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The author is going to discuss the life of Sukemori Taira， lover of Kenrei・moninUkyo-dayu_ Here in 

this paper， his prosperity and end is dealt with， ranging from the 3rd year of Jisho (1179) to the 2nd year 

of Genryaku (1185)_ 

~ 1 はじめに

前論では，平資盛の青春の頃(治承元年~2

年， 20~21才)を，建礼門院右京大夫との聞に

咲いた恋を中心に語ってみた。そして，等を通

して右京大夫と結ばれ，出世の道をたどってい

ったのではなし、かと推論した1}0

本論においては，治承 3年 (1179)以後の栄

達の時と，源平の相克にまきこまれて，元暦 2

年(1185)，27才の若さで壇の浦に没する最期ま

でをとりあけ‘てみたい。

~ 2 後白河院の寵臣源資時

治承 2年(1178)正月の朝現行幸の折，等の召

人として後白河院にはじめてまみえた資盛は，

その年の暮， 12月24日に右近衛(権)少将に昇進

した。そして，等の師であった太政大臣藤原師

長の推挙もあったであろうが，次第に院の音楽

サロンに入っていくことになる。そこで資盛は

どのような人物達と接触したで、あろうか。

「玉葉」によれば，先の朝現行幸では，宗家

卿(拍子)，雅賢朝臣(付歌)，維盛朝臣(笛)， 

家通卿(宜)，定能朝臣(筆集)，実宗卿(琵琶)， 

資盛(等)，実家卿(和琴) というメンバーで

御遊に演じ又， 11月16日の中宮御産五夜の宴

では，資賢卿(拍子)，少将維盛(付歌)，少将

資時(笛)，少将隆房(笠)，中務権少輔季信(筆

集)，兼実(琵琶)，侍従資盛(等)，少将雅賢

(和琴)等で奏している。従って，当初これら

の人達と交流する機会のあったことが推測され

るが，特に興味をひかれるのが後者についての

記事である。

「玉葉」の作者，藤原兼実は， この時の御遊

について

「実因不ν吹ν笛，家通不ν吹ν宜，太相不ν弾ν

努如何，後聞， 資盛必可レ弾レヲ年， 資時必可レ吹

レ笛之由，有ニ予議ー云々，近代事皆如レ此，余独

弾ニ琵琶ー，尤軽々 也。」

と記している。してみると， こういう御遊で

は，ベテランの実国卿が笛を，家通卿が宜を，

太相(師長卿)が等を(努はすべて争ーの誤り)

弾き，それに兼実が琵琶を奏するのが通例で

あったらしい。そこへ資時(笛)，隆房(笠)， 

資盛(等)等の新人が選ばれたものだから，古

参の兼実としては， 1"新参者と奏したのは軽挙

だったわい。」と自戒しているのであるO この

御遊の召人選出には予議があり，すでにその席

で資盛が容を，資時が笛を奏するように決めら
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れていたという。この決定の背後には後白河院

の隠然とした力が働いていたと考えられ， I近

代事皆如レ此」というのも，院が側近の寵臣ば

かり登用されるので，苦々しく思った作者が，

いささかの怨言を述べたものと解されよう。

さて，資盛と共にあげられた資時とはどのよ

うな人物であったのか。

まず「尊卑分脈」をみると，彼は宇多源氏の

流れを汲み，権大納言j原資賢の四男である。官

位は正四位下右少将，右馬頭までつとめ， 25才

(29才)で出家して，法名を阿寂，号を上馬入

道と名乗ったとし、う。詠曲に長じ，鞠，馬，笛，

等，和琴にも通じていたという才芸人である。

前論(注 1)でとりあげた「秦等相承血脈」に

は，師長の弟子として資盛のあとに「右馬頭資

時」の名があげられており，笛もさることなが

ら，等の道にも卓越した腕前を持っていたこと

が分る。これらの記事とさきほどの「玉葉」の

記事とを合わせ考える時に，資時と資盛は，同

じ後白河院の側近の中でも，音楽を通して特に

厚い親交を結ぶ可能性が考えられるO 更に昇進

の点からみても，同じ治承 2年(1178)の暮12月

15日の春宮坊官除目で，昇股人として資盛の次

に「正五位下行右近衛権少将源朝臣資時」と名

を列ね(玉葉)，又翌 3年 (1179) 1月2日に

は，朝頚行幸の賞として右少将資時と右少将資

盛の二人がならんで従四位下に叙せられている

(山塊記)。以上の記事からみても偶然とはい

いがたい結びつきが考えられ，確たる証拠はな

いものの，資時と資盛がこの治承 2年 (1178)

とし、う年以降，後白河院の音楽サロンで急速に

親しくなっていったのではないかと想像され

る。

その後の資時の足跡をたどってみようヘ治

承 3年(1179)11月15日の政変で，関白藤原基房

以下院の側近者が多数官職停止になされた際，

彼も平家方ににらまれて，父資賢とともに解官

されている。同 4年 (1180) 7月20日には赦免

されて，その後も常に院のお側近くに伺候して

いたらしく，寿永 2年 (1183) 7月24日，院が

平家の目を逃れて鞍馬御幸された折には，ただ

ひとり御供に従っている。同年11月19日の法住

寺の変の後では，こんどは木曽方からにらま

れ，藤原朝方，親宗，平知康，高階泰経といっ

た院の近臣者とともに解官されている。その後

の消息は知れないが，ほどなくして出家したも

のであろうか。

ともかくも資時なる人物は，後白河院の腹臣

とみなされるべき人物であったようである。そ

して資盛が等の道を通して次第に院に近づく過

程に，この資時が何らかの形でかかわっていた

ことが想像されよう。

~ 3 後白河院近習として

資盛が後白河院の近習として資時等と交わる

日々はそんなに長くは続かなかった。資盛の気

持をよそに政治状勢は次第に対立，相克をきわ

め，資盛もいつのまにかその渦中にまきこまれ

ていくのであるO ただ，院方と平家方との間に

ありながらも，治承 3年 (1179)から養和2年

(1182)にかけての 4年聞は，激動の中にも働

きがいのある日々であった。この 4年間の資盛

の動向を以下に追ってみよう。

治承 3年 (1179) 7月29日，父重盛が他界す

ることになる。これまでおさえていた院へのふ

んまんが爆発した祖父清盛は，同年11月14日，

突如福原より武者を引き連れて入京。翌日には

関白藤原基房は罷免，続いて同17日には太政大

臣藤原師長以下院の側近達39名がことごとく解

官されてしまった。その中には，かつてともに

御遊につらなった藤原定能，源資賢，雅賢，資

時等も入っていた。この時平家一族では右衛

門督頼盛が降官されているが，院の寵臣資盛の

みは何ら処罰がなかった。音楽サロンに顔をの

ぞかせてはいたものの，それ以上の政治的つな

がりがなかったからか，あるいは平家一党だか

らということだろうか。いずれにしろ，この政

変を眼前にして，院，およびその寵臣達と親交

を持つ資盛は，その微妙な立場に苦慮、しただろ

うと想像される。

資盛にとって幸か不幸か，治承 5年 (1181)

閏 2月4日，祖父清盛が没し，それを機に時局

は一変してしまう。注目されるのは，この祖父

の死後，院との関係が更に親密になり，昇進も

早くなっていく事実である。今具体例を二つほ

どあげてみよう。
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(表 1) (公卿補任他)

〉ごJ嫡子維盛 次子資盛 3 子清経

治承 3年 |伽位下(玉葉町 禁色を許さる(玉菜6月1日〕

(1179) 1月2日〉

※父重盛亮ず (7月29日〉

※政変，関白基房罷免 (11月15日)，後白河院幽閉 (11月20日)

治承4年 高倉天皇譲位，止春宮権亮 (2 従四位上(厳島御幸記も同 4 兼伊予介(玉葉1月27日〉

(1180) 月21日) 月8日)

高倉宮謀叛，圏域寺攻略Y乙参加 同左 同左

(玉葉5月21日〕

富士川合戦に敗る(玉葉10月19

日〉追討使，近江道に向う(玉 同左，伊賀道に向う(玉葉，明 同左，近江道に向う(明月記12

葉12月23日〉 月記，皇帝紀抄12月2日〉 月2日〕

※福原行幸 (6月2日)

※京都還幸 (11月26日〉

※南都攻略 (12月28日〕

治承 5年 蔵人頭，右権中将(玉葉，明月 正四位下 (5月26日〉

養和元年 記，職事補任も同 6月10日〉 後白河院六波羅第御幸の供に加

(1181) わる〔玉葉7月17日)

追討使;北陸道に向う(玉葉， 資盛の夢相で後白河院磐若心経

吾妻鏡10月3日〉 供養(百錬抄10月11日〕

従三位(明月記，職事補任も 右権中将(玉葉も同， 10月29

同， 12月4日〉 日〉

※祖父清盛義ず(閏2月4日)

養和2年 兼伊予権守 (3月8日〉 宮司除目御遊召人(等) (玉葉

寿永元年 8月15日)

(1182) 

まず「玉葉J(養和 1，7， 17) に次のような

記事がある。

「昨日，法皇，密々幸二前幕下六波羅第一，御

馬，御牛，御装束，股上人装束，其外種々有二

御引出物等一云々，御共， 親宗， 資盛等許也，

他人一切不ν参，午始渡御， 申刻還御云々，世

人有ν所レ云歎，然市無事還御」

これは後白河院が六波羅邸へ御幸になった記

事だが，このたびのはお忍び、の御幸で，しかも

お供は親宗，資盛ばかりだったという。親宗

は，平時忠の弟，清盛室時子の兄にあたる人

物である。しかし平家一門ではあっても，院の

側近の一人で，治承 3年11月の政変の際にも解

官されたほどの人物である。院が，このような

平家一門の寵臣ふたりをことさらに選んで，密

かに六波羅を訪れたのには何か意味がありそう

である。「玉葉」の作者は， 同年8月 1日の所

で，源頼朝の書状をもって，院が平家方に和平

を密かに提案された由を，秘事として述べてい

る3)。あるいはこの 7月17日の御幸の際のこと

かともうけとれる。

次に「百錬抄J(養和 1，10， 11) では，

「於レ院(後白河)書ご柿葉於心経千巻ー供養，

納ニ俵十二ー為レ被レ入ニ東海西海→也。是依ニ資盛

朝臣夢相 4 也。」

と記されている。これだけでは事の詳細は判然

としないが，院が資盛の夢相をとりあげている

こと自体信任の厚かったことを意味しょう。
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以上の二つの記事は，この頃では資盛は既に

院の側近者としての地位を着実にものにしてい

たことを意味する。そしてそれを裏づけるかの

ように昇進を続ける。すなわち，同年 (1181)

5月26日には，それまで肩を並べていた弟の清

経(従四位上)を追い抜いて正四位下を賜わ

り，同10月29日には右権中将に昇っているので

あるO 折しも養和元年 (1181)から 2年(寿永

元年， 1182)にかけて，北陸では義仲の勢がお

おいに奮い，平家軍は苦戦の連続であったが，

それでも都においては，清盛嘉後も依然として

実権を保持していた。後白河院の勢力と平家方

勢力との間にあって，その橋渡しをつとめてい

るのが資盛の毎日であったろうと想像される。

寿永元年 (1182) 8月15日の宮司除目の御遊

で，資盛は等を奏しているが，時勢が混乱して

いるとはいえ，その頃の毎日が短い一生の中で

最も幸福な，充実した時であったろう。

~ 4結婚

資盛の結婚については， 1愚管抄J(巻五高

倉)の股下乗合の記事の所で，僅かばかりふれ

られているにすぎなし、。それは

「子ニテ資盛トテアリシヲパ，基家中納言堵

ニシテアリ、ンO サテ持明院ノ三位中将トゾ申

シ。ソレガムゲニワヵ、リシ時，松股ノ摂築臣

ニテ御出アリケルニ，忍ピタルアリキヲシテア

シクイキアヒテ，ウタレテ車の簾切レナドシタ

ル事ノアリシ……」

と記されている。そこで藤原基家女と結婚して

いることが知られるのだが， 1尊卑分脈」を検

してみると，次のようになっている。

下記のように基家女は五人ほどあるが，その

一基宗

保家

一基氏

一行雲

一俊玄

基家ーし女子(程常官討議翼手院母，従三位， ) 

一女子(内大臣実宗室，太政大臣公経母〉

一女子(三位中将平資盛女〕

一女子(中納言兼忠室〕

一女子(維明親王妾)

うち三女が資盛室 (1女」は「室」の誤り) と

なった人で、ある。

この基家の三女と結婚した時期について，本

位田重美氏は，養和，寿永の頃 (1181~1183) ， 

早くても治承の終り (1180) より糊ることはな

く，東国の風雲が急となり，東奔西走あわただ

しい日々を送っていた頃のことであって，基家

女とのなからいはそう濃やかであることはでき

なかったろうとしておられる目。基家女との仲

がどうであったか知る由もないが，基家一族と

資盛との結びつきについては，一応調査してみ

ることにするO

父の基家は， 1公卿補任J1尊卑分脈」を参照

してみると，股下乗合事件のあった嘉応2年

(1170)に左中将，承安2年 (1172)従三位，

寿永元年 (1182) には51才で参議となってい

る。文治 3年(1187)には従二位，同 4年(1188)

に権中納言に昇進したが，同 5年 (1189)権中

納言を辞して家督を二男の保家に譲り，建保2

年 (1214)83才で嘉じている。その間朝廷， 1原

平による数多の政変にあいながら，僅かに寿永

2年 (1183)11月~元暦元年 (1184) 9月まで

の10ヶ月のみ源義仲の乱によって参議を解任

されているだけで，当時としては珍しく波乱の

ない出世をした人物であるO 嫡妻は大納言平

頼盛女であったらしく，その聞に二男保家，長

女(後高倉院妃)，次女(内大臣実宗室)をも

うけている。他には源長時女との間に長男基宗

を，阿古女との聞に三男基氏をもうけている

が，四男行雲，五男俊玄および三女(三位中将

平資盛室)，四女(中納言兼忠室)，五女(維明

親王妾)の母はし、ずれも不明である。基家室と

しては他に大納言藤原成親女の成子がし、るが，

子供の有無については分らなし、。

以上の調査でいえることは，基家は平頼盛

の婿にあたる関係から，あるいは政治的にも頼

盛に近い立場にあったので、はないか，従って，

あれほどの激動した政局でも，ある時は藤原貴

族として院にも近く，ある時は親平家にもな

り，叉ある時には親源氏派として時世をのりき

ったのではなし、かということである。平家一族

でありながら，院の近臣であり，親源氏派であ

った頼盛とこの基家との密接な結びつきが考え
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(表2) (公gP.1I補任他〕

〉と| 嫡子維盛 次 子 資盛 3 子清経

寿永2年 蔵人頭(職事補任も同， j月22

(1183) 日)

千載集選進の院宣を伝達(拾介

抄2月)

北陸道追討使(皇帝紀抄4月17 宇治路追討使(皇帝紀抄4月21 この頃左権中将 (玉葉4月5

日〉 日〉 日，同21日)

北陸平軍，義仲に敗る(玉葉5

月11日〉

従三位(玉葉，職事補任も同，

7月3日)

追討使，宇治多原に向う(玉葉

7月21日)

平家一門都落ち(玉葉7月25日) 同左 同左

緒方維義を攻略(平家物語10月 豊前柳浦に入水，享年不明(平

20日〕 家物語10月20日)

左衛門尉平知康に便りを送る

(玉葉11月12日〕

寿永3年 三草山合戦に敗る(平家物語，

元暦元年 吾妻鋭2月5日)

(1184) 紀伊那智沖に入水，享年戸7才 藤戸合戦に敗る(平家物語12月

(26才) (平家物語，右京大夫 7日)

集3月28日)

元暦2年 屋島合戦(平家物語2月19日)

文治元年 壇浦合戦，戦死，享年27才(平

(1185) 家物語，吾妻鏡3月24日〕

られるなら，更に基家の婿資盛にも似たような

結びつきが想像できょう。し、かなる関係で基家

の婿になったかしれないが，頼盛，基家，資盛

という結びつきに政治的共通点が見出せるよう

で興味深し、。

月3日には官位も従三位に昇った資盛は，院の

信任厚い臣として当面の政局に当ったが，すで

に兄維盛の率いる十万の大軍は， 5月11日に北

陸の地で敗績し，平家の都における地位もきわ

めて不安定であった。義仲の軍が都に迫るとい

う報がしきりにする中で，平家一門は分散して

京都周辺の要所を固めたが，資盛も 7月21日に

なお， r尊卑分脈」に資盛の子息として盛綱

なる人物があがっているが，この基家女との聞

に生まれた子供で、あるか否かは定かでなし、。

~ 5 平 家 都 落 ち

さて，北陸の戦況の方は，寿永 2年 (1183)

になってもはかばかしくなかった。徐々に諸国

の源氏に圧迫されて，平家の勢力も弱退し，は

ては都落ちするに至るのだが，そういった状勢

の中で，資盛はどのような動きをみせているで

あろうか。

この年のはじめ 1月22日に蔵人頭になり， 7 

追討使となって宇治多原方面に向う。「玉葉」

にはその有様を作者評をまじえながら記してい

るが，資盛の率いる軍勢は僅か千騎余り，すで

に有名無実となった平家軍なのであったヘ彼

の任務は，行家の軍を宇治で阻止することであ

る。いったんは離京したものの，すぐに呼びか

えされ， 25日に至って総大将宗盛以下の平家一

門とともに遂に都落ちすることになる。

一門の都落ちについては， r平家物語」がこ

れを哀れ深くつづ、っている。ここでは資盛の都
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落ちについて史実を語ってみよう。

「平家物語J(巻七維盛都落，一門都落)の話

を総合すると，安徳天皇をお守りして宗盛以下

一門の者が都を離れた後も，小松の兄弟達は残

っていた。長兄の維盛は，家族との名残りっき

ない別離を惜しみ，都を立つのをためらってい

たが，そこへ弟の資盛，清経，有盛，忠房，師盛

等が立ち寄り，その勢千騎ばかりで淀の六田河

原で行幸に追いつき，合流して落ちていったと

いう。この小松一族が行幸に遅れた理由は，あ

くまで維盛の「おきなきもの共があまりにした

ひ候を，とかうこしらへをかんと遅参仕候ぬ」

ということになっている。しかし，恩愛のきず

なにひかされたというだけでは，理由として希

薄であるO

同じく「平家物語J(巻七池殿都落)では，

清盛の弟，池股大納言頼盛の一族が平家一門か

ら離脱して都に残留したと伝えている。この頼

盛一族の場合と小松一族の場合とでは，直接的

なつながりはないようであるが，しかし，宗盛

達の，いわゆる平家一門と行動をともにしえな

い何か共通の理由がそこにあったのではないか

と思われる。この点について，冨倉徳次郎氏

は，同じ平家一門でも宗盛，使、子，知盛，重衡

という線は八条三位肢の腹であり，それに対し

小松重盛の子の維盛，資盛の線は常に対立的で

あったらしし、。この都落ちに際しでも，頼盛の

一族の次には，この小松一族が行動をともにす

るか否かはなはだ疑問であったらしい等のこと

を述べておられる6)。

この疑念と照合するような記事を諸史料に探

してみよう。「玉葉」では，平家一門が都落ち

して後，

「申刻，落武者等又帰レ京，敢不二信用一之処，

事巳一定也，貞能称二一矢可ν射之由一云々 」

として平貞能等が再び都にとってかえした事実

を指摘し，翌26日の所では，

「此間，昨日帰京武士(等)，無ν成而又逃去了，

帰京之本意，未ν知ニ其詮ー，武勇之活弱，所行之

尾寵，奇異之至，取レ日食無ν物」

などと，帰京の本意のはっきりしない尾龍なる

行為ときめつけている。

ところが， r吉記」はこの事を更に詳述して

「臨タ新三位中将資盛卿(率舎兄維盛卿及舎弟

等云々……)，及肥後守貞能率八百余騎軍兵白山

崎辺引帰，入住蓮華王院。相逢源氏可合戦云々。」

としているO すなわち帰京したのは，貞能だけ

でなく，小松一族もそうであったというのであ

る。小松一族の帰京については，その理由を，

「或説，小松内府子息等可帰降之由云々。(不

申達之由，後日開之)J

としている。

これらの記事で推測できることだが，資盛は

自分達小松一族と宗盛達平家主流派との立場の

相違を考え，これまでの後白河院との深いつな

がりを信頼して，院の袖にすがろうとして，中

途から引きかえしたのではないかということで

ある。

「愚管抄J(巻第五安徳)も資盛の帰京を頼盛

とともにあげ，

「又コノ中ニ三位中将資盛ハソノコロ院ノオ

ボヱシテサカリニ候ケレパ，御気色ウカガハン

ト思ケリ。コノ三人鳥羽ヨリ打カヘリ法住寺殿

ニ入リ居ケレパ，又京中地ヲカエシテアリケル

ガ，山へ二人ナガラ事由ヲ申タリケレパ，頼盛

ニハ， Iiサ聞食ツ。 日比ヨリサ思食キ。忍テ八

条院辺ニ候へ』ト御返事承リニケリ。……資盛

ハ申イルル者モナクテ，御返事ヲダニ聞カザリ

ケレパ，又落テアイグシテケリ。」

と記している。資盛としては，あれほどに院の

覚え厚かった自分だからと思ったのかもしれぬ

が，院の側からみて，政治的に利用価値の薄い

ものは顧られるはずもなかった。ただ頼盛だけ

は，頼朝との関係を考慮されてか，帰服を許可

されたので、ある。

より所を全く失った者としてはもはやすべな

く，資盛達小松一族の者はやむなく再び都を落

ちていったので、ある。そこには，かつて院の寵

愛を背景に，蔵人頭から従三位へと昇進してい

った公達資盛の輝かしい面影はなく，ただ落は

くの落武者資盛の姿があっただけである。この

時の都落ちの心境は「右京大夫集J(204)で，

右京大夫に言い残した別離のことばにうかがし、

知ることができる。すなわち，残して行く妻

子，愛人に後髪はひかれるけれども， rよろづ

ただ今より，身をかへたる身とおもひなりぬ
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る」として今は修羅の道にすすむ武士たらんと

決意して出立したので・ある7)O

~ 6 流 浪

寿永 2年 (1183) 7月25日，資盛は都を離れ

て，一門と行動を共にしたのであるが，その後

の消息は諸記録にはほとんど見られず， I平家

物語」によってたどらざるをえない。

「平家物語」によれば， 同年 8月17日，平家

一門は太宰府に到着しているO そこで，かつて

の小松般家人，緒方三郎維義の謀叛にあい，長

門国に引きかえしている。その際，小松肢の公

達を代表して，資盛が維義との接渉にあたった

ことが記されている。

さて，引きかえす途中，豊前国柳が浦で，弟

の清経が入水しているO 彼は「もとより何事も

おもひいれたる人」であったので，もはやわが

運命の尽きたのを感じとり，月夜の海に身を投

げたのである8)。

長門国から讃岐、の八島に渡り，ここに行宮を

定めて，ひとまず一門は落着くことになる。そ

して，水島(閏10月1日)，室山 (11月29日)

の両合戦で源氏方を破り，次第に勢力をもりか

えすのであるが，ちょうどその頃，資盛は幸便

を得てか，都に便りを送っている。「玉葉JI右

京大夫集」にその一部が示されているが，資盛

のその頃の心境を知る材料にもなるので，ここ

に引用してみよう。

まず「玉葉J(寿永 2，11， 12) によれば，

後白河院第一の近習といわれた平知康にあてて

便りを送ったものらしく，それには，

「伝聞，資盛朝臣送二使於大夫尉知康之許ー，

奉ν別レ君悲歎無ν限，今一度帰ニ華洛ー，再欲ν拝二

龍顔ー云々人々所ν疑，若奉ν具二神鏡銅璽ー賊云

，々J 

とあるO 知康あてというのは明らかに後白河院

あての意味である。前節でもふれたが，都落ち

(7月25日)の際，資盛は，最後まで自分と小

松一族に対する院の特別の加護を期待してい

た。今日 (11月12日頃)においても，その期待

を持ち続けていたものであろうか。水島の合戦

には勝ったものの，平家の帰洛は未だ叶いそう

になく，院の袖にすがってひそかに帰参し，在

京の妻子，愛人に逢いたいという気持がこの手

紙になったものと思われる。

次に「右京大夫集J(216~218) をみると，

「ただみやこいでての冬，わづかなるたより

につけて『申しやうに，今は身をかへたるとお

もふを，たれもさ思ひて，後の世をとへ』とば

かりありしかば，たしかなるたよりもしらず，

わざとは又かなはで，これよりも，いふかたな

くおもひやらる L心のうちをも，えいひやら

ぬ」

と記されているo ~ ~の部分が資盛の手紙の

要約であろうが，それは都落ちの別離のことば

(前節引用，右京大夫集 204) と同内容のもの

であるo I今はただ昔とは別の身であるから，

昔の私は亡き者と考えて，後世を弔ってほし

い。」というのであるから，すでに覚悟を決意

した者の言と受けとれるO そして，ここには知

康に送った「何としても都に帰りたし、」旨の意

志はみられなし、。が，資盛の心中には恩愛の幹

を断ち切れるほどの諦念があったとはとても考

えられず，おそらくは「右京大夫集J(204) 

で，更にことばを続けて「なをともすればもと

の心になりぬぺきなん，いとくちをしき」とい

っているが，この方が本音なのであろうと思わ

れるO

~ 7 兄維盛入水

年が明けて寿永 3年 (1184)，勢をもりかえ

した平家は海をおし渡って，ーの谷に城郭を構

える。資盛も弟の有盛，忠、房，師盛等小松一族

を率いて三草山に陣取るが， 2月5日夜半，義

経の夜襲にあい，高砂から讃岐八島に帰ってい

るO この戦いに小松一族の長であった維盛だけ

はその名がみえなし、。「平家物語J(巻十首渡)

は，維盛重病のため彼のみ屋島に留まったのだ

としているが，ふりかえってみると，都落ち以

来，維盛は全ての合戦に参加していないのであ

る。察するに，維盛は都を離れてからは全く戦

意を喪失し，ただ都への慕情のみに生きていた

のであろうか。「玉葉J(寿永3，2， 19)をみる

と，

「伝聞，平氏帰二住讃岐八島ー，其勢三千騎許

云々，又維盛卿三十般許相率指二南海ー去了云々」
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と記しており，ーの谷合戦後，八島にはいたた

まれず，一門から離脱した模様である。

3月28日，遂に紀伊国那智沖で入水， 27才

(26才)の身で哀れな最後をとげる。この維盛

の哀話については， I平家物語J(巻九勢揃，巻

十首渡，横笛，高野巻，維盛出家，熊野参詣，

入水，三日平氏，藤戸)に詳細に語られている

ので，それに譲り，ここでは先に弟清経，今又

兄維盛を失った資盛の心境に焦点をしぼってみ

Tこし、。

「平家物語J(巻十，三日平氏)では，兄維盛

が入水したとの報に接して，資盛は

『あな心う，わがたのみたてまつる程は，人

は思ひ給はざりける口惜さよ。』

と，まず平家一門の立場から兄の気弱さを嘆

き，大臣股(宗盛)，三位肢から白眼視されて

いた自分達小松一族のむつかしい立場を語り，

兄弟としては，

『さらばひきぐして一所にも沈み給はで， と

ころどころにふさん事こそかなしけれ。……今

は我とてもながらふべしとも不覚。』

といって，さめざめと泣いたという。これはあ

くまでも物語の上でのことではあるが， I右京

大夫集J(216~221) と読み比べる時に，その

心痛を正確に伝えていると思われる。都を下る

前，離別にあたって， Iiなに事もおもひすてて，

人のもとへ，さてもなどいひてふみやることな

ども，いづ、くの浦よりもせじ~(右京大夫集204)

とまで言いきった資盛も，兄弟が次々に心弱く

も入水したのを知って，わが一族の運のったな

さをd悟ってか，右京大夫に返書をしたためてい

る。それには

「さすがにうれしきよしいひて， Ii今はただ身

のうへもけふあすの事なれば，返々おもひとぢ

めぬる心ちにてなん。まめやかにこのたひ、ばか

りぞ申もすべき』とて，

219思ひとぢめ思ひきりてもたちかへりさす

がに思ふ事ぞおほかる

220今はすべてなにの情もあはれをも見もせ

じ聞きもせじとこそ思へ

さきだちぬる人々のこといひて，

221あるほどがあるにもあらぬうちに猶かく

憂きことを見るぞ悲しき」

と記しであるのである。「平家物語」では，清

経は「何事もおもひいれたる人J，維盛は「心

は都へ通」ふ人として，いずれも武人としては

柔弱な人物であると伝えている。これまでの全

生涯をたどってみて，おそらくはその通りだっ

たと考えられる。それに対し，資盛はまだ線の

太い，たくましさがあったので生き残りえたの

であろうが，彼とて情しらずの武士ではなく，

以上の 3首の歌には，肉親への思いを超克する

ことのできなI，，~~I，、人聞の姿をみることができ

る。資盛には，今日までも辞世の歌は伝わらな

L 、。右京大夫にあてたこの 3首の苦悩の歌が最

後の歌となったのである。

~ 8最期

翌元暦 2年 (1185) 3月24日，長門国壇浦に

おいて，いよいよ源平最後の合戦が行われる。

海戦もむなしく，資盛も平家一門の人々と共

に， 27才の生涯を閉じるのであるが， I平家物

語J(巻十一能登股最期)によれば，その最期

t土

「小松の新三位中将資盛入、同少将有盛，いと

この左馬頭行盛，手に手をとりくんで，一所に

しづみ給ひけり。」

として，淡々と記している。

ふりかえって考えてみると，平資盛という人

物は，後白河院の許で乱世を巧みに渡る策士で

もなければ，傾いていく平家の軍団を支えるほ

どの猛将でもなかった。彼は，維盛，清経とい

った，いわゆる柔弱な平家公達で、はなかっただ

ろうが，どちらかといえば，それに近い貴公子

であったのだろう。そして，後白河院の権勢に

利用され，源平争乱の渦中に否応なくまきこま

れ，わずか27年の人生をもろくもおしつぶされ

ていったのである。時の運とはし、し、ながら，乱

世が故にあえなくも散っていった一青年の運命

にただただ哀れさを感ずるヘ

今日，下関市阿弥陀寺町にある赤間神宮を訪

れると，宝物肢の裏手に七盛塚とよばれる平家

一門の墓がある。多数の墓石のうち，前列向っ

て右から二つ目が弟清経，三つ目が資盛であ

る。私の訪れた陽春の午後，折しも裏山の紅棒

が咲ききって墓前に落ち，墓所は静かに歳月の
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流れを語っていた。

~ 9 おわりに

「玉葉」他の諸史料に， r平家物語」とし、った

虚構物語をも参考にして平資盛の生涯を書きつ

づってみた。なにぶん資料も限定されており，

推測に推測を加えざるをえなかった。

この小伝執筆に際し， r平家物語Jr建礼門院

右京大夫集」研究の方々の成果に追うところが

きわめて大であった。その方々に感謝するとと

もに，又厳しい御叱正を賜わりたし、と d思ってい

る。
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