
　はじめに

　『平家物語』とは鎌倉時代に成立したとされる、

平家の栄華と没落を描いた軍記物語である。作者

については諸説あるが、決定的な確証がなく不明

となっている。

　平安時代末期、保元元年に起った保元の乱

（1156）と平治元年に起った平治の乱（1160）、こ

れが公家の後退と武家の興隆をもたらした。この

内乱を扱った物語、合戦状は『保元物語』、『平治

物語』、『平家物語』と承久三年（1221）起った承

久の乱を描いた『承久記』があり、この四作は四

部合戦状と呼ばれる。また、それぞれの詳しい成

立年は不明だが 13 世紀に入り早い時期に成立し

たと考えられる。

　『平家物語』の作中には「運」、「運命」といった

言葉がくりかえし使われている。この「運命」が

尽きれば死ぬことになる。巻第七に収録されてい

る篠原合戦には以下のように運命について記され

ている。「心はたけく思へども、運や尽きにけん、

敵はあまたあり、いた手は負うつ、そこにて遂に

うたれけり」（p.42）(1) この記述について石母田は

次のように述べている。

　武士の最期は普通このように語られる。どん

なに「大力の剛のもの」でも、運命がつきれば

死ぬほかない。一人の人間だけでなく、一族・

一門の興亡を支配しているのも運命であった。

（石母田 ,p.9）

いかに屈強な武士であっても、運命が尽きると死

んでしまうものだと石母田は述べ、その運命は一

族、一門の繁栄、そして滅亡にまで干渉してくる

ものだと述べている。

　本論文では『平家物語』巻第十一に収録されて

いる「先帝身投」と「能登殿最期」を主に扱い、

その中に登場する人物が語る「運命」について考

察していく。また、当時に生きた武士たちの死生

観についても併せて考察していく。

　はじめに、本論文で主に扱う「先帝身投」と「能

登殿最期」の概略を述べる。源平の戦いで壇ノ浦

に追い詰められた平家は、この壇ノ浦の戦いに敗

れ滅亡することになる。

　「先帝身投」では、合戦も終盤となり平家の敗北

が濃厚となる。新中納言知盛は安徳天皇と二位の

尼が乗る船に参り、船の掃除をさせる。二位の尼

は安徳天皇を抱き、安徳天皇と三種の神器のうち、

神璽と宝剣を携え入水した。

　「能登殿最期」では、安徳天皇と二位の尼の入水

を見た平家の主だった武士たちも続いて入水して

いった。しかし、大臣殿親子は船端で躊躇していた。

それを見かねた侍が宗盛を突き落とした。それを

見た息子の清宗は飛び込んだ。だが、大臣殿親子

は沈むことなく源氏に捕らえられた。能登守教経

は源氏の武士を多く討ち取っていた。それを見た

知盛から使者が届き、弱い武士を討つことをやめ、

源氏の大将である義経を討とうとするが逃げられ

てしまう。教経は義経を追うことをやめ、武器兜

を捨て、強き者を求め、向かってきた安芸太郎、

次郎兄弟を両脇に抱え、海に沈んで行った。

1	 新中納言知盛の言葉と能登守教経

　新中納言知盛は平清盛の四男である。壇ノ浦の

戦いにおいては知があり賢かったため事実上の大

将格であるとされる。壇ノ浦の戦いで平家が滅亡

する寸前、知盛が安徳天皇を乗せた船に参り、次

のように述べた。
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　「世のなかはいまはかうと見えて候。見苦しか

らん者共、みな海へいれさせ給え」とて艫舳に

はしりまはり、掃いたりのごうたり、塵拾ひ、

手づから掃除させられけれ。（p.380）

　知盛は「世のなかはいまはかうと見えて候」と

述べているが、一体何を見極めたのか。それは平

家の逃れることのできない「運命」を見極め、「運」

が尽きることを認識していたのではないだろうか。

知盛は「運命」が覆ることがないものであると認

識していた。「掃いたり、のごうたり、塵拾ひ、手

づから掃除させられけれ」という記述からは、散

り際を美しくするために「見苦し」いものを海へ

と捨てたことが窺える。すなわち死への準備をし

ていたのではないだろうか。

　他に、平家が滅亡することを察していた言葉と

して以下が挙げられる。

　女房達、「中納言殿、いくさはいかにやいか

に」と口々に問い給へば、「めづらしきあづま男

をこそ御覧ぜられ候はんずらめ」とて、からか

らとわらひ給へば、「なんでうのただいまのたは

ぶれぞや」とて、声々にをめきさけび給ひけり。

（p.381）

　この言葉は「東男」、すなわち源氏が間もなくやっ

てくることを示唆している。そして、からからと

笑ったという。石母田はこの知盛の言葉を次のよ

うに説明している。「平家物語の作者は、この知盛

の笑い声に、運命を見とどけたものの爽快さを響

かせているのであろう」（石母田 ,p.16）。女房達は、

冗談を言っているとして慌てふためいていたが、

すでにこの段階で知盛は、平家の運命の終息を感

じとっていたのではないだろうか。

　一方でこの壇ノ浦の戦いの開戦前に、知盛はこ

の不利な状況に際しながらも船の屋形に立ち出で、

大声で次のように述べている。（巻第十一、「鶏合

　檀浦合戦」より）

　「いくさはけふぞかぎり、者どもすこしもしり

ぞく心あるべからず。天竺（2）、震旦（3）にも日

本我朝にもならびなき名将勇士といへども、運

命尽きぬれば力及ばず。されども名こそ惜しけ

れ。東国の者共によわげ見ゆな。いつのために

命をば惜しむべき。これのみぞ思ふ事」（p.373）

　この言葉からは、いかに「名将勇士」であって

も「運命」が尽きれば力及ばず散ることになると

確信しているのではないだろうか。そして、武士

として平家としての「名」が惜しいとしている。

源氏に対して弱気を見せずに存分に戦うことで平

家としての「名」が保たれると知盛は語っている。

一方で戦況が芳しくない中、まさに孤軍奮闘し、

多くの敵兵を討っていた能登守教経に対し新中納

言知盛が使者を出した場面がある。能登守教経は

平教盛の二男で、平清盛とは叔父と甥の関係にあ

たる人物である。知盛は能登守教経にこう伝えた。

以下「能登殿最期」より引用。

　「能登殿、いたう罪なつくり給ひそ、さりとて

よきかたきか」（p.387）

　知盛は開戦前に、平家側の武士を鼓舞するため

に、平家の「名」のために弱気にならず戦おうと

語っていた。しかし、この言葉からは弱い武士を

倒すことは「罪」をつくることになると述べている。

強者が弱者を意図的に討ち続けることは「罪」で

あり、結果的に平家としての「名」が汚れること

になると考えられる。さらに、この「罪」をつく

る行為が後世に輪廻した際、悪行とされることを

忌諱したのではないだろうか。事実、この知盛の

言葉を聞いた能登守は「さては大将軍にくめごさ

んなれと心えて」（p.387）判官義経を討とうとする。

結果として義経は、死に狂いとなっている能登守

の前から逃走するしかなかった。能登守は義経を

討つことはかなわなかったが、能登守を討とうと

した大力の剛の者三人（4）を巻き込み、「いざうれ、

さらばおのれら死途の山のともせよ」（p.389）と

言い、三人と共に海に沈んでいった。

　この場面から読み解けるのは「名」ために戦う

のが武士としての本懐である。しかし、相手が相

応でない弱者であった場合には「罪」となる。そ

のことを知盛から伝え聞いた能登守教経は即座に

理解し、源氏の大将である義経を討とうとした。
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それはかなわなかったが、教経にとって最後の戦

いであるので「名」を残すための相手として申し

分ない三人とは、「死途の山のとも」とあるように、

「名」のために死して尚戦うことを望んだと考えら

れる。

　壇ノ浦の戦いの終末に次のような場面がある。

（巻第十一、「内侍所都入」より）

　新中納言、「見るべき程の事は見つ。いまは自

害せん」とてめのと子の伊賀平内左衛門家長を

召して、「いかに、約束たがふまじきか」の宣へ

ば、「子細にや及び候」と、中納言に鎧二領着せ

奉り、我身も鎧二領（5）着て、手をとりくんで海

へぞ入りにける。」（p.389）

　このとき知盛は何を見届けたのだろうか。石母

田は知盛が何を見たのか次のように述べている。

　内乱の歴史の変動と、そこにくりひろげられ

た人間の一切の浮沈、喜劇と悲劇であり、それ

を通して厳として存在する運命の支配であろう。

あるいはその運命をあえて回避しようとしな

かった自分自身の姿を見たという意味であった

かもしれない。（石母田 p,16）

　「運命」は一貫して存在しているものである。悪

い「運命」を回避しようと抗っても前世や一族全

体の因果を含んでいるため、一人ではどうしよう

もないことであると考えられる。一方で重盛が平

家の未来を危惧していた際に、皆真剣に受け取ら

なかった。重盛が清盛に対し以下のように述べて

いる場面がある。（巻第二、「教訓状」より）

　「此仰せ承り候に、御運ははや末になりぬと覚

え候。人の運命の傾かんとては、必ず悪事を思

ひたち候なり。又御有様、更にうつつともおぼ

ろえ候はず」（p134）（6）

重盛は栄華の只中にある清盛に平家の「運命」が

末期であると提言している。さらに、清盛が正気

ではないとも本人に伝えている。しかし清盛ら平

家の人間が真剣に提言を受け取らず、重盛の事を

畏敬とした。このことが石母田の述べる「あえて

回避しようとしなかった自分自身」にあたるので

はないだろうか。

　知盛はめのと子の伊賀平内左衛門家長とお互い

に鎧を二領着込んで手を取り組んで死んでいった。

これは自らと縁の深い人が一緒に死ぬことで、感

情が一体となり決意が揺らぐことのないようにし

たのではないだろうか。また、一緒に輪廻をしよ

うとしたのではないだろうか。この輪廻の思想は

仏教的な輪廻から逸脱する。仏教的な輪廻は死後、

六道に転生する。それは前世の業によって決めら

れる。よって、仏教的な輪廻思想では一緒に輪廻

することはできない。しかし、武士たちの死の意

味付けとして輪廻は都合の良いように解釈された

のではないかと思われる。

2	 二位殿と安徳天皇

　ここでは二位の尼と安徳天皇の会話について考

察したい。二位の尼は平清盛の正室であり、女院、

建礼門院徳子の母にあたる。すなわち安徳天皇の

祖母である。安徳天皇は徳子と高倉天皇を両親に

持つ。安徳天皇が数え年三歳、満一歳　四か月の

治承四年（1180）、天皇に即位した。しかし、壇

ノ浦の地で他の平家一門と同様に身を亡ぼすこと

になる。このとき安徳天皇は数え年で八歳、満六

歳四か月であった。

　壇ノ浦にて平家が滅亡する際に、二位の尼に安

徳天皇は次のような質問を投げかけた。以下「先

帝身投」より引用。「尼ぜ、われをばいづちへ具し

てゆかむとするぞ」（p.382）。それに対し二位の尼

は以下のように説明した。

　「君はいまだしろしめされさぶらはずや。先世

の十善戒行の御力によって、いま万乗の主と生

まれさせ給へども、悪縁にひかれて、御運すで

につきさせ給ひぬ。」（p.382）

　安徳天皇は「先世の十善戒行の御力によって、

いま万乗の主と生まれさせ給へども」とあるよう

に、安徳天皇は前世に良い行いをし、その因果に

よって徳の高い天皇として生まれることができた。
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しかし「悪縁にひかれて」すなわち清盛の身勝手

な行いによって、前世から積み重ねてきた「運」

が尽きることになってしまった。二位の尼は清盛

の正室であるので清盛の「悪行」を理解していた

のではないだろうか。

「先帝身投」の最後には次のような記述がある。

「十善帝位の御果報申すもなかなかおろかなり」

（p.383）。天皇のように徳の高い者であっても、平

家一族の「運命」からは例外なく逃れることがで

きない。この「運命」に逆らえないことが「おろか」

と表されていると考えられる。平家一族はいわば

運命共同体なのだと考えられるのではないだろう

か。

　では、なぜ二位の尼は平家一族の「運」を見極

めることができたのだろうか。二位の尼もまた、

知盛と同様に知があることに起因するのではない

だろうか。二位の尼という名の通り清盛の出家後、

後を追うように出家しており、仏法に精通してい

たことが考えられる。　

このことから、二位の尼も「運命」の見極めができ、

死ぬことができたのではないだろうか。

　また、二位の尼は安徳天皇と入水する際に「こ

の国は粟散辺地とて心憂きさかひにてさぶらへば、

極楽浄土とてめでたき処へ具し参らせさぶらふぞ」

（p.382）と申した。二人は仏の国である極楽浄土

へ往生しようとしていたのではないだろうか。

3	 親子の情

　この章で取り上げるのは「能登殿最期」で描か

れている大臣殿親子である。父である内大臣宗盛

とその息子の右衛門督清宗である。宗盛は壇ノ浦

の戦いにおいて大将を担っている。安徳天皇と二

位の尼が入水した後、多くの平家一門の武士たち

も後を追うように入水していった。しかし、大臣

殿親子は海に入ることはせずに、ただ船端で呆然

とその光景を見ていた。それを見かねた侍が行動

した。以下本文からの引用。「侍どもあまりの心憂

さに、とほるやうにて大臣殿を海へつき入れ奉る。

右衛門督これを見て、やがてとび入り給ひけり」

（p.384）。しかし、他の入水した武士たちは各々重

い物を背負い、またある武士たちは縁の深い仲間

と手を取り合い海へと沈んで行った。一方で大臣

殿親子はそういった工夫していなかった。それに

加え、「なまじひにくッきやう（7）の水練にておは

しければ、沈みもやり給はず」（p.385）とあるよ

うに、水泳が達者であるために海の底へと沈むこ

とがかなわなかった。双方が海面に浮かんでいる

状況を本文には以下のように記されている。

　大臣殿は「右衛門督沈まば、われも沈まん。

たすかり給はば、われもたすからむ」と思ひ給

ふ。右衛門督も、「父沈み給はば、われも沈まん。

たすかり給はば、我もたすからん」と思ひて、

たがひに目を見かはしておよぎありき給ふ程に

（p.385）

　宗盛、清宗親子はお互いに相手が先に沈まなけ

れば、自分も死ねないと考えていたことが読みと

れる。この大臣殿親子の行動には武士らしさは感

じられない。しかし、宗盛のこの行動は息子清宗

を思っての行為ではないだろうか。宗盛は清宗へ

の愛情が武士としての立場を上回り、息子を残し

ては死ねないと考えたのではないだろうか。一方

の息子清宗も父であり、主君である宗盛より先に

は死ねなかったと考えられる。

　宗盛、清宗親子は平家一族としてではなく、親

としての感情で動いた。このことから宗盛は平家

としての「運命」を見極めることができなかった

と考えられる。

　しかし、事実上の大将であった知盛も一の谷合

戦で屋島へ落ち延びようとした際、東国武士に囲

まれ、息子の武蔵守知章が身代わりとして討ち死

にする間に逃げ延び、宗盛の元に参り、次のよう

に語った。（巻第九、「知章最期」より）

　武蔵守におくれ候ひぬ。監物太郎うたせ候ひ

ぬ。今は心ぼそうこそまかりなって候へ。いか

なれば子はあって、親をたすけんと敵ににくむ

を見ながら、いかなる親なれば、子のうたるる

をたすけずして、かやうにのがれて参って候ら

んと、人のうへで候はばいかばかりもどかしう

存じ候べきに、我身の上になりぬれば、よう命

は惜しい物で候ひけりと、今こそ思ひ知られて
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候へ。人々の思はれん心のうちどもこそ恥づか

しう候へ（p.239）

　知盛は子である知章が目の前で、自分の身代わ

りとなって殺されるのを横目に逃げ延びた。他人

の事であるなら非難できたが、自分のことだと命

惜しいと宗盛に述べる一方で、逃げ帰ってきたこ

とを「恥」と感じていることも述べている。この

素直に自己の気持ちを述べた知盛の言葉に対し、

石母田は次のように述べている。

　生死の境に立てば子をさえ見殺しにする人間

の生への執着と利己心のおそろしさを、そのま

まさらけだしているのである。（石母田 ,p.11）

　本来、子を自分より先に亡くすということは何

よりの「不孝」なのである。知盛はそれを知りな

がらも親としての立場よりも、平家一門の人間と

しての立場を守った。そして、生きるということ

への執着は無意識に優先されることであると石母

田は述べていると思われる。

　一方の宗盛はその「不孝」を既に知盛の話から

知っており、親としての愛情と共に平家の大将とし

ての立場もあったので、息子より先に死ぬことがで

きないという姿勢を貫いたのではないだろうか。

4　一所に死ぬ意味

　ここでは「能登殿最期」にて登場する数人の平

家の武士について考察したいと思う。この場面は

安徳天皇が入水した後に武士が起こした行動につ

いてである。以下本文より引用。

　平中納言教盛、修理大夫経盛兄弟、鎧のうへ

に碇を負ひ、手を取り組んで、海へぞ入り給ひ

ける。小松の新三位中将資盛、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

に沈み給ひけり（p.384）

　彼らはなぜこのように仲間と「手を取り組んで」

入水していったのであろうか。これまでに取り上

げた人物の最期をまとめ、考察したいと思う。

　平中納言知盛は「見るべき程の事は見つ。いま

は自害せん」（p.389）と語り、めのと子である伊

賀平内左衛門と共に海に沈んで行った。知盛は「運

命」を見きり、縁の深い関係にある平内左衛門と

一所に沈んで行った。二位の尼も「運命」を見極め、

三種の神器のうち二つと安徳天皇を抱え、死んで

いった。

　上記に挙げた人物は皆「一所」に死んでいった

者たちであり、縁の深い関係にある。教盛経盛兄

弟らも同様に縁の深い関係である。彼らは大臣殿

親子とは異なり死の覚悟を心得ていたため、見苦

しく死なない様、鎧の上に碇を背負い、手を取り

合って死んでいくことができた。また、彼らも平

家の「運命」を見極めができたため、死ぬことが

できたのではないだろうか。こういった者同士が

「一所」に死ぬことでまた、後世でも良い関係で居

ようと死後の想定をしたのではないだろうか。す

なわち一所に輪廻しようという願いを込めたので

はないだろうか。この輪廻思想は仏教的な思想に

基づく思想ではない。仏教的な輪廻思想であれば、

前世の行いによって六道への転生が決定される。

縁の深い者と一所に死したとしても同様である。

しかし、彼らは瞬間的な感情の高まりと縁の深い

ものと死ぬことで感情の一体感を感じたからなの

ではないだろうか。

　一方で能登守教経は、縁の深い者と死ぬという

ことはせず、敵である三人に「死途の山のともせ

よ」（p.389）と言い三人を抱え一所に沈んで行った。

教経は縁の深い者と死んではいないが、剛の者三

人と死後も一緒にいることを想定しているのでは

ないだろうか。

おわりに

　第一章では新中納言知盛の言葉から、「平家物語」

の作中に書かれる「運命」、「運」を知盛は見極め

ることができたという事を考察した。また、戦で

あっても強者が弱者を討つことは「罪」であり、

その「罪」が後世の「運命」に影響を及ぼす認識

があることがわかった。

　第二章では安徳天皇と二位の尼との会話から、

前世に善行を行った因果で天皇になることができ
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たが、一族の「悪縁」によって身を亡ぼす結果となっ

た。天皇という特別な存在であっても、一族共通

の「運命」の輪から外れることはできないのである。

　第三章では宗盛、清盛親子の行動から、武士で

あっても家族としての愛情が全てを上回る場合に

ついて考察した。彼らは「運命」を見極めること

はできず、父は子を、子は父を思うばかりに死ぬ

ことが出来なかった。

　第四章では平家の名だたる人物たちが何を願い

死んでいったのか、その「死生観」と「運命」に

ついて考察した。彼らは同じ地で一所に死ぬこと

で後世でも一緒にいようとした。彼らのこの行為

は仏教的な輪廻思想ではなく、感情の高まりを縁

の深い者たちと共有したかったのだと考察した。

　石母田は、「運命」は早い段階で対処すれば変え

られることが出来る、と述べている（石母田 ,p.14）。

では、平家滅亡という最悪の「運命」も回避でき

たのだろうか。出来る可能性は、やはり重盛の言

葉だったのだろうと考えられる。重盛は早い段階

から平家の「運命」が尽きることを認識し周囲に

語っていた。

　「運命」は一族の一体感を高めるものであり、平

家一門共同体として再認識するために必要であっ

たのだと考えられる。死の直前に「運命」を語る

のは、自己の死を合理化するため、すなわち死を

意味付けたのではないだろうか。当時に生きた武

士たちは、一所に手を取り合い死ぬことを望み、

実行した。彼らは仏教の教えを認識していたであ

ろう。しかし、死に瀕したときその教えを都合の

よい解釈へと変換したことが考えられるのではな

いだろうか。

　今後は平家が滅亡した後の話である「灌頂巻」

についても考察したいと思う。また、「運命」を研

究するにあたって重盛の言葉をより理解しなけれ

ばならないと感じた。この二点が平家一族にどの

ように影響しあっているのか深く考察したい。「灌

頂巻」を考察する際、建礼門院徳子が理解するに

あたり重要人物となるので、建礼門院の人物像に

ついても研究しなければならないと思った。

註
（1）	『平家物語』からの引用は、古市貞次訳、校註『新編日本古典

文学全集（46）平家物語（2）』（小学館、1994 年）に拠る。以下、
引用文はすべて頁数のみの表記とする。

（2）	インドのこと。
（3）	中国のこと。
（4）	安芸大領実康の子、安芸太郎実光と、その弟次郎、そして太郎

の郎等の三人。
（5）	領は鎧の単位。二領着たのは海に沈みやすくするため。
（6）	古市貞次訳、校註『新編日本古典文学全集（45）平家物語（1）』

（小学館、1994 年 6 月）
（7）	原文のまま表記。究竟。きわめてすぐれている意。
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