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従来︑中世社会の嫡子から嫡子へと継承される︿︷撃の継承について︑様々な視点か

﹃曽我物語﹄には︑大きく分けて二つの物語が描かれる二つは頼朝の物語︑

頼朝と自分の娘との関に生まれた男子を殺害し︑頼朝の命を狙った曽我兄弟の

ぞれの立場から︑流入・頼朝に対する意識が描かれる︒一方︑曽我兄弟の物語

祖父・伊藤助親︑頼朝を保護した北条時致︑時政の娘・万寿︵北条敬子︶のそれ

では︑夫・河津一一一郎の死によって曽我助信に再嫁した兄弟の母と︑伊豆の豪家

本稿では︑﹃曽我物語 hを例にとり︑物語全体を通してみられる男女の︿家﹀に対す

がら︑男女の家に対する意識を明らかにした︒特に︑女性の心構描写に注目し︑彼女達

の嫡孫から相模の小御家人の継子︵庶子︶に没落した兄弟の父への想い︑妻と

子の立場からの河津三郎に対する意識が展開していく︒河津への強い恩愛の念

が兄弟を仇討ちへと導くが︑物語はさらに兄弟の死後︑兄達の跡を追って自ら

命を絶った弟・御坊︑息子たちを失った母と十部の恋人であった大磯の遊女・

本積では︑物語全体を通してみられる男女の︿家﹀に対する意識のうち︑頼

虎の悲しみを描き出し︑兄弟の菩提を弔う虎の巡礼の旅へと向かっていく︒

きた︒例えば慈円の﹃愚管抄﹄には︑嫡子から嫡子への継承︑藤原﹁氏﹂より

いを明らかにしながら︑女性の心情描牢や行動に注目し︑彼女達の︿家﹀に対

朝︑河津一一一郎︑普我兄弟をめぐる人間関係を軸に︑男女の家に対する意識の違

︿家﹀に対する認識についても検討したい︒

する想いを考察する︒その結果見えてくる帰議意識から︑さらに真名本作者の

も摂関﹁︷きという直系相続重説の姿勢が色濃く表われ︑慈円自身が摂関家矯

来に関する説話︑が多く︑家の継承を女性の立場から見たものは多くは見られな

じると︑そこに描かれる︿家﹀への意識は︑男性による重代の武具の相伝・倍

流の人家﹀にあることを認識していたことが示されている︒軍記物語に自を転

中世社会における︵家﹀の問題は︑従来から様々な視点から考察がなされて

はじめに

の︿家﹀に対する認識についても検討した︒

の︿︷家﹀に対する想いを考察し︑その結果見えてくる婦属意識から︑さらに真名本作者

る意識のうち︑頼朝︑河津三郎︑韓我兄弟をめぐる人間関係を︑それぞれ隈に概観しな

たちは︑何を︿家﹀として意識︵認識︶し︑自らの樺属をどこに定めたのだろうか︒

ら考察がなされてきた︒軍記物語には︑男性による重代の武具の相伝・伝来に関する説
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﹀

知

い︒彼女たちは︑自らの︿家﹀をどのように意識したのだろうか︒

山

語の隅々まで行き渡っている︒まず︑伊豆の流入時代の頼朝を描く物語には︑

要旨

横

もう一つは曽我兄弟の物語である︒これら二つの物語には︑︿家﹀の意識が物

議

話が多く︑家の継承を女性の立場から見たものは多くは見られない︒中世に生きる女性
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方より御科めのあらむ持は入道がいかが答へ申すべき︒しかも敵持たる我

には取るとも︑当時世になし源氏の流入を聾に取て子を生一ませつつ︑平家

る
︒

真名本によると︑伊豆の流入時代の頼朝には︑一一人の妻︑がいたことになって

﹁娘太多有てふものならば︑世間に幾良も迷ひ行く七食・修行者をば習

いる︒一人は曽我兄弟にとっては叔母にあたる伊藤助親の娘︑もう一人は北条

ぞかし︒．

を握んだため滅亡し︑北条は迎え入れたことで繁栄する︒身をやつした貴人や

護者となりうる奔在であり︑ともに地域の有力者であった︒しかし伊藤は頼朝

えけるこそ悲しけれJ とあるように︑頼朝にとっては助親・時政の二人は庇

う︿家﹀意識を持っていたことがわかる︒そこで助親は点線部のような輸えを

代ノ家人﹂であると同時に﹁平家重患ノ者﹂であったとされ︑平家の郎党とい

盛﹀から替めを受けると考える︒延慶本﹃平家物語﹄にも︑助親は源氏の﹁重

であっても流入の身である頼朝に娘を嫁がせたとなれば︑領家の小松殿︵平重

激怒した助親は︑平治の乱後は日詮者となってしまった源氏一族の子息︑嫡流

︵春一一﹁頼朝︑伊藤の娘と契る﹂︶
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持政の娘・万寿︿北条政子︶である︒真名本巻二︑頼朝と二人の糞との物語の冒

とこそ申し伝へたれ︒無益なり﹂

聖なる存在を迎え入れなかった家が滅び︑迎え入れた家が栄えるという︑蘇民

用い︑将来の危機となるものは轍底的に根本から絶つことが必要だとして︑郎

党らに命じて松︑河の奥︑﹁岩倉の瀧山株が淵﹂︵彼名本では﹁と﹀きの潟て﹁と

これらの説話は︑宮口姿鏡﹄の他︑延慶本町一半家物語？？際平盛衰記﹄・明源平
鰐誇録﹄にも見られることから︑説話形成の段階での影響関係についても注罰

くさのふち﹂など異同あり︶に沈めて千鶴御前を殺害させる︒真名本作者はこ

源氏︑と云ひたるばかりなり︒その上︑眼の前の娘の子なれば︑孫子において

される︒をよここでは︑頼朝の物語を概観しながら伊藤助親・北条時政の認

頼朝の最初の妻・伊藤助親の一一一女は﹁美女の聞え﹂ある女性で︑頼朝との簡

は誇はじ︒後悔は先に立たぬ物を︒末はいかがあるべからむ﹂と人々の口を措

こで︑﹁縦ひ異性他人の子なりとも︑さして執心深き敵に非ず︒只︑世になし

に千鶴御前という若君をもうけていた︒頼朝は︑この若君の誕生をこの上もな

と考えていたこと︑がはっきりと示されているが︑真名本では敵の名は明記され

頼朝が果報の程をためさん﹂︵十行本︶として︑父の敵である平家と戦わせよう

父・足利の人々︑三浦・鎌倉・小山・宇都宮あひかたらひ︑平家にかけあわせ︑

みだし︑妬婦は家をやぶる﹄といふことば︑思ひしられて︑あさましかりけるJ

か程まで官一はずともとぞ申し合ひけるJ ︵太山寺本︶︑﹁されば︑明議庄は圏を

したために千鶴殺害に至ったとして︑作者の普から﹁是はたジ継母なる故にや︒

諸本では継母である助親の妻女が﹁妾が制するを関かで﹂と事実を出げて密告

また︑助親に千鶴のことを知らせた人物について︑明日源平闘語録？仮名本系

り︑助親の振舞を非難している︒

ない︒千鶴が三歳になった頃︑助親が京から掃郷し︑頼朝と娘の婚姻︑が発覚す

立てて︑﹂と将来に希望を抱いていた︒仮名本系諸本では︑﹁十五にならば︑秩

く喜び︑﹁かの少き者十三だにもならば元服させて︑十五にだにもならば先に

識のちがいを考察することにする︒

将来型の説話に則っていることは︑⁝樋田発をはじめ従来から指摘がある︒また

劣はあるまじけれども︑北条殿の御末は栄えて日出たけれども︑伊藤の末の範

頭に﹁世を取り給ひては︑伊藤・北条とて在右の麹︵翼︶にて︑執見︿執権﹀に勝

一︑頼朝をめぐる︿家﹀
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︵十行本︶という一文をそれぞれ加えており︑継母の存在が︑助親と頼朝が敵対
する京国を作っている︒それに対し︑真名本では継母の存在は書かれず︑助親

﹁都にて目代に約束しつつ︑芳心せられて下りたりける関︑いかがせん﹂

この後︑助親の子息・九郎助長︑が父の夜討ちの計画を頼朝に教えたため︑頼

﹁上野守産方﹂は︑平将門の討伐に赴いた平貞盛の普孫である︒君臨奥話記﹄

迎えることは子孫が繁盛する前兆かもしれないと考える︒持政の先祖である

時政は︑源氏と北条氏の浅からぬ縁を思い出し︑源氏の嫡流である頼朝を家に

とぞ思はれける︒

朝は無事伊藤の地を脱出する︒伊藤の迫害を逃れた頼朝︑が次に頼ったのは︑北

によれば︑震方の娘は平忠常の乱を平定した源頼信の子・頼義に嫁し︑八幡太

︵巻一一二北条時政︑頼朝と万寿伽御前の仲を知り︑驚く﹂︶

条四郎時政である︒時政は頼朝をかくまい︑大番役のために上治する関︑子息・

の︿家﹀意識が優先されているといえる︒

義時に守護を命ずる︒それがきっかけで出会ったのが︑時政の嬬女・万寿︵仮

郎義家を生んでいるという︒在三時政が北条氏の︿家﹀に諒氏を迎えること

てしまったため︑娘と佐殿の結びつきを危ぶみながらも素知らぬふりで娘を嫁

名本系諸本﹁朝日御前﹂︶である︒万寿御前は︑﹁伊藤の妃に比ぶれば︑遥かに

がせようとする︒時政は娘の気持ちを考え︑悩んでいるが︑結局自らの︿家﹀

に肯定的であったのは︑源氏と平氏の血を引く義家の先例から︑自分を直方に

二人の間には姫君が一人生まれ︑ますます仲睦まじくなっていた折︑継母が一一

意識に従っている︒仮名本系諸本でも︑最初は﹁ゆ﹀しき大事いできたり︑平

なぞらえようとしたためである︒しかし︑平氏方のB代を婿にすると取り決め

人の仲を時政に知らせてしまう︒継母は万寿を妬み︑自分の生んだ娘に佐殿︵頼

に替るとも︑懐抱の契は改まる事なからむ﹂と思うほど愛おしい存在であった︒

朝︶を嬰わせようとしたのである︒時政は伊立菌の目代・和泉︵山木︶判官平兼

家へきこへてはいかならん﹂と平家の存在を念頭に霞き︑八幡殿︵義家︶の先制例

立ち倍りて誼︵並︶手ならず﹂という美女であり︑頼朝が﹁縦ひ我らが形は六道

隆を婿に取ることを決めており︑京から同道して国に一民る途中でこの知らせを

があっても弓御分を時政が聾にとらん﹄といひたりしことばのちがひなば︑

せん﹂と目代から約束が違うと処罰されることを恐れ︑悩んでいる様子が共通

町源氏の流入︑智にとりたり﹄とうったへられては︑罪科のがれがたし︑いかジ

受け取ったため︑驚き悩む︒

の時︑北条の麗形へ入りたりける折節︑饗に取り奉て︑やがて奥州へ御友

している︒目代が先妻腹の万寿の婿になると知った継母昨︑これで娘の婿に佐

﹁情往事を思へば︑時敬︑が先祖に上野守寵方は︑伊予守頼義朝臣奥州下向

を仕りて候ひけるに︑伊予守御心を移さるることなくて︑浅からず思し食

母ならば︑これ稜に情なき事は︑よもあらじ﹂と継母の仕打ちを嘆き︑佐殿と

殿を迎えることができると万寿を急き立てて追い出しにかかる︒万寿は﹁実の

の別れを思い泣き沈む︒﹁出で立たんとすれば恩別の歎きも悲し︒留まらむと

されけるほどに︑その御腹に男子太多御在せしかば︑いよいよ浅からざる

御腹の君達と申すは︑八播太部義家・賀茂次郎義胤等なり︒子孫繁昌して

のように打ち明ける︒

すればまた︑不孝の罪も遍れ難し︒﹂と︑夫と父の板挟みに苦しみ︑佐殿に次

御志にて︑大御台と仰がれ給ひけるとこそ承り伝へたれ︒その御合盤所の

その末々は久しきぞかし︒されば時政が家に源氏を智に取て後患しく繁嘉

﹁親にて侍ふ時政︑都にて叢を目代に︑約束し侍る程なるに府庁より使あ

する例ぞかし︑と思ひ廻らす時は︑強ちに嫌ひ思ふべからず︒我が子孫の
繁昌すべき先表か﹂と︑旦は喜び︑且は後懇しく思はれける︒されども︑
真名本﹃曽我物語﹄にみる︿家﹀意識
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り︒親の命に随はむとすれば︑愛別離苦の悲しみ胸を焦す︒借老の情を忘

くは一一一月の内に成就せしめ給へ︒もし我が顕成就する程ならば︑先づは山木を

中で︑﹁顧はくは︑大悲権現八幡大菩薩︑頼朝が思ふ宿頼を︑遠くは一二年︑近
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れじと思へば︑不孝の罪も遅れ難し︒左にも右にもふ我が身の霞き所な

亡ぼして︑次には伊藤を討たん﹂と祈念し︑万寿と伊豆出に参寵する︒そこで

﹁御警まことに平氏の女が宿願に違はずんば︑忽に成就せしめ給へ︒将亦︑

にて承るに︑随喜の一保も留まらね︒﹂と称えられるほど一心に祈念する︒

万寿は︑伊一旦走湯権現に﹁佐殿の御祈請よりも︑殊に北の方の銅折詰こそ︑外

きこそ悲しけれ﹂
︵巻一一二時政︑万寿御前を平兼陸に嫁がせようとする﹂︶
親の命に従えば夫と別れることになり︑夫のもとに留まれば父に対して不孝に
なる︒自代のもとへ行くよりどうしょうもないと覚慢を決めた万寿の言葉から

﹁棺構へて御心移ることなくして招待ち給ふべし︒信代︑がもとには︑一夜

ふ︒大幸を冥道に受けて︑諸国を永代に頭らむ︒もしまた愛夫頼朝の果報

況んや我ら夫掃︑倶に精進潔斎にて丹精を神前に至して︑降伏を宝殿に乞

災難を他方に払ひ︑志を励ます族は日夜に福祐を被りて万人の恵みあり︒

源頼朝が年来の念顕をば速かに満足せしめ給へ︒︵中略︶かくの如き諸

なりともこの身をば留むべからず︒やがて夜の内にいづ方へも行き失せ侍

拙くして︑この顧成就すまじくは︑事を起さぬその前に自らが命を話せ﹂

は︑父の家・北条に帰属するという意識が兇られる︒だが︑悲しむ佐殿の姿を

るべし︒見付けられて逃げ損ずる程ならば︑髪を切て端瀬にも身を投ぐベ

仏・菩薩の応遮示現の御山なれば︑歩みを運ぶ輩は立ち処に神徳を蒙りて

し︒もし中有の旅に趣くならば︑後世をば訪ひて賜び侍へ︒もしまた造げ

︵巻一ニ﹁頼朝と万寿御前︑伊豆山権現に参龍﹂︶

見て︑万寿は父への孝行から佐殿への貞節へと意識を変えていく︒

勝するものならば︑務ち付かむ処より急ぎ御文を奉るべし︒使と列れて急

︵巻一一二時敬︑万寿御前を平兼隆に嫁がせようとする﹂︶

は平氏の流れをくむ一族である︒万寿は源氏の嫡流に嫁してはいるが︑自分の

を﹁平氏の女﹂と位置付けていることに注目したい︒先述したように︑北条氏

夫の宿顧成就のために命を引き換えにした壮絶な祈りを捧げた万寿︑だが︑自ら

自代の館から選︑げだして夫のもとへと一決るという決意は︑父の家から夫の家へ

家を平氏と認めている︒そして父と同じく直方の娘の例にあやかろうとしたの

ぎ入らせ御在せ︒暇申してよ︑我が君﹂

と帰属する場所を替えるという︑万寿の中での︿家﹀に対する意識が変化した

である︒

世間体を考えて形だけ平家に列なる自代を婿にとったが︑本心では佐殻の方に

意思を尊重する彼らは︑知らぬふりをして二人の駆け落ちを黙認する︒時政は︑

やがてこのことは捜索する持政や子患の宗時・義時にも知らされるが︑万寿の

の罰意があってはじめて社会的な認知を受けるものであった︒︵注 3︶伊藤助親

主体となって婚姻関係を結ぶ前者はもちろんのこと︑後者の場合も女性の父親

決める結婚と本人同士の恋愛から始まる結婚のこつの形があり︑女性の父親が

父親の同意があってなされたものではなかった︒当時の結婚には︑女性の親が

このように︑頼朝の結婚は当事者関士の合意によって成立したもので︑娘の

ことを示している︒万寿はこの後︑一日一は自代の館に入るが館を抜け出し︑無

見込みがあると踏んでいたことが読み取れる︒目代は合戦に及んで万寿を取り

が三女の結婚について﹁当時世になし源氏の流入を聾に取て子を生ませつつ︑

事伊豆山密厳院の憎坊に逃れる︒そこで約束通り使を出し︑佐殿と再会する︒

返そうと留るが︑密厳院の僧たちの抵抗に遭い︑万寿をあきらめる︒佐殿は心
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いが浮き彫りにされている︒家の繁栄のため︑上製を見極めて婿を選ぶという

している︒これらニつの物語には︑伊藤氏と北条氏の︿家﹀に対する意識の違

これは︑女性の父親に−認知されてはじめて︑﹁側主と位農付けられたことを示

とからも︑時の権力者・平家に樺る結婚を認知していなかったことがわかる︒

平家方より御科めのあらむ時は入道︑がいかが答へ申すべき﹂と激怒しているこ

蓄を切りつつ︑父の墓の上に懸けたりければ︑立てて六年になりける墓の

ひ成長てつる穫に︑生年七歳と取しける十一月に︑敵仲好貯を討ち︑その

れば︑来だ八月に足らざるに早く生れたりける︒母大きに喜びてこれを養

たずとも︑それより内に生れて急ぎ父の散を討つベし﹄と云ひ含めたりけ

後︑悲しみの余りに腹の内の子に向て︑円日夜︑諦かに聴け︒縦ひ九月を待

五輪︑が三度まで踊りけるこそ哀れなれ︒天下にこの由開えて︑諸人大いに

引守利社対側同羽叶訓叫叫引

dmq材組科副制制寸刻叫到倒叫が

をば吉く吉くとら聞き持つベし︒日らが父をば宮藤一郎助経が討ったんな

感じつつ︑人々力を合せたりければ︑終にその国の王となりにけり︒これ

姿勢が︑彼らの帰属意識につながっているのである︒

次に︑河津劫通の物語を親観する︒曽我兄弟の仇討ちの背景には︑伊藤の一

二︑河津助通をめぐる︿家﹀意識

七歳になると父の敵を討ったという震日一の先例を引き︑﹁己らが父をば宮藤一

︵巻一一﹁遺族の悲しみ﹂︶

後︑助経を都の平重盛のもとに伺候させて︑その間に娘を取り返して伊藤の荘

部助経︑が討ったんなるぞ︒未だ弐拾になら︑さらむその前に︑助経が誌を取て我

族の所領争いがあった︒ことの発端は︑伊藤助競︵当時︑河津︶が兄・助継の死

を横領したことにあった︒助親は自分の邸を嫡子・勃通︵仮名本系諸本﹁祐重﹂︶

に見せよいと︑幼き子らに父の敵を取るようにと言いつける︒仮名本系諸本で

女携は︑父が死んだ時に母の胎内にいた子が八カ月に満たないうちに生まれ︑

に譲り︑摂藤の荘を助経に与えなかったので︑助経の恨みを買い︑助経の郎党︑

後︑遺一一一一回の通ワに自分の娘・万劫と助継の遺児・金若︵後の助経︶を結婚させた

大見小藤太・八幡三郎によって父子ともに矢を射かけられる︒この襲撃により

三つになるぞかし︒十五︑十三にならば︑親の献をうち︑わらはに見せよ﹂︵十

﹁胎の内の子だにも︑母のいふ事をばき﹀しるものを︑ましてなんぢら︑五や

も︑﹁十七八にもならば︑親の敵討ち取りて︑父の孝養にせよ﹂︵太山寺本︶︑

であった︒ここでは︑河津助通をめぐる男女の家に対する意識を追いながら︑

河津助通は絶命し︑助親は生き残る︒助通の突然の死は︑その所領争いの犠牲

河津の︿家﹀について考えてみたい︒

ている︒この敵討諜は他には見られないが︑﹃平家打開﹄に類似する人名が見

行本︶とし︑やはり成人したら父の敵を討てとあるが︑この震艮の話は省かれ

られるため︑関連が指摘されている︒主主取り乱して衝動的な一一一一口葉を口走る

伊藤の里では︑息子を失った助通の母が出家を遂げ︑残された助通の妻と幼
い兄弟が悲しみに沈んでいる︒夫の空しき死骸に取りつき︑河津の女房は悲し

母に対し︑三歳になる弟・笛王︿後の五郎︶は理解できずに遊んでいたが︑五識

﹁いつか責めて十五になりつつ︑親の敵助経を総ひてみむ︒願はくは

討つことを誓う︒

になる兄の一万︵後の十郎︶は父の遺骸に取りつき︑母の一一白いつけを守って敵を

みのあまり激しい言葉を子どもたちに投げかける︒
﹁司引謝料吋樹川河樹州吋制引引制叫叫 1剖叫司札割針鰯剖倒叫可謝叫鮒
剖剖剖寸司副叶ーその故は︑腐の幽好王は殿の中好町に亡ぼされける時︑母
の摩低夫人の腹に子を宿して七月にぞなりにける︒母の夫人は王に後れて
真名本﹃曽我物語﹄にみる︿家﹀意識
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一鳴の大明神︑足柄︑富士浅間の大菩薩︑殊には託の大神︑我らに
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権現︑
カを合せて守らせ給へ﹂
︵巻一二遺族の悲しみ﹂﹀

も憂世に在さば馬鞍をも賜ひっつ︑弓矢をも持てなんど一五はば︑

つは闘やふ

AM

やうに物をも射行きてむ︒我らより少き者︑だにも馬鞍を持て物を射行く事

の接悩しさよ︒これらの事どもを連くれば︑いつよりも今夜は父御前の恋
しく御在すぞや﹂

︵巻田﹁曾我兄弟︑月夜に雁を見て嘆く﹂︶

仮名本では一万の決意を︑﹁いつか我等が大人しく成りて︑父の敵を討たんず
らむ﹂︵太山寺本︶︑﹁いつかおとなしくなりて︑父の散の首きれソて︑人々に見

ない境遇を嘆いている︒彼らの意識は︑常に養家である曽我の家よちも︑父の

実父がいない不遇な身を自覚し︑一万は自・自に馬に乗り弓矢を引くことのでき

家である伊藤︵河津︶の家にあったのである︒亡き父への思慕はやがて敏討への

せまいらせん﹂︿十行本︶としており︑真名本だけが﹁二所の権現︑一一一嶋の大暁

数討を誓っている︒敵討を諸神に折るという記述は︑頼朝︑が郎伊豆出に参鐙して

ったが︑幼い兄弟を残し出家しようとする女震を押しとどめ︑縁戚の曽我太郎

執念へと変わっていく︒一方︑嫡子を亡くした助親は︑出家して伊藤入道とな

神︑足柄︑富士浅間関の大菩薩︑殊には氏の大神﹂に成人するまでの加護を顕い︑

父の散である平家を討つという信頼を折顕したのと重なってくる︒父への孝養

へ再嫁させようとする︒以下は勃競の考えである︒

を説く母の言葉によって︑幼い一万の心には︑助通の子として︑伊藤の一族に
列なる者であるという︿家﹀への帰属意識が芽生えるのである︒母の言葉を胸

か思し食す︒老い衰へたる入道を態まむとや︒その義は少しも叶ふまじ︒

﹁淋を替ふべし︑と聞くは実やらむ︒少き者共をば誰に預け︑いかになれと

対運同樹川針矧叶引制材料剖叶剖側同d叫刈謝同対組討倒叫引射針刻例制

これは我が父御前の物なり︒我もいつか十七︑八のころに成て︑この具足

に刻んだ一万は︑父の一一一十五自の仏事の自︑父の形見を取り出し︑

どもを身に随ふる程にもならば︑などか宮藤一部を一目見て認はざるべき︒

凶制覇ゴ剖剰リ川村守︵中路︶栴横倒聞の出ぶ悶制対側矧憎が剤︑

にもまた従父なり︒折節この程最愛の女房に後れて︑浅からざる歎きの出

がために姉の子にて候へば甥なり︒鹿野前大分殿の御孫子なれば︑御ため

51査

我が身の未だ竹馬なるこそ悲しけれ﹂
一十五日・盟十九日の仏事﹂︶

者共に隔心をば置きて恩ひ候はじ︒人道も︑子細を委しく申し含むべく候

た少き者共をも育み給へ︒州 助 国 同 御 出 町UUU
細川﹁門叫杓出︑ぷ松併記

q

を承る︒その宿所へ入れ奉らむ︑と存じ候ふなり︒御歎きをも慰めて︑ま

ば交へざりけり︒五つ列れたる鳥のやに︑一つは父︑一つは母︑残りの一一一

﹁竣見給へ︑笛王殿︒天を飛ぶ趨だにも己らが友こそ列れて行け︒別の麹を

ふなり︒料d刑判叫月偏べば側射針対例制叫割ォ討出制引封叫倒例制創出制

︵巻一一﹁劫過の妻の再婚﹂︶

つは子共にてぞあるらむ︒されば︑物を一五はぬ畜生そらかくの如し︒況ん

nU1創制劇例刻斗け叫外叫寸
なるぞかし︒は付利同制同判叶叶叶叫制材利

助親は︑助通の子である一万・富王の兄弟を忘れ形克として大事に育てるよう

ふ故なり︒吉く吉く得︑むを関めて向後を御案じ候ふベし﹂

刻剖ゴ社印闘は叶村守剖引料刈剖剖洲樹矧け利引制叶叶パ川︒されば父だに

や我らは人輸に生を受けて︑和殿は弟とて七歳になる︒我は兄とて九つに

も表れている︒

と宣一一出向する︒この意識は︑母の再婚後に九歳の一万が七歳の答王に詰る言葉に

巻
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兄弟の行く末を案じての勧めであった︒曽我助信が選ばれたのは︑﹁入道がた

てしまう︒兄弟にとって裡父母となる助親夫妻は出家してしまったため︑幼い

女房を論し︑女房が尼になってしまう前に曽我太郎祐倍を呼び寄せ︑再嫁させ

を奪ひ取りつつ︑研藤入選にこの由をば申しける︒

1
日制計寸刻矧闘は矧は当寸縦叶叶引制叶 守
り奉る女一茂共早く見付け奉て刀

合せつつ問え焦れ給ふも理な党相料寸割引川剖割引制寸寸寸剖科劉剖頃

心憂き事をば聞くまじ﹂とて︑人の子共をば左右の膝に鼻居ゑて︑額を

して養育されることが決まったが︑助親の念頭にはまだ母親のそばから離すに

射訓寸
UJ閣制明引け刻引制ペペパ寸りは倒ぶHU創出制剖制叫割引ペリ﹂

思はねども︑殿の父伊藤殻の御計ひなれば曾我の里へ移るなり︒童にも子

泣く泣く︑﹁制刺リ寸ヰ尚樹麟

J 問削刻倒材料計叫出制刈叫叫則刻刈uu

②まづ河津殿の墓へ詣でつつ︑二人の子共を引き具して五輪に取り付きつつ︑

めに姉の子﹂とあるように助親の甥であり︑女房にとっても﹁従父﹂︵大石寺
本では﹁従兄弟﹂︶にあたり︑縁戒・一円であったからである︒助通の法要後

は幼い兄弟を成人させるということがあった︒助親がこのような措置をとった

しつつ︑曾我の里へ移り候ふなり︒父御前の御敏宮藤一郎助経を一時たんま

とて泣き給へば︑五識の一万も︑﹁祖父御前の仰せに依て母調前の御友を

に生まれた男子︵後の御一茂︶は助通の弟・九部助長夫妻が引き取り︑彼らの子と

理由は︑﹁入道は敵人を持たる身なれば︑自然に亡びん時は入道と倶に子共を

で守らせ給ごとて︑務の如くなる手を合せて︑小賢しく泣く泣く話きけ

失ひ給はむ事こそ悲しけれ︒﹂という一文からも明らかである︒ここでいう﹁敵
人﹂は︑幼い兄弟の敵である工藤助経を指す︒二女の万劫御前を助経から取り

れば︑見る人間く人袖を揺らぬは一人もなかりけり︒

女房が持つ助通の糞としての意識は︑①②の行動からも明らかである︒①で自

︵巻一三助通の棄の再婚﹂︶

一民し︑伊藤荘の領有権を取り上げたことが︑兄弟の行く末に影響を与えている︒

敵対関係になってしまったことから︑頼朝も﹁敵人﹂といえるだろう︒多くの

ら髪を切ろうとした女房だったが︑駆けつけた助親入道が自の前で自害をして

また︑一一一女との仲を山引き裂き︑孫である千鶴を流入の子として殺害したために︑

敵を作った助親は︑伊藤一族の者として認めた兄弟を生かし︑助通のえさを

では︑夫の後世を弔う者としての務めを果たすため︑また夫の形見である幼い

見せようとしたので︑諦めて﹁思ひの外なる曽我の毘﹂へ赴くことにする︒②

兄弟を成人させるために曽我に嫁ぐのであって︑それは嬰の命に逆らえないか

めだけではなかったのである︒仮名本系諸本でも真名本と同様︑﹁入道にも所
縁ある者﹂である助信を﹁入道があたりノなれば︑へだての心はあらず﹂︵十行

万も︑紅葉のような小さい手を合わせ︑祖父の命で母について曽我に行くが︑

らであると亡き夫に報告し︑♀理き守り﹂となってくれるよう頼んでいる︒一

存続させることを擾先しようとしている︒幼い兄弟の養育は︑息子の供養のた

本﹀として︑助指の人柄を保証し︑女房が再嫁した後も幼い兄弟を孫として︑

れている︒

頼っている︒母子の︿家﹀に対する意識は︑明らかに急逝した助通へと向けら

父の敏討の決意は果たすべき孝養であると認識し︑献を討つまでの加護を父に

また伊藤の︿家﹀の者として認識している点では関じである︒これに対して女
房は︑以下のような行動をとり抵抗する︒

参りたり︒郷出立ちあるべし﹂︵と︶申されければ︑女房この由を聞き給ひ

①入道︑使を立てて河津の女房の方へ云はせけるは︑﹁曾我より御迎へに人

て︑﹁伸明日常しの有様や︒己らが父に後れざらましかば︑今日明自かかる
真名本吋曽我物語﹄にみる︿家﹀意識
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成人した兄弟は︑頼朝が大々的に催す笛士野の狩場で父の敵・宮藤助経をみ

に世間体を気にしなければならなかった︒鎌倉鍛︵頼朝︶が治める﹁さしも怖し

たが︑曽我殿の棄として暮らす今は︑河津殿の忘れ形見である兄弟を守るため

意ながら︑兄弟を養育するために再婚する道を選ばざるを得なかった女房だっ

亡き向息子の魂に語りかけている︒慰問の半ば強要ともとれる勧めによって︑不本

ごと討ち果たすが︑十郎は討死︑五部は捕らわれた後︑頼朝の尋問により処刑

き世の中﹂で︑かつて女房は再嫁して間もない頃︑子どもたちの敵討をやめさ

現夫の曽我殿に﹁心有間の人あらば︑我に暇を免せよ︒一一人の子共と打列れて

において失はれ奉りぬ︒記らかかる謀叛人の孫子共なれば︑便宜のあらむ

にならせ給ひしを松河の棚に沈め奉りし故に御敵となりて︑先年伊藤の館

﹁汝ら諦に聴け︒制引料樹矧例劇刈韻凶ォ出銅創樹叫樹割判餅倒制叶寸ヨ樹

せようと諭していた︒

淡魔の庁へ参らむ﹂と訴え︑泣き伏す︒曽我殿は鎌倉殿︵頼朝︶の使として甲斐

時も︑曽我殿歎き申して留めたり︒︵中路︶引叫創出制剖制剖間同副剥州は

居へ行っていたが︑婦郷後すぐに兄弟の形見を見て﹁五つや一二つの年より我が

謀叛の思ひを留むべし︒その思を報ずるまでこそなからめ︑返て普我穀に

時は千度梅い︑百度悲しむとも叶ふべきか︒その上汝らが鎌倉へ召されし

母︑泣く泣く︑﹁さても笛王を年来不孝して免さざりつる事の余り悲し

歎きを与へむ事返す返すも口惜しかるべし︒恩を知らざる者は︑我人の皮

時︑敵の左構内尉に知らせつつ︑上の御敵に申しなして失はるベし︒その

c謝 料 利 朝 国 制 叫 判 制 は 凶 料 引

給へ︒また叢魂の影にでもこれを開けよ

を着たる畜生とて人倫の方には漏れぬる事︑ぞ︒

らずして割引吋引制朝日祈願凶叶刈吋叫掛川引叫出語科出制州制﹂とて︑

せなんどして︑各々訪ふ識にて曲一倍せよとて預け置きしかば︑それをば知

には替はら︑さりき︒上ばかりこそあれ︑二宮の姉に預け︑十郎には敢ら

問ォ封ud則叫封剖引リ同料引制叶吋 iされば註垂・小袖を着せしも︑先々

するということは︑曽我殿を窮地に陥れることになる︒ひいては曽我の家を滅

亡き父・河津殿の敵を討つことは︑謀叛の心を起こすことであり︑それを実行

伊藤助続の孫である兄弟を救った命の恩人は︑兄弟の養父である曽我殿である︒

︵巻四﹁母の嘆き﹂︶

︵巻四

一万一克服︑日世田我十郎と名乗る﹂︶

らぬ外人の名を取る事よ

＠彼らが父だにもこの世にあらば︑河津の某とこそ呼ばるべきに︑思ひも寄

を禁ずる態度の裏で︑女房は複雑な心情を抱えていた︒

ぼすことになるのだと︑母は涙ながらに訴える︒しかし︑子どもたちに敵討ち

えたが五郎には直接渡さなかったことを︑五郎は薄情な母だと思っただろうと

て触れ︑もっと早く勘当を解いてやればよかったと後講し︑十郎には小袖を与

母は︑笛王︵後の五部︶︑が出家せずに母の命を背いたとして勘当したことについ

︵巻十﹁曾我の人々の嘆き︑助経遺族の嘆き﹂︶

声を靖しまず泣かれけり︒

υ
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く︑党ゆるなり︒この条においては仏神も御襲︑ぜよ︑箕︷g −箕衆も照見し

身に相副ひしかば︑実子に劣ては思はざりしものを﹂と嘆き悲しむ︒

んだという報を受けた女房は︑亡き前夫・河津殿を失った時のように取り乱し︑

富士野の狩場での散討の後︑丹一一一郎・鬼王丸から形見を手渡され︑兄弟が死

に兄弟の母と弟・御一層殿の意識を中心に見ていくことにする︒

されてしまう︒ここでは︑残された人々の兄弟に対する悲しみの描写から︑特

三︑曽我兄弟をめぐる︿家﹀
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る子を法師になして︑合戦道の苦を助け奉らむとするに︑案に相違して男

なずして︑弓篇に懸りて修羅の苦患を受け給ふだにも悲しきに︑適一人あ

②哀れ︑げに河津殿寝果報少き人はなし︒未だ盛むなりし時死なば︑只は死

取りぬ︒曾我殻泣く泣く云ひけるは︑﹁女房の悲しみ︑助信が歎きもただ

取て本結擦に押し当てたりけるを︑八官我殿心疾くも見付けて小刀をば奪ひ

則て髪を切らむとて御簾の内へ走ち入りつつ︑曾我殿の差し替への小刀を

がらに融当を申し渡す女一房の言葉である︒亡き助通の妻として宮王に後世を弔

そして②は︑笛王が親の許しを得ずに元服したと開き︑閉めた障子越しに一課な

再嫁しなければ海津の姓を名乗ったであろうに︑と我が子の不運を嘆いている︒

曽我殿に出家を止められてしまう︒﹁御辺に列れ奉たる程こそ我が身をば我︑が

をしようとする︒しかし︑韓我殿との聞に生まれた子どもたちの養育のために︑

母の女房は︑河津殿の菩捷を弔おうとしたのと同じように︑兄弟のために出家

︵巻十﹁兄弟の葬送︑往藤内遺族の嘆き︑虎の嘆き﹂︶

なり︒童に暇を賜ふならば︑いかなる善棋にもは出るべし﹂とぞ歎かれける︒

いか撲なる山を起え︑いか様なる河を渡らむも不審く︑倶に行かむと思ふ

︒
二人の子共が的矢の知くに打列れて︑いかなる塁へとて行きけるやられ U

列村樹剖引樹斗引謝料射針例制科叫はは倒剖制ォバー叫割は制剖剣リ制ペサ

は歎くとても活るべからずいと云へば︑女房これを開き給ひて︑﹁御辺に

同じ事なるべし︒少き者共をば誰に頭け罷き︑何になれとか思し食す︒今

︵中路︶殺の者をこそ法師になして︑︑河津殿の後世を助けんと思ひしに︑

になりぬ︒いかなる人十人と五人持たる子だにも親の命に相叶ふらむ︒

患ひの外の砕を見るこそ悲しけれ
︿巻五﹁笛王一克服︑母に勘当される﹂︶

わせようとしたのに︑期待を裏切った我が子に対する強みともとれる言葉の中

心には任せね︒今は蜜に暇を免し給へ︒﹂とあるように︑兄弟を無事に育て上

①は︑一万の元服時に女房が心中で語った雷葉である︒河津殿︵助通︶が死に︑

には︑修羅道で苦しんでいる夫を気遣う心情があらわれている︒表向きは曽我

げるため︑昭男︵助親︶に畳一口われて再嫁したものの︑曽我殻との関に子どもが生ま

れ︑曽我殻の妻としての立場にあっても︑女房の意識はいまだ河津殿の︿家﹀

の︿家﹀に属する女房だったが︑心中では亡き助通の︿家﹀の者としての立場

兄弟の死を悲しむ曽我殿も︑兄弟を告分の本当の子のようにして育てたが︑

の者としての意識が顕れてきたのである︒女一携が伊藤の︿家﹀に列なる者とし

にある︒忘れ形見である兄弟の死によって︑心の奥に持ち続けた伊藤の︿家﹀

を持っていたことがうかがえる︒

心中では﹁第一には当君の御融当深き人々の末なれば︑世にあり顔ならむ事も

ての帰属意識を持ち続けていたことを示す表現が︑十郎の恋人であった大磯の

樺りあれば︑﹂として︑世間体を気にして不遇な生活を強いていた︒世間体を
気にした理由は︑やはり兄弟が頼朝の根みを買った伊藤助親の孫であったため

虎との対話場面の言葉にも見られる︒

事の悲しさよ︒同じく死する道ならば︑力及ばず左も右も定業とやらむ承

制割引寸制同封寸到矧寸寸 1揺朴吋酎間判引吋は回刈叫矧引刻吋謝料制引

は︑一日片時なりとも堪へであるべしとも覚えざりしに︑荷に懸て露の命

章程歎き深き者はまた世の中にあるべしとも覚えず︒故荷津殿に後れて後

である︒養父である曽我殿は成人した十郎に曽我の名字を名乗らせてはいるが︑
彼ら兄弟は曽我の︿家﹀の者ではなく︑伊藤の︿家﹀の者であると考えていた
のである︒
その後︑鎌倉殿から兄弟の首が曽我の里に送られてくると︑母の嘆きはいっ
そう深くなる︒
真名本﹁曽我物語﹄にみる︿家﹀意識
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の死する様に覚えて︑今一際の名残も精しく覚ゆるなり︒︵中略︶これらは

はせむ︒これらは皆太刀・小刀の崎に懸て失せぬれば︑ただ死ぬまじき者

れば︑病に伏し沈みつつ自を重ねてこれらに後るるならば︑寅てもいかが

を支えた者として認めてはいる︒この暗黙の捜の承認が︑虎を自ら﹁妻﹂と名

ないのであるが︑十部の文を形見として渡していることから︑妻のように怠子

認めているわけではない︒ただ間じ悲しみを共宥する者としてしかとらえてい

え入れ︑共に兄弟の菩援を弔うことを勧めるが︑虎をはっきりと﹁妻﹂として

女房はこの後も何度か曽我を訪れる虎を﹁閉じ悲しみを昔負う者﹂として迎
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成長てたり︒また故︑河津殿に後れて後は︑その形見と思ひしかば︑立くな

乗らせていくことになるのだと思われるが︑虎については次節で取り上げる︒

曽我の塁を女一腐は訪ねてきた虎と対語した時︑女房は﹁十郎に向ふ心地して馴

茂信に養育された後︑法師となった︒兄たちの許報を開いた御一居は︑次のよう

伊藤九郎助長の養子となって養育されたが︑叔父の死後︑叔母の縁で武蔵守源

が河津殿の死後に生まれた男子︑伊藤禅師︵御一揖殿︶である︒御一周殿は︑叔父・

遺された人々の中でもう一人︑伊藤の︿家﹀を意識していた者がいる︒それ

れども離るる事もなくて︑

しく忠ひ奉るJ と言いながら︑虎が悲しむ対象は十郎だけであるが︑自分は

な驚くべき行動に出る︒

︵第十﹁虎︑曾我の里を訪ねる﹂︶

ほど悲劇に見舞われた女性はいないと一線を翻す言葉を放っ︒仮名本系諸本で

東していく制度に飽ならない﹂と指摘し︑女房の悲劇の原因はコ社会性﹂と

う役割としての社会性も︑子供を生み育てる母性も︑ここに於ては﹁家﹂に坂

から︑﹁再婚を拒み︑敵討ちを子供に促すような︑節婦としての武家の妻とい

んできたこと辻何であったのか︒会田実は︑この女房の︿家﹀に規制された姿

んだようであると嘆いている︒自分︑が子どもを養育するために悲しさを耐え忍

でなく﹁皆太刀・小刀の崎に懸て﹂死んだことから︑苑ななくてもよい者が死

と祈念しつつ︑仏壇を立て行きけるが︑秘剣を引き抜き腹にほ憾き立てて低

兄助成・時宗が後生を助け給へ︒我が身と撰に一仏浄土に往生せしめ給へ﹂

等明王︑瀬くはこの経の読諦の功認に依て︑剥那怨害の罪障を撲滅し︑舎

乗妙典法華経中︑十羅科女︑十方一ニ世諸仏並口議︑諸天善神︑衆生擁護の天

樽み掌を合せて︑﹁帯無帰命瑛札︑大患教主釈迦牟尼善逝︑平等大会︑一

文字も鮮やかに見も分かざりければ︑巻き納め奉て差し霞きつつ︑数珠を

斗引吋倒U刑判﹂とて︑持仏堂に立ち入り︑持経を関て読まむとするが︑

i
は剤剖割引叶制覇
引引引吋刻刻間口刻剰剖付リ叶制開叫倒利引制叫﹂ 開

ものかな︒パ付制利時刻刻凶耕州劇剖制引制寸1コバ制料叫べ所叫廿矧利

﹁口構しの事かな︒弓矢を取る者の︑悲所を隔てつる事はあるまじかりける

河津殻・十郎・五郎・御一贋・京の小次郎と︑多くの男性に先立たれたことで私

も同様に︑夫と子ども遠の多くの死を経験してきた自分を﹁罪深き者﹂として

﹁母性﹂の双方から諌外された﹂ことにあるとしている︒を乏しかし︑点線

受け止めている︒そして女房は︑子どもたちの死にざまがヱ星条﹂によるもの

部のように︑﹁血の内より身に崩へて﹂﹁夜も畏も身を放たずして成長て﹂たの

様に伏しにけり︒人々早く見付けければ︑白書を半にぞしたりける︒

御一買は︑兄たちとともに父・荷津殿の敵一一剥がしたかったと梅やみ︑河津殿の子︑

︵巻十﹁御一房のこと︑京の小次郎・一一一浦余一のことなどこ

は十郎・五郎の二人であり︑京の小次郎と御一贋殿は我が子であっても縁が薄く︑
女房の悲しみは専ら十郎・五郎の二人にあった︒兄弟は女房にとって︑自らの
帰属を意識させる存在であったのである︒
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なった御一茂を召し出した鎌倉殻︵頼朝︶は︑御一房に対して敵討の意思があったの

ちの後を追って自害するという激しい行動によく表われている︒瀕死の状態と

すなわち伊藤の︿家﹀の者としての意識を強く持っている︒その意識は︑兄た

と云ふ候城の乞ひ取りて︑我が娘とぞ遵きける︒

母に副ひっつ宿中に遊びけるを︑形のよき

の子五歳と中しける年︑宮内判官家長も空しくなりぬ︒父死しての後は︑

ければ︑その名をば三虎御前とぞ呼びにける︒かくて貧し遵きし程に︑こ

ι付けて大磯の宿の長者に鶏鶴

かと問うが︑﹁討つべき散をば兄共が討ち侯ひぬ︒その上︑この身は自害を仕

そして﹁疾く疾く首を召すベし﹂と答えた震後︑御一廃は絶命する︒生まれた産

されし︑伏見大納言﹂︵太山寺本︶︑︵﹁伏見太納言実基郷﹂︵十行本︶︶とあり︑

虎の出自に関して伎名本系諾本では︑母は﹁大磯の長者﹂︑父はご年東へ流

︵巻五﹁十郎︑大磯の虎に観染む﹂﹀

後に︑育てられないからという理由で母に捨てられかけた御房であったが︑子

真名本で武家の娘とされているのに対し︑都から配流された喪人の娘とされて

て只今死なむとする者が︑伺事を申すとも何の甲斐繰ふべき﹂と堂々と述べる︒

どものいない叔父夫妻に亡き助通の形見として育てられたため︑伊藤の︿家﹀

いる︒父の血筋の面では都から関東へやってきた人物という一点に尽きるが︑

いずれにせよ︑母は遊女を束ねる宿の長者であり︑虎の出自は母の身分で判断

の者として強い告覚があったのだと思われる︒

を母に持つが︑もとからの遊女ではなかった︒平治の乱で信西入道を討った信

最後に︑十郎の死後︑棄と名乗った大磯の虎について考察する︒虎は︑遊女

ともなくなり︑母のいる宿にいたことが︑虎が﹁あさましき﹂と称する遊女の

結局虎は父が体制から外れた者であったばかりに︑父の死後は身を守られるこ

になっている者だから︑死後の披の東閣における勢力など無いに等しいだろう︒

されている︒高原由香里は︑﹁︷家長は都から落ちて海老名源八権守季貞に世話

頼の舎兄の乳母子・宮内判官家長を父に持ち︑五歳までは家長の娘として大切

との出会いの場詣で具体的に述べている理出として︑大山川鱈子は︑曽我兄弟の

身になるきっかけとなった︒﹂としている︒︵注6﹀また︑この虎の出自を十郎

回︑大磯の虎の︿家﹀意識

に養青されていた︒それが︑父を亡くしたことで︑大磯の長者・菊鶴に見出さ

祖父が鎌倉殿︿頼朝︶に敵対し︑さらに父の死︑母の再嫁によって伊豆の豪家の

れて養女となり︑母と問じ遊女という身分になってしまったのである︒
そもそも︑かの虎と申す遊君は︑母もとより平塚の需の者なりけり︒そ

たことが虎と類似していると指摘する︒先ほど第二節で述べたように︑父・河

津殿が亡くなった時︑見の一万辻五歳︑弟の笛王は一一一識であった︒虎が十郎一

嫡孫から相撲の小御家人の継子の庶子に没蕃したために︑恵まれぬ境遇にあっ

ひし人の娘なり︒その故は︑この人は平治の逆乱の謀叛に依て都の内には

筋であったのは︑﹁幸福な人生のスタートを切ったものの︑二人は共に五裁で

の父を尋ぬれば︑平治の乱の時諒されし悪右禽門督信頼郷の舎兄に︑民部

あり兼ねつつ︑東国鎌倉の方へ落ち下りたりけるに︑相模の国の住人に海

いっそう虎の思いを深めた理由として配されていたと読み取ることも可能で

父を亡くし︑その後︑他所へ移り︑恵まれぬ生活を送る︒このような類似が︑

権小輔基成とて奥州平泉へ流され給ふ人の御乳母子に︑宮内判官家長と云

みて居たりける程に︑年来になりければ平塚の留に夜文王と云ふ傾城のも

あろう︒﹂と考察している︒︵注 7︶

老名源八権守季貞と一五ふ人に都にて芳心する事ありける問︑その指所を惑

とへ通ひける穏に女子一人儲けたり︒寅の年の賓の日の寅の時に生れたり
る︿家﹀意識
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郎にも操を通そうとする特異な存在として物語中に描かれる︒虎が自分の身分

しかし︑遊女と位寵付けられる虎は︑他の遊女とは違った考え方を持ち︑十

生まれ変わることを祈りながら暮らしたいと訴える︒こうした意識は︑十郎死

して認められないので︑十郎とともに出家して︑助け合いながら来世一つ蓮に

女としてではなく︑十郎の妻としての地位を瀬う︒しかし現世では正式な糞と
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と自分の震する社会での生き方を自覚する言葉が︑十郎と最後に過ごした自の

に逗留して七E の参籍を遂ぐる折節︑一人の比丘尼来て伴寵る問︑五ひに

太子・当麻・笠置の岩雇・吉野・粉河の方までも拝み廻りて︑立く天王寺

かくて駿︑河の国を立ち出でて都の方へ上りにける︒熊野参詣を遂げつつ︑

後︑往藤内の妻︑京の小次郎の妻との名乗り合いの時に︑最も強く表われる︒

は思ひ給はじ︒されば始めより仰せられぬは理なれども︑身に取ては関

忠浅からずしてEを送りける程に︑側同封割引謝料叶村叫1ペ斗併出剖刷可

①まことに童と申すは大磯の遊女にて︑浅猿き身なれば世の常の女の数に

会話によく表われている︒

心なし︒殿に窓まれ奉て後は︑平や一一一年になりぬ︒今更恨み奉るべから

d

﹁自らは備前国費︵吉︶備津宮の往藤内が婦妻なり︒夫に後れて後︑心の

ず
︒
②まことに仰せの如く︑輩が党のやうなる遊者は︑少々宿設なければ徳見

らず患ひ奉て︑心苦し気なる御有様を見挙る度ごとに︑御忠の程をば知

む﹂とて禅修比丘足と列れてぞ下りける︒

備津宮の比丘尼これを関て︑﹁さらば御友︵伴︶申して我が夫の屍処を見

d 謝寸到叶は倒割引掛川川引吋ー貴

斗ゴ利叫制叶判リ制制廿制馴謝料矧劃叶

割剖州制引制判は割問削寸刻叶

割引寸湖剖叶村司剥削剥料同制刻寸

の常の習ひなれども︑童︑殿を見初め奉て後は早や一一一年になりぬ︒浅か

する人をば患はしきやうに賞し︑貧し気なる者には自をも見懸けぬは世

らねども︑人と等しき身ならましかば︑などか時々の便ともなり奉らざ

︵巻十﹁虎︑伊出の麗形弔問︑回国修行︑往藤内の棄に逢う﹂︶

から賎視される存在であることを示している︒そして︑十郎からも﹁方々のや

①②ともに遊女である自分の身分を評し︑一般の女性よりも身分が低く︑世間

遁によって︑﹁婦妻の名乗り﹂をすることになる︒加害者と被害者の妻の名乗

の境を越えることはなかったが︑出家・巡礼の途中︑住藤内の棄との偶然の避

もなく夫を殺害された棄は︑被害者である︒虎は十郎の生前は遊女と耕染み客

往藤内は兄弟の敵・祐経と間宿したがために巻添えになって殺害された︒理由

うなる人は︑助成が党のやうなる貧道の者には懇むところ何事にかあるべき﹂

り合いには︑懐みがましい言葉はなく︑夫を失った互いの悲しみを嘆き合い︑

︵巻六﹁十郎︑虎に搭顧のことを語る﹂︶

らむ︒一古ふに甲斐なき身こそ口精しけれと︑出なき心を尽す事もあり︒

と一一一一日われるように︑遊女は﹁少々宿世なければ徳見する人をば患はしきやうに

慰め合う姿しか見られない︒

虎は遊女としての生き方を示した上で︑﹁人と等しき身ならましかば︑など

御有様こそ椛しけれ︒童は本は鎌倉の者にて侍ひしが︑曾我太郎助信に

て︑﹁いかなる人にて御在せば︑打解けて御息みもなき︒心苦し気なる

かくて夜も明けければ︑泣く泣く痛をぞ出でける︒亭の女一府立ち出で

賞し︑貧し気なる者には自をも見懸けぬ﹂のが﹁世の常の習ひ﹂であると遊女

か時々の便ともなり奉らざらむ︒一五ふに甲斐なき身こそ口措しけれと︑出なき

は継子にて侍ひし京の小次部と申せし人の婦妻にて侍ひしが︑その夫に

の社会性を客観的に述べている︒︵注8︶

介の遊

心を尽す事もあり︒﹂と一途に十郎を想い︑十郎との出会いによって
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後れて後︑悲しみの余りにその骨を以︵持︶て諮問光寺へ参りつつ︑曇茶羅

没後も家を支えていくが︑問時に﹁平氏の女﹂とあるように︑その結婚は先併

る︒万寿の場合は︑父の決めた相手よりも自ら望んだ夫への貞節を守り︑夫の

矧べ寸1斗斗村叫引制剤叫創謝汁側関劇日制剖リ刈州樹劃同対側叫尉日

議にてかかる︷備にも留り合ひっるらむ﹂と思ひければ︑虎も流るる一俣を

ず︑出産後︑曽我の家へ再嫁することになる︒夫への貞節を重んじる女性にと

夫の菩提を弔うことも︑悲しみのあまりに夫の後を追って自害することもでき

る︒それに対して河津の女房は︑夫の死に際して壊妊していたため︑出家して

に山知ったものであり︑依然として北条の︿家﹀に時騒する意識を持ち続けてい

剖叫例制寸寸制リ倒併は樹同ォゴ州製封州新は倒州引制寸可制引制り溺

ベ討
刑判同副引料割寸寸寸出射例制成J 明叫対崩叫側同制剖樹引寸寸1

って︑再婚は不本意な第一ニの道であり︑この女房の場合は︑幼い子どもたちを

引制d叶け剖叫叶村同1虎はこの由を開き︑﹁患はずよ︒いかなる不思

ては今一染の刺しき御事かな﹂とて︑声を調へて焦れけり︒

られず︑いまだに意識は河津︵伊藤︶の︿家﹀に帰罵する︒そして大磯の虎は︑

表向きは現夫の曽我殿の妻としてありながらも︑心中では河津殿のことが忘れ

無事に養育させるために︑やむを得ず新たな妻として家を支える道を選択する︒

遊女という賎視される身分にありながら︑一人の男性に愛清を示して支え続け︑

︵巻十﹁虎︑善光寺詣︑京の小次郎の妻に逢う﹂︶

の侍︵条義三郎﹀が謀叛を起こした際に人の妻敵を討とうとして傷を負い︑それ

京の小次郎は︑兄弟の敵討に加勢しなかったが︑鎌倉殿︵頼朝︶の異母弟・範頼

男性の死後は妻として出家し菩提を弔うのである︒

このように︑頼朝の関東での勢力確立の捨で起こった摂藤一族の内紛︑曽我

の弟共が棺懇みし時︑打ち列れつつ一所にて死ぬる者ならば︑いかばかり勇し
からまし︒﹂と小次郎を非難しているが︑二人の妻たちにとっては夫を失った

兄弟の報恩を描きながら︑同時に棄としての立場︑︿家﹀への婦鶏意識を示す

がもとで亡くなった︒人々は﹁哀れ︑開じ死ぬる者ならば︑去っし五月︑二人

悲しみを慰め合うことしかなく︑虎も十郎に加勢しなかった小次郎に対して様

せるのである︒

ことで︑真名本作者の意識は物語内に︿家﹀という確かな意識を浮かび上がら

この避涯の場面は︑仮名本系統の本文には見られず︑真名本独自の本文であ

みはない︒

比較として︑太山寺本は吋太山寺本曽我物語﹄︵和泉吉典叢書︑一九九九年︶︑

本文は︑﹃真名本曽我物語﹄︵平凡社東洋文蔵︑一九八七年︶を使用した︒諾本

る︒これら二人の妻たちと出会い︑お互いに棄と名乗ることで︑虎は十郎の︿家﹀
に帰罵すると考えたのであろう︒十郎の妻として︑伊藤の︿家﹀に列なる者で

十行本は吋曽我物語﹄︵岩波日本古典文学大系︑九六六年︶を参照した︒

あろうとした虎の意識は︑確実に十郎へと向いている︒

おわりに
真名本全体を通してみると︑女性の︿家﹀に帰属する意識は実に犠々である︒
本稿で取り上げた万寿・河津の女房︵曽我の女房︶・大磯の虎の一一一人は︑夫の︿家﹀
に帰属する妻としての意識を持ち︑それまでの物語にはない生き方を貫いてい
真名本﹃曽我物語﹄にみる︿家﹀意識
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