の最大の見物となったのである。

これに比し，武人肌の資盛は地味であった。「安元御賀記」で記されているのは，彼が陪膳役送，献上

馬のしなはをとる役，父重盛の供人という蔭の役をつとめた場合の他，僅かに 2日目，中宮，女院両女

房の船遊び、に選び召された場合である。しかしこの時も，きらびやかな船中で，各々が得意の楽器を奏

するのに，維盛は

「よこぶえ，雲井とをりておもしろし。天皇ををき奉りて，是なん笛すく、、れたりける。」

と賞され，資盛の方は，秘かに等の才を持ち合わせながらもペ何の記述もなく，その才を発揮するこ

とができなかった。

弟の清経は，維盛には及ぶべくもなかったが，初日， 3日目とも，左の舞人として活躍，衆目を集め

ている。

「安元御賀記」と違って， I玉葉Jは，この御賀をきわめて叙事的に記述している。その中でも，維

盛，清経は，左の舞人として，その名があげられるのに，資盛の名はどこにもない。 同じ「玉葉J(安

元2.2.21)に，御賀の試楽のことがみられるが，そこで垣代の一人に「佐盛」とし、う名があがっており，

このたびの御賀にも，当然参加が予想されるのである。結局資盛の存在は，作者藤原兼実の目にも映ら

ない，影の薄いものであったのだろうへ

~ 7 官職についての疑問

以上6節までで，資盛19才 (A保元 3年出生説による)までの半生を語り，比較的安定していた安元

頃までの平家治政下において，やや武ばった感のある資盛が，文雅豊かな兄維盛の蔭に隠れて過したこ

とを述べてみた。

治承以後の活躍期は後日に譲り，おわりに 6節で引用した「安元御賀記jに表われる資盛の官職につ
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いて，その真偽を検討しておきたい。この問題は， i建礼門院右京大夫集」とも関係してくる重要な問題

だと思うからである。

6節で、ふれたように， i安元御賀記Jで資盛は 4度ほど登場する。 それを順に抜き出すと次の通りで

ある(かっこ内割注〉。

(1) i次に院の御方の御前の物を参らする。陪膳権大納言隆季…・・資盛(侍従)oJ

(2) i殿上の衛府を口とりとして，近衛の舎人しなはをとる。(左中将知盛・・…左少将資盛。」

(3) i其後右大臣(兼実)・…ー権亮少将これ盛，左少将たかふさ，侍従資盛…・・・此人々をえらびめして，

女房達の船にのせられ侍り。J

(4) i又しばし有て，右大将は青海波の装束の為に，一家の人人…・・権亮少将惟盛，左少将資盛，新少

将清経…ー・是らを引具して，楽屋へむかはる1.oJ 

これによるならば，この当時(安元2.3.4~同 6)資盛は，左近衛少将兼侍従であったことになる。し

かし， 5節の(表 1)によるなら，侍従には相違ないが，いまだ左近少将にはなっていない筈である。

そうすると，この「安元御賀記」か， i公卿補任」のいずれかが誤まっていることになる。 この真偽性

を確めるために，更に「玉葉jを加えて，この 3資料に出てくる諸人物の，当時の官位を比較，検討し

てみたい。

(表2)

孟瓦竺竺|
公卿

(表 3)

五瓦空~I
殿上人

安元御賀記

宰相，左兵衛督頼盛

宰相，左中将実守

三位，右大弁修範

安元御賀記

(頭右大弁長方

兵衛佐長方

(中宮亮重衡

右馬頭重衡

右少将時実

左中将頼実

A 権亮少将維盛

(新兵少衛佐将清清経経

(左侍従少資将盛資盛

(兵衛佐公時

少将公時

公卿補任

哩Ti喧欄

公卿補任

玉葉

参議右兵衛督頼盛

参議右近衛中将実守(康)

散三位修範

玉 葉

|| 実従四位下左少将，讃岐守時 I 左少将時実朝臣

作(権〉介，正四位下頼実

与権介，従四位下維盛

| 左近少将清経朝臣

|国下侍従資盛

i| 公右少時将，備中介，正五位下 I 右近少将公時



大林.平資盛小伝(その 1)

三由民主一 一丁ムL I二五止少将成宗 一

左少将隆房 一 山i時五i 丁日少将隆房朝臣

ム I(権〕少将雅賢 |右少将，従四位下，備中守 |左近少将雅賢朝臣

| 雅賢 | 

治部卿あ村ね | 治部卿従四位上顕信 |治部卿顕信朝臣

右少将有房 | なし | 左近少将有房朝臣

3資料で比較可能な例は，公卿34例，殿上人41例であったが，そのうち各資料間で相違があるのが，

上表(2)，(3)の如く，公卿 3例，殿上人13例，計16例である。

7 

さて，この表をみる時に次のことが分る。 これらの相違例は， I安元御賀記」だけ相違している場合

がほとんどで， I公卿補任」と「玉葉」の間で異なっているのは，僅か 2例しかない(ム印)。しかもこ

の場合は，いずれも「玉葉」の誤まりであることがはっきりしておりへ「公卿補任Jはし、たって正確で

ある。

従って，資料の正確性という点では， I安元御賀記」より「公卿補任JI玉葉」の方がはるかに勝れて

いることになる。 そこで問題の「左少将資盛Jは， I玉葉」と比較できなくとも，ただちに信用しがた

いのである。

「建礼門院右京大夫集J(247番の歌)で，橘の枝を持った資盛に，折り持ちたる理由を尋ねた所， Iわ

がたちならすかたの木なれば，契なつかしくて」と答えたくだりがある。これは，この当時右近衛府に

勤めていたから，右近の橘を「わがたちならすかたの木」といった訳である。このくだりと安元御賀の

頃(安元2.3.4~同 6 )とは，ただちにつながらないが，おおよそその頃右近衛府に勤務していたことは

分る。 しかし左近衛府に勤めていたという資料は他にも全くなくべ作者藤原隆房の誤記と考える方

が無難である。

では，これが(右少将資盛」の書き誤りとする考えはどうであろうか。この問題については，更に資

料を調査，検討する必要があると思われるので，後日に譲りたい。

(注)1) i評注建礼門院右京大夫集全釈J(本位悶重美，武蔵野書院〉解説40頁。

2) i平家物語全注釈上J(冨倉徳次郎，角川書盾)155~158頁， r平家物語評講上J(佐h木八郎，明治書院〕

99~100頁等他。

3) i山檎記J(安元元9.13)にも，御賀の舞人となった維盛，清経を「右近衛権少将兼中宮権亮平維盛，従

下四位。左近衛権少将平朝臣清経，正下五位。」と記している。

4) i秦等相承血脈J(群書類従巻349)に，太政大臣藤原師長の弟子として名がのる。

5) r玉葉」の作者藤原兼実は，殿下乗合の時の殿下(藤原基房〕の弟に当り，特に資盛を忌み嫌ったものと

も考えられるが，第1の理由は，やはり目立たぬ存在であったことだろう。

6) i玉葉JC安元2.2.21)に，前もって御賀試楽のあったことが記され，そこで舞人として「右近少将維盛

朝臣，右近少将雅賢朝臣」と書かれている。

7) 安元御貸(安元2.3 .4~同 6 )に最も近い時点の資料として「山塊記JC治承3.1.2)に「左少将資盛」

があるが，これは誤記であり，同治承3.1.5の所では「右少将資盛」としている。


