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硝子戸の中 

夏目漱石 

 

一 

 

  (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)の (中:ｳﾁ)から外を見渡すと、 (霜除:ｼﾓﾖｹ)をした 

(芭蕉:ﾊﾞｼｮｳ)だの、赤い (実:ﾐ)の (結:ﾅ)った梅もどきの枝だの、無遠慮

に直立した電信柱だのがすぐ眼に着くが、その他にこれと云って数え

立てるほどのものはほとんど視線に入って (来:ｺ)ない。書斎にいる私の

眼界は (極:ｷﾜ)めて単調でそうしてまた極めて狭いのである。 

 その上私は去年の暮から (風邪:ｶｾﾞ)を引いてほとんど表へ出ずに、毎

日この硝子戸の中にばかり (坐:ｽﾜ)っているので、世間の様子はちっと

も分らない。心持が悪いから読書もあまりしない。私はただ坐ったり

寝たりしてその日その日を送っているだけである。 

 しかし私の頭は時々動く。気分も多少は変る。いくら狭い世界の中

でも狭いなりに事件が起って来る。それから小さい私と広い世の中と

を隔離しているこの硝子戸の中へ、時々人が入って (来:ｸ)る。それがま

た私にとっては思いがけない人で、私の思いがけない事を云ったり 

(為:ｼ)たりする。私は興味に (充:ﾐ)ちた眼をもってそれらの人を迎えた

り送ったりした事さえある。 

 私はそんなものを少し書きつづけて見ようかと思う。私はそうした

種類の (文字:ﾓﾝｼﾞ)が、忙がしい人の眼に、どれほどつまらなく映るだ

ろうかと (懸念:ｹﾈﾝ)している。私は電車の中でポッケットから新聞を出

して、大きな活字だけに眼を (注:ｿｿ)いでいる購読者の前に、私の書く

ような閑散な文字を (列:ﾅﾗ)べて紙面をうずめて見せるのを恥ずかしい

ものの一つに考える。
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これらの人々は火事や、泥棒や、人殺しや、すべてその日その日の出

来事のうちで、自分が重大と思う事件か、もしくは自分の神経を相当

に (刺戟:ｼｹﾞｷ)し得る (辛辣:ｼﾝﾗﾂ)な記事のほかには、新聞を手に取る必

要を認めていないくらい、時間に余裕をもたないのだから。――彼ら

は停留所で電車を待ち合わせる間に、新聞を買って、電車に乗ってい

る間に、 (昨日:ｷﾉｳ)起った社会の変化を知って、そうして役所か会社へ

行き着くと同時に、ポッケットに収めた新聞紙の事はまるで忘れてし

まわなければならないほど忙がしいのだから。 

 私は今これほど切りつめられた時間しか自由にできない人達の (軽

蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)を (冒:ｵｶ)して書くのである。 

 去年から欧洲では大きな戦争が始まっている。そうしてその戦争が

いつ済むとも (見当:ｹﾝﾄｳ)がつかない模様である。日本でもその戦争の

一小部分を引き受けた。それが済むと今度は議会が解散になった。 (来:

ｷﾀ)るべき総選挙は政治界の人々にとっての大切な問題になっている。

米が安くなり過ぎた結果農家に金が入らないので、どこでも不景気だ

と (零:ｺﾎﾞ)している。年中行事で云えば、春の (相撲:ｽﾓｳ)が近くに始ま

ろうとしている。要するに世の中は大変多事である。硝子戸の中にじ

っと坐っている私なぞはちょっと新聞に顔が出せないような気がする。

私が書けば政治家や軍人や実業家や (相撲狂:ｽﾓｳｷｮｳ)を (押:ｵ)し (退:ﾉ)

けて書く事になる。私だけではとてもそれほどの胆力が出て来ない。

ただ春に何か書いて見ろと云われたから、自分以外にあまり関係のな

いつまらぬ事を書くのである。
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それがいつまでつづくかは、私の筆の (都合:ﾂｺﾞｳ)と、紙面の (編輯:ﾍﾝ

ｼｭｳ)の都合とできまるのだから、 (判然:ﾊｯｷﾘ)した見当は今つきかねる。 

 

二 

 

 電話口へ呼び出されたから受話器を耳へあてがって用事を (訊:ｷ)い

て見ると、ある雑誌社の男が、私の写真を (貰:ﾓﾗ)いたいのだが、いつ 

(撮:ﾄ)りに行って好いか都合を知らしてくれろというのである。私は「写

真は少し困ります」と答えた。 

 私はこの雑誌とまるで関係をもっていなかった。それでも過去三四

年の間にその一二冊を手にした記憶はあった。人の笑っている顔ばか

りをたくさん (載:ﾉ)せるのがその特色だと思ったほかに、今は何にも頭

に残っていない。けれどもそこにわざとらしく笑っている顔の多くが

私に与えた不快の印象はいまだに消えずにいた。それで私は (断:ｺﾄ)わ

ろうとしたのである。 

 雑誌の男は、 (卯年:ｳﾄﾞｼ)の正月号だから卯年の人の顔を並べたいの

だという希望を述べた。私は先方のいう通り卯年の生れに相違なかっ

た。それで私はこう云った。―― 

「あなたの雑誌へ出すために (撮:ﾄ)る写真は笑わなくってはいけない

のでしょう」 

「いえそんな事はありません」と相手はすぐ答えた。あたかも私が今

までその雑誌の特色を誤解していたごとくに。 

「当り前の顔で構いませんなら載せていただいても (宜:ﾖﾛ)しゅうござ

います」 

「いえそれで結構でございますから、どうぞ」 

 私は相手と期日の約束をした上、電話を切った。 

  (中一日:ﾅｶｲﾁﾆﾁ)おいて打ち合せをした時間に、電話をかけた男が、 

(綺麗:ｷﾚｲ)な洋服を着て写真機を (携:ﾀｽﾞｻ)えて私の書斎に (這入:ﾊｲ)っ

て来た。私はしばらくその人と彼の従事している雑誌について話をし

た。それから写真を二枚(撮:ﾄ)って貰った。
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一枚は机の前に坐っている平生の姿、一枚は寒い (庭前:ﾆﾜｻｷ)の (霜:ｼﾓ)

の上に立っている普通の態度であった。書斎は光線がよく (透:ﾄｵ)らな

いので、機械を (据:ｽ)えつけてからマグネシアを (燃:ﾓ)した。その火の

燃えるすぐ前に、彼は顔を半分ばかり私の方へ出して、「御約束ではご

ざいますが、少しどうか笑っていただけますまいか」と云った。私は

その時突然(微:ｶｽ)かな (滑稽:ｺｯｹｲ)を感じた。しかし同時に馬鹿な事を

いう男だという気もした。私は「これで好いでしょう」と云ったなり

先方の注文には取り合わなかった。彼が私を庭の (木立:ｺﾀﾞﾁ)の前に立

たして、レンズを私の方へ向けた時もまた前と同じような (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)

な調子で、「御約束ではございますが、少しどうか……」と同じ言葉を 

(繰:ｸ)り (返:ｶｴ)した。私は前よりもなお笑う気になれなかった。 

 それから四日ばかり (経:ﾀ)つと、彼は郵便で私の写真を届けてくれた。

しかしその写真はまさしく彼の注文通りに笑っていたのである。その

時私は (中:ｱﾃ)が (外:ﾊｽﾞ)れた人のように、しばらく自分の顔を見つめ

ていた。私にはそれがどうしても手を入れて笑っているように (拵:ｺｼﾗ)

えたものとしか見えなかったからである。 

 私は念のため (家:ｳﾁ)へ来る四五人のものにその写真を出して見せた。

彼らはみんな私と同様に、どうも作って笑わせたものらしいという鑑

定を (下:ｸﾀﾞ)した。 

 私は生れてから (今日:ｺﾝﾆﾁ)までに、人の前で笑いたくもないのに笑

って見せた経験が何度となくある。その (偽:ｲﾂﾜ)りが今この写真師のた

めに (復讐:ﾌｸｼｭｳ)を受けたのかも知れない。 

 彼は気味のよくない苦笑を (洩:ﾓ)らしている私の写真を送ってくれ

たけれども、その写真を載せると云った雑誌はついに届けなかった。 

 

三 

 

 私がＨさんからヘクトーを貰った時の事を考えると、もういつの間

にか三四年の昔になっている。
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何だか夢のような心持もする。 

 その時彼はまだ (乳離:ﾁﾊﾞﾅ)れのしたばかりの小供であった。Ｈさん

の御弟子は彼を (風呂敷:ﾌﾛｼｷ)に包んで電車に (載:ﾉ)せて (宅:ｳﾁ)まで

連れて来てくれた。私はその (夜:ﾖ)彼を裏の物置の (隅:ｽﾐ)に寝かした。

寒くないように (藁:ﾜﾗ)を敷いて、できるだけ居心地の好い (寝床:ﾈﾄﾞｺ)

を (拵:ｺｼﾗ)えてやったあと、私は物置の戸を (締:ｼ)めた。すると彼は 

(宵:ﾖｲ)の (口:ｸﾁ)から泣き出した。夜中には物置の戸を爪で掻き破って

外へ出ようとした。彼は暗い所にたった (独:ﾋﾄ)り寝るのが淋しかった

のだろう、 (翌:ｱｸ)る (朝:ｱｻ)までまんじりともしない様子であった。 

 この不安は次の晩もつづいた。その (次:ﾂｷﾞ)の晩もつづいた。私は一

週間余りかかって、彼が与えられた藁の上にようやく安らかに眠るよ

うになるまで、彼の事が (夜:ﾖﾙ)になると必ず気にかかった。 

 私の小供は彼を珍らしがって、 (間:ﾏ)がな (隙:ｽｷ)がな (玩弄物:ｵﾓﾁｬ)

にした。けれども名がないのでついに彼を呼ぶ事ができなかった。と

ころが生きたものを相手にする彼らには、是非とも先方の名を呼んで

遊ぶ必要があった。それで彼らは私に向って犬に名を (命:ﾂ)けてくれと

せがみ出した。私はとうとうヘクトーという偉い名を、この小供達の 

(朋友:ﾎｳﾕｳ)に与えた。 

 それはイリアッドに出てくるトロイ一の勇将の名前であった。トロ

イと (希臘:ｷﾞﾘｼｬ)と戦争をした時、ヘクトーはついにアキリスのために

打たれた。アキリスはヘクトーに殺された自分の友達の (讐:ｶﾀｷ)を取っ

たのである。アキリスが (怒:ｲｶ)って希臘(方:ｶﾞﾀ)から (躍:ｵﾄﾞ)り出した

時に、城の中に逃げ込まなかったものはヘクトー一人であった。ヘク

トーは三たびトロイの城壁をめぐってアキリスの (鋒先:ﾎｺｻｷ)を避けた。

アキリスも三たびトロイの城壁をめぐってその (後:ｱﾄ)を追いかけた。
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そうしてしまいにとうとうヘクトーを (槍:ﾔﾘ)で突き殺した。それから

彼の (死骸:ｼｶﾞｲ)を自分の (軍車:ﾁｬﾘｵｯﾄ)に (縛:ｼﾊﾞ)りつけてまたトロ

イの城壁を三度(引:ﾋ)き (摺:ｽﾞ)り廻した。…… 

 私はこの偉大な名を、風呂敷包にして持って来た小さい犬に与えた

のである。何にも知らないはずの (宅:ｳﾁ)の小供も、始めは変な名だな

あと云っていた。しかしじきに慣れた。犬もヘクトーと呼ばれるたび

に、 (嬉:ｳﾚ)しそうに尾を振った。しまいにはさすがの名もジョンとか

ジォージとかいう平凡な (耶蘇教信者:ﾔｿｷｮｳｼﾝｼﾞｬ)の名前と一様に、 

(毫:ｺﾞｳ)も (古典的:ｸﾗｼｶﾙ)な響を私に与えなくなった。同時に彼はしだ

いに宅のものから (元:ﾓﾄ)ほど珍重されないようになった。 

 ヘクトーは多くの犬がたいてい (罹:ｶｶ)るジステンパーという病気の

ために一時入院した事がある。その時は子供がよく (見舞:ﾐﾏｲ)に行った。

私も見舞に行った。私の行った時、彼はさも嬉しそうに尾を振って、 

(懐:ﾅﾂ)かしい眼を私の上に向けた。私はしゃがんで私の顔を彼の (傍:ｿ

ﾊﾞ)へ持って行って、右の手で彼の頭を (撫:ﾅ)でてやった。彼はその返

礼に私の顔を (所嫌:ﾄｺﾛｷﾗ)わず (舐:ﾅ)めようとしてやまなかった。その

時彼は私の見ている前で、始めて医者の (勧:ｽｽ)める小量の牛乳を (呑:

ﾉ)んだ。それまで首を (傾:ｶｼ)げていた医者も、この分ならあるいは (癒:

ﾅｵ)るかも知れないと云った。ヘクトーははたして癒った。そうして (宅:

ｳﾁ)へ帰って来て、元気に飛び廻った。 

 

四 

 

 日ならずして、彼は二三の友達を (拵:ｺｼﾗ)えた。その (中:ｳﾁ)で最も

親しかったのはすぐ前の医者の宅にいる彼と同年輩ぐらいの (悪戯者:

ｲﾀｽﾞﾗﾓﾉ)であった。
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これは (基督教徒:ｷﾘｽﾄｷｮｳﾄ)に (相応:ﾌｻﾜ)しいジョンという名前を持っ

ていたが、その性質は (異端者:ｲﾀﾝｼｬ)のヘクトーよりも (遥:ﾊﾙｶ)に劣っ

ていたようである。むやみに人に (噛:ｶ)みつく (癖:ｸｾ)があるので、し

まいにはとうとう (打:ｳ)ち (殺:ｺﾛ)されてしまった。 

 彼はこの悪友を自分の庭に引き入れて勝手な (狼藉:ﾛｳｾﾞｷ)を働らい

て私を困らせた。彼らはしきりに樹の根を掘って用もないのに大きな

穴を (開:ｱ)けて喜んだ。 (綺麗:ｷﾚｲ)な草花の上にわざと (寝転:ﾈｺﾛ)んで、

花も茎も (容赦:ﾖｳｼｬ)なく散らしたり、倒したりした。 

 ジョンが殺されてから、 (無聊:ﾌﾞﾘｮｳ)な彼は (夜遊:ﾖｱｿ)び昼遊びを覚

えるようになった。散歩などに出かける時、私はよく交番の (傍:ｿﾊﾞ)

に (日向:ﾋﾅﾀ)ぼっこをしている彼を見る事があった。それでも宅にさえ

いれば、よくうさん臭いものに (吠:ﾎ)えついて見せた。そのうちで最も

猛烈に彼の攻撃を受けたのは、本所辺から来る (十歳:ﾄｵ)ばかりになる 

(角兵衛獅子:ｶｸﾍﾞｴｼﾞｼ)の子であった。この子はいつでも「 (今日:ｺﾝﾁ)

は御祝い」と云って入って来る。そうして (家:ｳﾁ)の者から、 (麺麭:ﾊﾟ

ﾝ)の皮と一銭銅貨を貰わないうちは帰らない事に一人できめていた。だ

からヘクトーがいくら吠えても逃げ出さなかった。かえってヘクトー

の方が、吠えながら (尻尾:ｼｯﾎﾟ)を (股:ﾏﾀ)の間に (挟:ﾊｻ)んで物置の方

へ退却するのが例になっていた。要するにヘクトーは弱虫であった。

そうして操行からいうと、ほとんど (野良犬:ﾉﾗｲﾇ)と (択:ｴﾗ)ぶところの

ないほどに堕落していた。それでも彼らに共通な (人懐:ﾋﾄﾅﾂ)っこい愛

情はいつまでも失わずにいた。
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時々顔を見合せると、彼は (必:ｶﾅﾗ)ず尾を (掉:ﾌ)って私に飛びついて来

た。あるいは彼の背を遠慮なく私の (身体:ｶﾗﾀﾞ)に (擦:ｽ)りつけた。私

は彼の泥足のために、衣服や (外套:ｶﾞｲﾄｳ)を (汚:ﾖｺﾞ)した事が何度ある

か分らない。 

 去年の夏から秋へかけて病気をした私は、一カ月ばかりの (間:ｱｲﾀﾞ)

ついにヘクトーに会う機会を得ずに過ぎた。 (病:ﾔﾏｲ)がようやく (怠:ｵ

ｺﾀ)って、 (床:ﾄｺ)の外へ出られるようになってから、私は始めて茶の間

の (縁:ｴﾝ)に立って彼の姿を (宵闇:ﾖｲﾔﾐ)の (裡:ｳﾁ)に認めた。私はすぐ

彼の名を呼んだ。しかし (生垣:ｲｹｶﾞｷ)の根にじっとうずくまっている彼

は、いくら呼んでも少しも私の (情:ﾅｻ)けに応じなかった。彼は首も動

かさず、尾も振らず、ただ白い (塊:ｶﾀﾏﾘ)のまま垣根にこびりついてる

だけであった。私は一カ月ばかり会わないうちに、彼がもう主人の声

を忘れてしまったものと思って、 (微:ｶｽ)かな (哀愁:ｱｲｼｭｳ)を感ぜずに

はいられなかった。 

 まだ秋の始めなので、どこの (間:ﾏ)の雨戸も (締:ｼ)められずに、星の

光が明け放たれた家の中からよく見られる晩であった。私の立ってい

た茶の間の縁には、 (家:ｳﾁ)のものが二三人いた。けれども私がヘクト

ーの名前を呼んでも彼らはふり向きもしなかった。私がヘクトーに忘

れられたごとくに、彼らもまたヘクトーの事をまるで念頭に置いてい

ないように思われた。 

 私は黙って座敷へ帰って、そこに敷いてある (布団:ﾌﾄﾝ)の上に横にな

った。病後の私は季節に不相当な (黒八丈:ｸﾛﾊﾁｼﾞｮｳ)の (襟:ｴﾘ)のかかっ

た (銘仙:ﾒｲｾﾝ)のどてらを着ていた。私はそれを脱ぐのが面倒だから、

そのまま (仰向:ｱｵﾑｹ)に寝て、手を胸の上で組み合せたなり黙って (天

井:ﾃﾝｼﾞｮｳ)を見つめていた。 

 

五 
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  (翌朝:ｱｸﾙｱｻ)書斎の縁に立って、 (初秋:ﾊﾂｱｷ)の庭の (面:ｵﾓﾃ)を見渡

した時、私は偶然また彼の白い姿を (苔:ｺｹ)の上に認めた。私は (昨夕:

ﾕｳﾍﾞ)の失望を (繰:ｸ)り (返:ｶｴ)すのが (厭:ｲﾔ)さに、わざと彼の名を呼

ばなかった。けれども立ったなりじっと彼の様子を見守らずにはいら

れなかった。彼は (立木:ﾀﾁｷ)の (根方:ﾈｶﾞﾀ)に (据:ｽ)えつけた石の (手

水鉢:ﾁｮｳｽﾞﾊﾞﾁ)の中に首を突き込んで、そこに (溜:ﾀﾏ)っている (雨水:ｱ

ﾏﾐｽﾞ)をぴちゃぴちゃ飲んでいた。 

 この手水鉢はいつ誰が持って来たとも知れず、裏庭の (隅:ｽﾐ)に (転:

ｺﾛ)がっていたのを、引越した当時植木屋に命じて今の位置に移させた 

(六角形:ﾛｯｶｸｶﾞﾀ)のもので、その頃は (苔:ｺｹ)が一面に (生:ﾊ)えて、側面

に刻みつけた (文字:ﾓﾝｼﾞ)も全く読めないようになっていた。しかし私

には移す前一度(判然:ﾊｯｷﾘ)とそれを読んだ記憶があった。そうしてその

記憶が文字として頭に残らないで、変な感情としていまだに胸の中を

往来していた。そこには寺と仏と無常の (匂:ﾆｵｲ)が (漂:ﾀﾀﾞﾖ)っていた。 

 ヘクトーは元気なさそうに (尻尾:ｼｯﾎﾟ)を垂れて、私の方へ背中を向

けていた。手水鉢を離れた時、私は彼の口から流れる (垂涎:ﾖﾀﾞﾚ)を見

た。 

「どうかしてやらないといけない。病気だから」と云って、私は看護

婦を (顧:ｶｴﾘ)みた。私はその時まだ看護婦を使っていたのである。 

 私は次の日も (木賊:ﾄｸｻ)の中に寝ている彼を一目見た。そうして同じ

言葉を看護婦に繰り返した。しかしヘクトーはそれ以来姿を隠したぎ

り再び (宅:ｳﾁ)へ帰って来なかった。 

「医者へ連れて行こうと思って、探したけれどもどこにもおりません」 

  (家:ｳﾁ)のものはこう云って私の顔を見た。私は黙っていた。
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しかし腹の中では彼を貰い受けた当時の事さえ思い起された。 (届書:ﾄ

ﾄﾞｹｼｮ)を出す時、種類という下へ (混血児:ｱｲﾉｺ)と書いたり、色という

字の下へ (赤斑:ｱｶﾏﾀﾞﾗ)と書いた (滑稽:ｺｯｹｲ)も (微:ｶｽ)かに胸に浮んだ。 

 彼がいなくなって約一週間も (経:ﾀ)ったと思う頃、一二丁(隔:ﾍﾀﾞﾀ)

ったある人の家から下女が使に来た。その人の庭にある池の中に犬の 

(死骸:ｼｶﾞｲ)が浮いているから引き上げて (頸輪:ｸﾋﾞﾜ)を改ためて見ると、

私の家の名前が (彫:ﾎ)りつけてあったので、知らせに来たというのであ

る。下女は「こちらで (埋:ｳ)めておきましょうか」と尋ねた。私はすぐ 

(車夫:ｸﾙﾏﾔ)をやって彼を引き取らせた。 

 私は下女をわざわざ寄こしてくれた (宅:ｳﾁ)がどこにあるか知らなか

った。ただ私の小供の時分から覚えている古い寺の (傍:ｿﾊﾞ)だろうとば

かり考えていた。それは (山鹿素行:ﾔﾏｶﾞｿｺｳ)の墓のある寺で、山門の手

前に、旧幕時代の記念のように、古い (榎:ｴﾉｷ)が一本立っているのが、

私の書斎の北の縁から (数多:ｱﾏﾀ)の屋根を越してよく見えた。 

 車夫は (筵:ﾑｼﾛ)の中にヘクトーの死骸を (包:ｸﾙ)んで帰って来た。私

はわざとそれに近づかなかった。 (白木:ｼﾗｷ)の小さい墓標を買って (来:

ｺ)さして、それへ「秋風の聞えぬ土に (埋:ｳ)めてやりぬ」という一句を

書いた。私はそれを (家:ｳﾁ)のものに渡して、ヘクトーの眠っている土

の上に建てさせた。彼の墓は猫の墓から (東北:ﾋｶﾞｼｷﾀ)に当って、ほぼ

一間ばかり離れているが、私の書斎の、寒い日の照らない北側の縁に

出て、 (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)のうちから、 (霜:ｼﾓ)に荒された裏庭を (覗:ﾉｿﾞ)

くと、二つともよく見える。
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もう薄黒く (朽:ｸ)ちかけた猫のに比べると、ヘクトーのはまだ (生々:ﾅ

ﾏﾅﾏ)しく光っている。しかし間もなく二つとも同じ色に古びて、同じく

人の眼につかなくなるだろう。 

 

六 

 

 私はその女に前後四五回会った。 

 始めて (訪:ﾀｽﾞ)ねられた時私は (留守:ﾙｽ)であった。取次のものが紹

介状を持って来るように注意したら、彼女は別にそんなものを貰う所

がないといって帰って行ったそうである。 

 それから一日ほど (経:ﾀ)って、女は手紙で (直接:ｼﾞｶ)に私の都合を聞

き合せに来た。その手紙の封筒から、私は女がつい眼と鼻の間に住ん

でいる事を知った。私はすぐ返事を書いて面会日を指定してやった。 

 女は約束の時間を (違:ﾀｶﾞ)えず来た。 (三:ﾐ)つ (柏:ｶｼﾜ)の (紋:ﾓﾝ)の

ついた (派出:ﾊﾃﾞ)な色の (縮緬:ﾁﾘﾒﾝ)の羽織を着ているのが、一番先に

私の眼に映った。女は私の書いたものをたいてい読んでいるらしかっ

た。それで話は多くそちらの方面へばかり延びて行った。しかし自分

の著作について (初見:ｼｮｹﾝ)の人から (賛辞:ｻﾝｼﾞ)ばかり受けているの

は、ありがたいようではなはだこそばゆいものである。実をいうと私

は (辟易:ﾍｷｴｷ)した。 

 一週間おいて女は再び来た。そうして私の (作物:ｻｸﾌﾞﾂ)をまた (賞:ﾎ)

めてくれた。けれども私の心はむしろそういう話題を避けたがってい

た。三度目に来た時、女は何かに感激したものと見えて、 (袂:ﾀﾓﾄ)から 

(手帛:ﾊﾝｹﾁ)を出して、しきりに涙を (拭:ﾇｸﾞ)った。そうして私に自分の

これまで経過して来た悲しい歴史を書いてくれないかと頼んだ。しか

しその話を聴かない私には何という返事も与えられなかった。私は女

に向って、よし書くにしたところで迷惑を感ずる人が出て来はしない

かと (訊:ｷ)いて見た。
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女は存外(判然:ﾊｯｷﾘ)した口調で、 (実名:ｼﾞﾂﾐｮｳ)さえ出さなければ構わ

ないと答えた。それで私はとにかく彼女の経歴を (聴:ｷ)くために、とく

に時間を (拵:ｺｼﾗ)えた。 

 するとその日になって、女は私に会いたいという別の女の人を連れ

て来て、例の話はこの次に延ばして貰いたいと云った。私には (固:ﾓﾄ)

より彼女の違約を責める気はなかった。二人を相手に世間話をして別

れた。 

 彼女が最後に私の書斎に (坐:ｽﾜ)ったのはその次の日の晩であった。

彼女は自分の前に置かれた (桐:ｷﾘ)の (手焙:ﾃｱﾌﾞﾘ)の灰を、 (真鍮:ｼﾝﾁｭ

ｳ)の (火箸:ﾋﾊﾞｼ)で突ッつきながら、悲しい身の上話を始める前、黙っ

ている私にこう云った。 

「この間は (昂奮:ｺｳﾌﾝ)して私の事を書いていただきたいように申し上

げましたが、それは (止:ﾔ)めに致します。ただ先生に聞いていただくだ

けにしておきますから、どうかそのおつもりで……」 

 私はそれに対してこう答えた。 

「あなたの許諾を得ない以上は、たといどんなに書きたい (事柄:ｺﾄｶﾞﾗ)

が出て来てもけっして書く (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)はありませんから御安心なさ

い」 

 私が充分な保証を女に与えたので、女はそれではと云って、彼女の

七八年前からの経歴を話し始めた。私は (黙然:ﾓｸﾈﾝ)として女の顔を見

守っていた。しかし女は多く眼を伏せて (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の中ばかり眺めて

いた。そうして (綺麗:ｷﾚｲ)な指で、真鍮の火箸を握っては、灰の中へ突

き刺した。 

 時々 (腑:ﾌ)に落ちないところが出てくると、私は女に向って短かい質

問をかけた。女は (単簡:ﾀﾝｶﾝ)にまた私の (納得:ﾅｯﾄｸ)できるように答を

した。しかしたいていは自分一人で口を (利:ｷ)いていたので、私はむし

ろ木像のようにじっとしているだけであった。 

 やがて女の頬は (熱:ﾎﾃ)って赤くなった。 



硝子戸の中《スピーチオ文庫》  13/84 

 (白粉:ｵｼﾛｲ)をつけていないせいか、その熱った頬の色が著るしく私の

眼に着いた。 (俯向:ｳﾂﾑｷ)になっているので、たくさんある黒い髪の毛

も自然私の注意を (惹:ﾋ)く種になった。 

 

七 

 

 女の告白は聴いている私を息苦しくしたくらいに悲痛を (極:ｷﾜ)めた

ものであった。彼女は私に向ってこんな質問をかけた。―― 

「もし先生が小説を御書きになる場合には、その女の始末をどうなさ

いますか」 

 私は返答に窮した。 

「女の死ぬ方がいいと御思いになりますか、それとも生きているよう

に御書きになりますか」 

 私はどちらにでも書けると答えて、 (暗:ｱﾝ)に女の (気色:ｹｼｷ)をうか

がった。女はもっと判然した (挨拶:ｱｲｻﾂ)を私から要求するように見え

た。私は仕方なしにこう答えた。―― 

「生きるという事を人間の中心点として考えれば、そのままにしてい

て (差支:ｻｼﾂｶｴ)ないでしょう。しかし美くしいものや (気高:ｹﾀﾞｶ)いも

のを一義において人間を評価すれば、問題が違って来るかも知れませ

ん」 

「先生はどちらを (御択:ｵｴﾗ)びになりますか」 

 私はまた (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)した。黙って女のいう事を聞いているよりほか

に仕方がなかった。 

「私は今持っているこの美しい心持が、時間というもののためにだん

だん薄れて行くのが (怖:ｺﾜ)くってたまらないのです。この記憶が消え

てしまって、ただ漫然と魂の (抜殻:ﾇｹｶﾞﾗ)のように生きている未来を想

像すると、それが苦痛で苦痛で恐ろしくってたまらないのです」 

 私は女が今広い (世間:ｾｶｲ)の中にたった一人立って、 (一寸:ｲｯｽﾝ)も

身動きのできない位置にいる事を知っていた。そうしてそれが私の力

でどうする訳にも行かないほどに、せっぱつまった境遇である事も知

っていた。私は手のつけようのない人の苦痛を傍観する位置に立たせ

られてじっとしていた。 
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 私は服薬の時間を計るため、客の前も (憚:ﾊﾊﾞ)からず常に (袂時計:ﾀ

ﾓﾄﾄﾞｹｲ)を (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の (傍:ﾜｷ)に置く (癖:ｸｾ)をもっていた。 

「もう十一時だから御帰りなさい」と私はしまいに女に云った。女は 

(厭:ｲﾔ)な顔もせずに立ち上った。私はまた「夜が (更:ﾌ)けたから送って

行って上げましょう」と云って、女と共に (沓脱:ｸﾂﾇｷﾞ)に下りた。 

 その時美くしい月が静かな (夜:ﾖ)を残る (隈:ｸﾏ)なく照らしていた。

往来へ出ると、ひっそりした土の上にひびく (下駄:ｹﾞﾀ)の音はまるで聞

こえなかった。私は (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をしたまま帽子も (被:ｶﾌﾞ)らずに、

女の (後:ｱﾄ)に (跟:ﾂ)いて行った。曲り角の所で女はちょっと (会釈:ｴｼ

ｬｸ)して、「先生に送っていただいてはもったいのうございます」と云っ

た。「もったいない訳がありません。同じ人間です」と私は答えた。 

 次の曲り角へ来たとき女は「先生に送っていただくのは光栄でござ

います」とまた云った。私は「本当に光栄と思いますか」と (真面目:ﾏ

ｼﾞﾒ)に尋ねた。女は簡単に「思います」とはっきり答えた。私は「そん

なら死なずに生きていらっしゃい」と云った。私は女がこの言葉をど

う解釈したか知らない。私はそれから一丁ばかり行って、また (宅:ｳﾁ)

の方へ引き返したのである。 

 むせっぽいような苦しい話を聞かされた私は、その夜かえって人間

らしい好い心持を久しぶりに経験した。そうしてそれが (尊:ﾀｯ)とい文

芸上の (作物:ｻｸﾌﾞﾂ)を読んだあとの気分と同じものだという事に気が

ついた。有楽座や帝劇へ行って得意になっていた自分の過去の影法師

が何となく浅ましく感ぜられた。 

 

八 
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 不愉快に (充:ﾐ)ちた人生をとぼとぼ (辿:ﾀﾄﾞ)りつつある私は、自分の

いつか一度到着しなければならない死という境地について常に考えて

いる。そうしてその死というものを生よりは楽なものだとばかり信じ

ている。ある時はそれを人間として達し得る最上至高の状態だと思う

事もある。 

「死は生よりも (尊:ﾀｯ)とい」 

 こういう言葉が近頃では絶えず私の胸を (往来:ｵｳﾗｲ)するようになっ

た。 

 しかし現在の私は今まのあたりに生きている。私の (父母:ﾌﾎﾞ)、私の 

(祖父母:ｿﾌﾎﾞ)、私の (曾祖父母:ｿｳｿﾌﾎﾞ)、それから順次に (溯:ｻｶﾉ)ぼっ

て、百年、二百年、 (乃至:ﾅｲｼ)千年万年の間に (馴致:ｼﾞｭﾝﾁ)された習慣

を、私一代で (解脱:ｹﾞﾀﾞﾂ)する事ができないので、私は依然としてこの

生に執着しているのである。 

 だから私の (他:ﾋﾄ)に与える (助言:ｼﾞｮｺﾞﾝ)はどうしてもこの生の許

す範囲内においてしなければすまないように思う。どういう風に生き

て行くかという狭い区域のなかでばかり、私は人類の (一人:ｲﾁﾆﾝ)とし

て他の人類の一人に向わなければならないと思う。すでに生の中に活

動する自分を認め、またその生の中に呼吸する他人を認める以上は、

互いの根本義はいかに苦しくてもいかに醜くてもこの生の上に置かれ

たものと解釈するのが当り前であるから。 

「もし生きているのが苦痛なら死んだら好いでしょう」 

 こうした言葉は、どんなに (情:ﾅｻｹ)なく世を観ずる人の口からも聞き

得ないだろう。医者などは安らかな眠に (赴:ｵﾓ)むこうとする病人に、

わざと注射の針を立てて、患者の苦痛を一刻でも延ばす工夫を (凝:ｺ)

らしている。こんな (拷問:ｺﾞｳﾓﾝ)に近い (所作:ｼｮｻ)が、人間の徳義とし

て許されているのを見ても、いかに根強く我々が生の一字に (執着:ｼｭｳ

ﾁｬｸ)しているかが解る。
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私はついにその人に死をすすめる事ができなかった。 

 その人はとても回復の見込みのつかないほど深く自分の胸を (傷:ｷ

ｽﾞﾂ)けられていた。同時にその傷が普通の人の経験にないような美くし

い思い出の種となってその人の (面:ｵﾓﾃ)を輝やかしていた。 

 彼女はその美くしいものを宝石のごとく大事に永久彼女の胸の奥に 

(抱:ﾀﾞ)き (締:ｼ)めていたがった。不幸にして、その美くしいものはとり

も直さず彼女を死以上に苦しめる (手傷:ﾃｷｽﾞ)そのものであった。二つ

の物は紙の裏表のごとくとうてい引き離せないのである。 

 私は彼女に向って、すべてを (癒:ｲﾔ)す「時」の流れに従って (下:ｸﾀﾞ)

れと云った。彼女はもしそうしたらこの大切な記憶がしだいに (剥:ﾊ)

げて行くだろうと嘆いた。 

 公平な「時」は大事な (宝物:ﾀｶﾗﾓﾉ)を彼女の手から奪う代りに、その

傷口もしだいに療治してくれるのである。 (烈:ﾊｹﾞ)しい生の歓喜を夢の

ように (暈:ﾎﾞｶ)してしまうと同時に、今の歓喜に伴なう (生々:ﾅﾏﾅﾏ)し

い苦痛も (取:ﾄ)り (除:ﾉ)ける手段を (怠:ｵｺ)たらないのである。 

 私は深い恋愛に根ざしている熱烈な記憶を取り上げても、彼女の (創

口:ｷｽﾞｸﾞﾁ)から (滴:ｼﾀﾀ)る血潮を「時」に (拭:ﾇｸﾞ)わしめようとした。

いくら平凡でも生きて行く方が死ぬよりも私から見た彼女には適当だ

ったからである。 

 かくして常に生よりも死を (尊:ﾀｯﾄ)いと信じている私の希望と助言

は、ついにこの不愉快に (充:ﾐ)ちた生というものを超越する事ができな

かった。しかも私にはそれが実行上における自分を、 (凡庸:ﾎﾞﾝﾖｳ)な自

然主義者として (証拠:ｼｮｳｺ)立てたように見えてならなかった。私は今

でも半信半疑の眼でじっと自分の心を眺めている。 

 

九 

 

 私が高等学校にいた頃、比較的親しく (交際:ﾂｷｱ)った友達の中にＯと

いう人がいた。
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その時分からあまり多くの (朋友:ﾎｳﾕｳ)を持たなかった私には、自然Ｏ

と (往来:ﾕｷｷ)を (繁:ｼｹﾞ)くするような傾向があった。私はたいてい一週

に一度くらいの割で彼を (訪:ﾀｽﾞ)ねた。ある年の暑中休暇などには、毎

日欠かさず (真砂町:ﾏｻｺﾞﾁｮｳ)に下宿している彼を誘って、 (大川:ｵｵｶﾜ)

の水泳場まで行った。 

 Ｏは東北の人だから、口の (利:ｷ)き (方:ｶﾀ)に私などと違った (鈍:ﾄﾞ

ﾝ)でゆったりした調子があった。そうしてその調子がいかにもよく彼の

性質を代表しているように思われた。何度となく彼と議論をした記憶

のある私は、ついに彼の (怒:ｵｺ)ったり激したりする顔を見る事ができ

ずにしまった。私はそれだけでも充分彼を敬愛に (価:ｱﾀｲ)する (長者:ﾁ

ｮｳｼｬ)として認めていた。 

 彼の性質が (鷹揚:ｵｳﾖｳ)であるごとく、彼の頭脳も私よりは (遥:ﾊﾙ)

かに大きかった。彼は常に当時の私には、考えの及ばないような問題

を一人で考えていた。彼は最初から理科へ入る目的をもっていながら、

好んで哲学の書物などを (繙:ﾋﾓﾄ)いた。私はある時彼からスペンサーの

第一原理という本を借りた事をいまだに忘れずにいる。 

 空の澄み切った (秋日和:ｱｷﾋﾞﾖﾘ)などには、よく二人連れ立って、足

の向く方へ勝手な話をしながら歩いて行った。そうした場合には、往

来へ (塀越:ﾍｲｺﾞｼ)に差し出た (樹:ｷ)の枝から、黄色に染まった (小:ﾁ)

さい葉が、風もないのに、はらはらと散る (景色:ｹｼｷ)をよく見た。それ

が偶然彼の眼に触れた時、彼は「あッ悟った」と低い声で叫んだ事が

あった。
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ただ秋の色の (空:ｸｳ)に動くのを美くしいと観ずるよりほかに能のない

私には、彼の言葉が封じ込められた或秘密の (符徴:ﾌﾁｮｳ)として怪しい

響を耳に伝えるばかりであった。「悟りというものは妙なものだな」と

彼はその (後:ｱﾄ)から平生のゆったりした調子で (独言:ﾋﾄﾘｺﾞﾄ)のよう

に説明した時も、私には一口の (挨拶:ｱｲｻﾂ)もできなかった。 

 彼は貧生であった。 (大観音:ｵｵｶﾞﾝﾉﾝ)の (傍:ｿﾊﾞ)に間借をして (自炊:

ｼﾞｽｲ)していた頃には、よく (干鮭:ｶﾗｻﾞｹ)を焼いて (佗:ﾜ)びしい食卓に

私を着かせた。ある時は (餅菓子:ﾓﾁｶﾞｼ)の代りに煮豆を買って来て、竹

の皮のまま双方から突っつき合った。 

 大学を卒業すると間もなく彼は地方の中学に赴任した。私は彼のた

めにそれを残念に思った。しかし彼を知らない大学の先生には、それ

がむしろ当然と見えたかも知れない。彼自身は無論平気であった。そ

れから何年かの (後:ﾉﾁ)に、たしか三年の契約で、支那のある学校の教

師に雇われて行ったが、任期が (充:ﾐ)ちて帰るとすぐまた内地の中学校

長になった。それも秋田から横手に (遷:ｳﾂ)されて、今では (樺太:ｶﾊﾞﾌ

ﾄ)の校長をしているのである。 

 去年上京したついでに久しぶりで私を (訪:ﾀｽﾞ)ねてくれた時、取次の

ものから名刺を受取った私は、すぐその足で座敷へ行って、いつもの

通り客より先に席に着いていた。すると (廊下伝:ﾛｳｶﾂﾞﾀｲ)に (室:ﾍﾔ)の

入口まで来た彼は、 (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の上にきちんと (坐:ｽﾜ)っている私

の姿を見るや否や、「いやに澄ましているな」と云った。 

 その時(向:ﾑｺｳ)の言葉が終るか終らないうちに「うん」という返事が

いつか私の口を (滑:ｽﾍﾞ)って出てしまった。
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どうして私の (悪口:ﾜﾙｸﾁ)を自分で肯定するようなこの (挨拶:ｱｲｻﾂ)が、

それほど自然に、それほど (雑作:ｿﾞｳｻ)なく、それほど (拘泥:ｺﾀﾞ)わら

ずに、するすると私の (咽喉:ﾉﾄﾞ)を (滑:ｽﾍﾞ)り越したものだろうか。私

はその時透明な好い心持がした。 

 

十 

 

 向い合って座を占めたＯと私とは、何より先に互の顔を見返して、

そこにまだ (昔:ﾑｶ)しのままの (面影:ｵﾓｶｹﾞ)が、 (懐:ﾅﾂ)かしい夢の記念

のように残っているのを認めた。しかしそれはあたかも古い心が新し

い気分の中にぼんやり織り込まれていると同じ事で、薄暗く一面に 

(霞:ｶｽ)んでいた。恐ろしい「時」の威力に抵抗して、再びもとの姿に返

る事は、二人にとってもう不可能であった。二人は別れてから今会う

までの間に (挟:ﾊｻ)まっている過去という不思議なものを (顧:ｶｴﾘ)みな

い訳に行かなかった。 

 Ｏは昔し (林檎:ﾘﾝｺﾞ)のように赤い頬と、人一倍大きな丸い眼と、そ

れから女に適したほどふっくりした (輪廓:ﾘﾝｶｸ)に包まれた顔をもって

いた。今見てもやはり赤い頬と丸い眼と、同じく骨張らない輪廓の持

主ではあるが、それが昔しとはどこか違っている。 

 私は彼に私の (口髭:ｸﾁﾋｹﾞ)と (揉:ﾓ)み (上:ｱ)げを見せた。彼はまた私

のために自分の頭を (撫:ﾅ)でて見せた。私のは白くなって、彼のは薄く 

(禿:ﾊ)げかかっているのである。 

「人間も (樺太:ｶﾊﾞﾌﾄ)まで行けば、もう行く先はなかろうな」と私が 

(調戯:ｶﾗｶ)うと、彼は「まあそんなものだ」と答えて、私のまだ見た事

のない樺太の話をいろいろして聞かせた。しかし私は今それをみんな

忘れてしまった。夏は大変好い所だという事を覚えているだけである。 

 私は幾年ぶりかで、彼といっしょに表へ出た。彼はフロックの上へ、

とんびのような (外套:ｶﾞｲﾄｳ)をぶわぶわに着ていた。
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そうして電車の中で (釣革:ﾂﾘｶﾜ)にぶら下りながら、 (隠袋:ｶｸｼ)から 

(手帛:ﾊﾝｹﾁ)に包んだものを出して私に見せた。私は「なんだ」と (訊:ｷ)

いた。彼は「 (栗饅頭:ｸﾘﾏﾝｼﾞｭｳ)だ」と答えた。栗饅頭は (先刻:ｻｯｷ)彼

が私の (宅:ｳﾁ)にいた時に出した菓子であった。彼がいつの間に、それ

を手帛に包んだろうかと考えた時、私はちょっと驚かされた。 

「あの栗饅頭を取って来たのか」 

「そうかも知れない」 

 彼は私の驚いた様子を馬鹿にするような調子でこう云ったなり、そ

の (手帛:ﾊﾝｹﾁ)の包をまた (隠袋:ｶｸｼ)に収めてしまった。 

 我々はその晩帝劇へ行った。私の手に入れた二枚の切符に北側から

入れという注意が書いてあったのを、つい間違えて、南側へ廻ろうと

した時、彼は「そっちじゃないよ」と私に注意した。私はちょっと立

ち留まって考えた上、「なるほど方角は (樺太:ｶﾊﾞﾌﾄ)の方が (確:ﾀｼｶ)な

ようだ」と云いながら、また指定された入口の方へ引き返した。 

 彼は始めから帝劇を知っていると云っていた。しかし (晩餐:ﾊﾞﾝｻﾝ)

を済ました (後:ｱﾄ)で、自分の席へ帰ろうとするとき、誰でもやる通り、

二階と一階の (扉:ﾄﾞｱｰ)を間違えて、私から笑われた。 

 折々隠袋から (金縁:ｷﾝﾌﾞﾁ)の (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)を出して、手に持った (摺

物:ｽﾘﾓﾉ)を読んで見る彼は、その眼鏡を (除:ﾊｽﾞ)さずに遠い舞台を平気

で眺めていた。 

「それは老眼鏡じゃないか。よくそれで遠い所が見えるね」 

「なにチャブドーだ」 

 私にはこのチャブドーという意味が全く解らなかった。彼はそれを

大差なしという支那語だと云って説明してくれた。 

 その夜の帰りに電車の中で私と別れたぎり、彼はまた遠い寒い日本

の領地の北の (端:ﾊｽﾞ)れに行ってしまった。 

 私は彼を (想:ｵﾓ)い出すたびに、 (達人:ﾀﾂｼﾞﾝ)という彼の名を考える。
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するとその名がとくに彼のために天から与えられたような心持になる。

そうしてその達人が雪と氷に (鎖:ﾄ)ざされた北の (果:ﾊﾃ)に、まだ中学

校長をしているのだなと思う。 

 

十一 

 

 ある奥さんがある女の人を私に紹介した。 

「何か書いたものを見ていただきたいのだそうでございます」 

 私は奥さんのこの言葉から、頭の中でいろいろの事を考えさせられ

た。 (今:ｲﾏ)まで私の所へ自分の書いたものを読んでくれと云って来た

ものは何人となくある。その中には原稿紙の厚さで、一寸または二寸

ぐらいの (嵩:ｶｻ)になる大部のものも交っていた。それを私は時間の都

合の許す限りなるべく読んだ。そうして簡単な私はただ読みさえすれ

ば自分の頼まれた義務を (果:ﾊﾀ)したものと心得て満足していた。とこ

ろが先方では後から新聞に出してくれと云ったり、雑誌へ載せて (貰:ﾓ

ﾗ)いたいと頼んだりするのが常であった。中には (他:ﾋﾄ)に読ませるの

は手段で、原稿を金に換えるのが本来の目的であるように思われるの

も少なくはなかった。私は知らない人の書いた読みにくい原稿を好意

的に読むのがだんだん (厭:ｲﾔ)になって来た。 

 もっとも私の時間に教師をしていた頃から見ると、多少の弾力性が

できてきたには相違なかった。それでも自分の仕事にかかれば腹の中

はずいぶん多忙であった。親切ずくで見てやろうと約束した原稿すら、

なかなか (埒:ﾗﾁ)のあかない場合もないとは限らなかった。 

 私は私の頭で考えた通りの事をそのまま奥さんに話した。奥さんは

よく私のいう意味を領解して帰って行った。約束の女が私の座敷へ来

て、 (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の上に坐ったのはそれから間もなくであった。 (佗:

ﾜ)びしい雨が今にも降り出しそうな暗い空を、 (硝子戸越:ｶﾞﾗｽﾄﾞｺﾞｼ)

に眺めながら、私は女にこんな話をした。―― 

「これは社交ではありません。
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御互に (体裁:ﾃｲｻｲ)の好い事ばかり云い合っていては、いつまで (経:ﾀ)

ったって、啓発されるはずも、利益を受ける訳もないのです。あなた

は思い切って正直にならなければ (駄目:ﾀﾞﾒ)ですよ。自分さえ充分に開

放して見せれば、今あなたがどこに立ってどっちを向いているかとい

う実際が、私によく見えて来るのです。そうした時、私は始めてあな

たを指導する資格を、あなたから与えられたものと自覚しても (宜:ﾖﾛ)

しいのです。だから私が何か云ったら、腹に答えべき或物を持ってい

る以上、けっして黙っていてはいけません。こんな事を云ったら笑わ

れはしまいか、恥を (掻:ｶ)きはしまいか、または失礼だといって怒られ

はしまいかなどと遠慮して、相手に自分という正体を黒く塗り (潰:ﾂﾌﾞ)

した所ばかり示す (工夫:ｸﾌｳ)をするならば、私がいくらあなたに利益を

与えようと (焦慮:ｱｾｯ)ても、私の射る矢はことごとく (空矢:ｱﾀﾞﾔ)にな

ってしまうだけです。 

「これは私のあなたに対する注文ですが、その代り私の方でもこの私

というものを隠しは致しません。ありのままを (曝:ｻﾗ)け (出:ﾀﾞ)すより

ほかに、あなたを教える (途:ﾐﾁ)はないのです。だから私の考えのどこ

かに (隙:ｽｷ)があって、その隙をもしあなたから見破られたら、私はあ

なたに私の弱点を握られたという意味で敗北の結果に (陥:ｵﾁｲ)るので

す。教を受ける人だけが自分を開放する義務をもっていると思うのは

間違っています。教える人も (己:ｵﾉ)れをあなたの前に打ち明けるので

す。双方とも社交を離れて (勘破:ｶﾝﾊﾟ)し合うのです。 

「そういう訳で私はこれからあなたの書いたものを拝見する時に、ず

いぶん手ひどい事を思い切って云うかも知れませんが、しかし怒って

はいけません。あなたの感情を害するためにいうのではないのですか

ら。その代りあなたの方でも (腑:ﾌ)に落ちない所があったらどこまでも

切り込んでいらっしゃい。あなたが私の主意を了解している以上、私

はけっして怒るはずはありませんから。 
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「要するにこれはただ現状維持を目的として、 (上滑:ｳﾜｽﾍﾞ)りな円滑を

主位に置く社交とは全く別物なのです。解りましたか」 

 女は解ったと云って帰って行った。 

 

十二 

 

 私に (短冊:ﾀﾝｻﾞｸ)を書けの、詩を書けのと云って来る人がある。そう

してその短冊やら (絖:ﾇﾒ)やらをまだ承諾もしないうちに送って来る。

最初のうちはせっかくの希望を無にするのも気の毒だという考から、 

(拙:ﾏｽﾞ)い字とは思いながら、先方の云うなりになって書いていた。け

れどもこうした好意は永続しにくいものと見えて、だんだん多くの人

の依頼を無にするような傾向が強くなって来た。 

 私はすべての人間を、毎日毎日恥を (掻:ｶ)くために生れてきたものだ

とさえ考える事もあるのだから、変な字を (他:ﾋﾄ)に送ってやるくらい

の (所作:ｼｮｻ)は、あえてしようと思えば、やれないとも限らないのであ

る。しかし自分が病気のとき、仕事の忙がしい時、またはそんな (真似:

ﾏﾈ)のしたくない時に、そういう注文が引き続いて起ってくると、実際

弱らせられる。彼らの多くは全く私の知らない人で、そうして自分達

の送った短冊を再び送り返すこちらの (手数:ﾃｽｳ)さえ、まるで眼中に置

いていないように見えるのだから。 

 そのうちで一番私を不愉快にしたのは (播州:ﾊﾞﾝｼｭｳ)の (坂越:ｻｺﾞｼ)

にいる岩崎という人であった。この人は数年前よく (端書:ﾊｶﾞｷ)で私に

俳句を書いてくれと頼んで来たから、その (都度:ﾂﾄﾞ)向うのいう通り書

いて送った記憶のある男である。その (後:ﾉﾁ)の事であるが、彼はまた

四角な薄い小包を私に送った。
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私はそれを開けるのさえ面倒だったから、ついそのままにして書斎へ 

(放:ﾎｳ)り (出:ﾀﾞ)しておいたら、下女が (掃除:ｿｳｼﾞ)をする時、つい書物

と書物の間へ (挟:ﾊｻ)み込んで、まず (体:ﾃｲ)よくしまい (失:ﾅ)くした姿

にしてしまった。 

 この小包と前後して、名古屋から茶の缶が (私宛:ﾜﾀｸｼｱﾃ)で届いた。

しかし誰が何のために送ったものかその意味は全く解らなかった。私

は遠慮なくその茶を飲んでしまった。するとほどなく坂越の男から、

富士登山の (画:ｴ)を返してくれと云ってきた。彼からそんなものを貰っ

た (覚:ｵﾎﾞｴ)のない私は、 (打:ｳ)ちやっておいた。しかし彼は富士登山

の画を返せ返せと三度も四度も催促してやまない。私はついにこの男

の精神状態を疑い出した。「 (大方:ｵｵｶﾀ)気違だろう。」私は心の中でこ

うきめたなり向うの催促にはいっさい取り合わない事にした。 

 それから二三カ月(経:ﾀ)った。たしか夏の初の頃と記憶しているが、

私はあまり乱雑に取り散らされた書斎の中に (坐:ｽﾜ)っているのがうっ

とうしくなったので、一人でぽつぽつそこいらを片づけ始めた。その

時書物の整理をするため、好い加減に積み重ねてある字引や参考書を、

一冊ずつ改めて行くと、思いがけなく坂越の男が寄こした例の小包が

出て来た。私は今まで忘れていたものを、 (眼:ﾏ)のあたり見て驚ろいた。

さっそく封を (解:ﾄ)いて中を (検:ｼﾗ)べたら、小さく畳んだ画が一枚入

っていた。それが富士登山の図だったので、私はまた (吃驚:ﾋﾞｯｸﾘ)した。 

 包のなかにはこの画のほかに手紙が一通添えてあって、それに画の

賛をしてくれという依頼と、御礼に茶を送るという文句が書いてあっ

た。私はいよいよ驚ろいた。 

 しかしその時の私はとうてい富士登山の図などに賛をする勇気をも

っていなかった。
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私の気分が、そんな事とは (遥:ﾊﾙ)か (懸:ｶ)け離れた所にあったので、

その画に調和するような俳句を考えている暇がなかったのである。け

れども私は恐縮した。私は (丁寧:ﾃｲﾈｲ)な手紙を書いて、自分の怠慢を

謝した。それから茶の御礼を云った。最後に富士登山の図を小包にし

て返した。 

 

十三 

 

 私はこれで (一段落:ｲﾁﾀﾞﾝﾗｸ)ついたものと思って、例の (坂越:ｻｺﾞｼ)

の男の事を、それぎり念頭に置かなかった。するとその男がまた短冊

を封じて (寄:ﾖ)こした。そうして今度は義士に関係のある句を書いてく

れというのである。私はそのうち書こうと云ってやった。しかしなか

なか書く機会が来なかったので、ついそのままになってしまった。け

れども (執濃:ｼﾂｺ)いこの男の方ではけっしてそのままに済ます気はな

かったものと見えて、むやみに催促を始め出した。その催促は一週に

一遍か、二週に一遍の割できっと来た。それが必ず (端書:ﾊｶﾞｷ)に限っ

ていて、その書き出しには、必ず「拝啓失敬申し候えども」とあるに

きまっていた。私はその人の端書を見るのがだんだん不愉快になって

来た。 

 同時に向うの催促も、今まで私の予期していなかった変な特色を帯

びるようになった。最初には茶をやったではないかという言葉が見え

た。私がそれに取り合わずにいると、今度はあの茶を返してくれとい

う文句に改たまった。私は返す事はたやすいが、その (手数:ﾃｶｽﾞ)が面

倒だから、東京まで取りに来れば返してやると云ってやりたくなった。

けれども坂越の男にそういう手紙を出すのは、自分の品格に (関:ｶｶ)わ

るような気がしてあえてし切れなかった。返事を受け取らない先方は

なおの事催促をした。茶を返さないならそれでも好いから、金一円を

その代価として送って寄こせというのである。私の感情はこの男に対

してしだいに (荒:ｽｻ)んで来た。しまいにはとうとう自分を忘れるよう

になった。
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茶は飲んでしまった、短冊は (失:ﾅ)くしてしまった、以来端書を寄こす

事はいっさい無用であると書いてやった。そうして心のうちで、非常

に (苦々:ﾆｶﾞﾆｶﾞ)しい気分を経験した。こんな非紳士的な (挨拶:ｱｲｻﾂ)

をしなければならないような穴の中へ、私を追い込んだのは、この坂

越の男であると思ったからである。こんな男のために、品格にもせよ

人格にもせよ、幾分の堕落を忍ばなければならないのかと考えると 

(情:ﾅｻｹ)なかったからである。 

 しかし坂越の男は平気であった。茶は飲んでしまい、短冊は (失:ﾅ)

くしてしまうとは、余りと申せば……とまた端書に書いて来た。そう

してその冒頭には依然として拝啓失敬申し (候:ｿｳﾗ)えどもという文句

が規則通り繰り返されていた。 

 その時私はもうこの男には取り合うまいと決心した。けれども私の

決心は彼の態度に対して何の効果のあるはずはなかった。彼は相変ら

ず催促をやめなかった。そうして今度は、もう一度書いてくれれば、

また茶を送ってやるがどうだと云って来た。それから事いやしくも義

士に関するのだから、句を作っても好いだろうと云って来た。 

 しばらく端書が中絶したと思うと、今度はそれが封書に変った。も

っともその封筒は区役所などで使う (極:ｷﾜ)めて安い (鼠色:ﾈｽﾞﾐｲﾛ)の

ものであったが、彼はわざとそれに切手を (貼:ﾊ)らないのである。その

代り裏に自分の姓名も書かずに (投函:ﾄｳｶﾝ)していた。私はそれがため

に、倍の郵税を二度ほど払わせられた。最後に私は配達夫に彼の氏名

と住所とを教えて、封のまま先方へ逆送して貰った。彼はそれで六銭

取られたせいか、ようやく催促を断念したらしい態度になった。 

 ところが二カ月ばかり経って、年が改まると共に、彼は私に普通の

年始状を寄こした。それが私をちょっと感心させたので、私はつい短

冊へ句を書いて送る気になった。しかしその贈物は彼を満足させるに

足りなかった。
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彼は短冊が折れたとか、 (汚:ﾖｺﾞ)れたとか云って、しきりに書き直しを

請求してやまない。現に今年の正月にも、「失敬申し候えども……」と

いう依頼状が (七八日:ﾅﾅﾖｳｶ)頃に届いた。 

 私がこんな人に出会ったのは生れて始めてである。 

 

十四 

 

 ついこの間(昔:ﾑｶ)し私の (家:ｳﾁ)へ泥棒の入った時の話を比較的(詳:ｸ

ﾜ)しく聞いた。 

 姉がまだ二人とも (嫁:ｶﾀ)づかずにいた時分の事だというから、年代

にすると、多分私の生れる前後に当るのだろう、何しろ勤王とか佐幕

とかいう荒々しい言葉の (流行:ﾊﾔ)ったやかましい頃なのである。 

 ある夜一番目の姉が、 (夜中:ﾖﾅｶ)に (小用:ｺﾖｳ)に起きた (後:ｱﾄ)、手

を洗うために、 (潜戸:ｸｸﾞﾘﾄﾞ)を開けると、狭い中庭の (隅:ｽﾐ)に、壁を 

(圧:ｵ)しつけるような (勢:ｲｷｵｲ)で立っている梅の古木の (根方:ﾈｶﾞﾀ)が、

かっと明るく見えた。姉は思慮をめぐらす (暇:ｲﾄﾏ)もないうちに、すぐ

潜戸を (締:ｼ)めてしまったが、締めたあとで、今目前に見た不思議な明

るさをそこに立ちながら考えたのである。 

 私の幼心に映ったこの姉の顔は、いまだに思い起そうとすれば、い

つでも眼の前に浮ぶくらい (鮮:ｱｻﾞﾔ)かである。しかしその幻像はすで

に嫁に行って歯を染めたあとの姿であるから、その時(縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)に立

って考えていた娘盛りの彼女を、今胸のうちに描き出す事はちょっと

困難である。 
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 広い額、浅黒い皮膚、小さいけれども (明確:ﾊｯｷﾘ)した (輪廓:ﾘﾝｶｸ)

を具えている鼻、 (人並:ﾋﾄﾅﾐ)より大きい (二重瞼:ﾌﾀｴﾏﾌﾞﾁ)の眼、それ

から (御沢:ｵｻﾜ)という優しい名、――私はただこれらを (綜合:ｿｳｺﾞｳ)

して、その場合における姉の姿を想像するだけである。 

 しばらく立ったまま考えていた彼女の頭に、この時もしかすると火

事じゃないかという (懸念:ｹﾈﾝ)が起った。それで彼女は思い切ってまた 

(切戸:ｷﾘﾄﾞ)を開けて外を (覗:ﾉｿﾞ)こうとする (途端:ﾄﾀﾝ)に、一本の光る 

(抜身:ﾇｷﾐ)が、 (闇:ﾔﾐ)の中から、四角に切った潜戸の中へすうと出た。

姉は驚いて身を (後:ｱﾄ)へ (退:ﾋ)いた。その (隙:ﾋﾏ)に、覆面をした、 (龕

灯提灯:ｶﾞﾝﾄﾞｳﾁﾞｮｳﾁﾝ)を (提:ｻ)げた男が、抜刀のまま、 (小:ﾁ)さい潜戸

から大勢(家:ｳﾁ)の中へ入って来たのだそうである。泥棒の (人数:ﾆﾝｽﾞ)

はたしか八人とか聞いた。 

 彼らは、 (他:ﾋﾄ)を (殺:ｱﾔ)めるために来たのではないから、おとなし

くしていてくれさえすれば、家のものに危害は加えない、その代り軍

用金を (借:ｶ)せと云って、父に迫った。父はないと断った。しかし泥棒

はなかなか承知しなかった。今(角:ｶﾄﾞ)の (小倉屋:ｺｸﾗﾔ)という酒屋へ入

って、そこで教えられて来たのだから、隠しても駄目だと云って動か

なかった。父は (不精無性:ﾌｼｮｳﾌﾞｼｮｳ)に、とうとう何枚かの小判を彼ら

の前に並べた。彼らは金額があまり少な過ぎると思ったものか、それ

でもなかなか帰ろうとしないので、今まで床の中に寝ていた母が、「あ

なたの紙入に入っているのもやっておしまいなさい」と忠告した。そ

の紙入の中には五十両ばかりあったとかいう話である。泥棒が出て行

ったあとで、「余計な事をいう女だ」と云って、父は母を叱りつけたそ

うである。 



硝子戸の中《スピーチオ文庫》  29/84 

 その事があって以来、私の家では柱を (切:ｷ)り (組:ｸﾐ)にして、その

中へあり金を隠す方法を講じたが、隠すほどの財産もできず、また (黒

装束:ｸﾛｿｳｿﾞｸ)を着けた泥棒も、それぎり来ないので、私の生長する時

分には、どれが (切組:ｷﾘｸﾐ)にしてある柱かまるで分らなくなっていた。 

 泥棒が出て行く時、「この (家:ｳﾁ)は大変(締:ｼﾏ)りの好い (宅:ｳﾁ)だ」

と云って (賞:ﾎ)めたそうだが、その締りの好い家を泥棒に教えた小倉屋

の半兵衛さんの頭には、あくる日から (擦:ｶｽ)り (傷:ｷｽﾞ)がいくつとな

くできた。これは金はありませんと断わるたびに、泥棒がそんなはず

があるものかと云っては、抜身の先でちょいちょい半兵衛さんの頭を

突ッついたからだという。それでも半兵衛さんは、「どうしても (宅:ｳﾁ)

にはありません、裏の夏目さんにはたくさんあるから、あすこへいら

っしゃい」と強情を張り通して、とうとう金は一文も (奪:ﾄ)られずにし

まった。 

 私はこの話を (妻:ｻｲ)から聞いた。妻はまたそれを私の兄から (茶受

話:ﾁｬｳｹﾊﾞﾅｼ)に聞いたのである。 

 

十五 

 

 私が去年の十一月学習院で講演をしたら、薄謝と書いた紙包を後か

ら届けてくれた。立派な (水引:ﾐｽﾞﾋｷ)がかかっているので、それを (除:

ﾊｽﾞ)して中を改めると、五円札が二枚入っていた。私はその金を平生か

ら気の毒に思っていた、或懇意な芸術家に贈ろうかしらと思って、 (暗:

ｱﾝ)に彼の来るのを待ち受けていた。ところがその芸術家がまだ見えな

い先に、何か寄附の必要ができてきたりして、つい二枚とも消費して

しまった。 

 一口でいうと、この金は私にとってけっして無用なものではなかっ

たのである。世間の通り相場で、立派に私のために消費されたという

よりほかに仕方がないのである。
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けれどもそれを (他:ﾋﾄ)にやろうとまで思った私の主観から見れば、そ

んなにありがたみの附着していない金には相違なかったのである。打

ち明けた私の心持をいうと、こうした御礼を受けるより受けない時の

方がよほど (颯爽:ｻｯﾊﾟﾘ)していた。 

  (畔柳芥舟:ｸﾛﾔﾅｷﾞｶｲｼｭｳ)君が (樗牛会:ﾁｮｷﾞｭｳｶｲ)の講演の事で見えた

時、私は話のついでとして一通りその理由を述べた。 

「この場合私は労力を売りに行ったのではない。好意ずくで依頼に応

じたのだから、向うでも好意だけで私に (酬:ﾑｸ)いたらよかろうと思う。

もし報酬問題とする気なら、最初から御礼はいくらするが、来てくれ

るかどうかと相談すべきはずでしょう」 

 その時Ｋ君は (納得:ﾅｯﾄｸ)できないといったような顔をした。そうし

てこう答えた。 

「しかしどうでしょう。その十円はあなたの労力を買ったという意味

でなくって、あなたに対する感謝の意を表する一つの手段と見たら。

そう見る訳には行かないのですか」 

「品物なら (判然:ﾊｯｷﾘ)そう解釈もできるのですが、不幸にも御礼が普

通営業的の (売買:ﾊﾞｲﾊﾞｲ)に使用する金なのですから、どっちとも取れ

るのです」 

「どっちとも取れるなら、この (際:ｻｲ)善意の方に解釈した方が好くは

ないでしょうか」 

 私はもっともだとも思った。しかしまたこう答えた。 

「私は御存じの通り原稿料で衣食しているくらいですから、無論富裕

とは云えません。しかしどうかこうか、それだけで (今日:ｺﾝﾆﾁ)を過ご

して行かれるのです。だから自分の職業以外の事にかけては、なるべ

く好意的に人のために働いてやりたいという考えを持っています。そ

うしてその好意が先方に通じるのが、私にとっては、何よりも (尊:ﾀｯ)

とい報酬なのです。したがって金などを受けると、私が人のために働

いてやるという余地、――今の私にはこの余地がまた極めて狭いので

す。
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――その貴重な余地を (腐蝕:ﾌｼｮｸ)させられたような心持になります」 

 Ｋ君はまだ私の云う事を (肯:ｳｹｶﾞ)わない様子であった。私も強情で

あった。 

「もし岩崎とか三井とかいう大富豪に講演を頼むとした場合に、後か

ら十円の御礼を持って行くでしょうか、あるいは失礼だからと云って、

ただ (挨拶:ｱｲｻﾂ)だけにとどめておくでしょうか。私の考ではおそらく

金銭は持って行くまいと思うのですが」 

「さあ」といっただけでＫ君は判然した返事を与えなかった。私には

まだ云う事が少し残っていた。 

「 (己惚:ｵﾉﾎﾞﾚ)かは知りませんが、私の頭は三井岩崎に (比:ｸﾗ)べるほ

ど富んでいないにしても、一般学生よりはずっと金持に違いないと信

じています」 

「そうですとも」とＫ君は (首肯:ｳﾅｽﾞ)いた。 

「もし岩崎や三井に十円の御礼を持って行く事が失礼ならば、私の所

へ十円の御礼を持って来るのも失礼でしょう。それもその十円が物質

上私の生活に非常な (潤沢:ｳﾙｵｲ)を与えるなら、またほかの意味からこ

の問題を眺める事もできるでしょうが、現に私はそれを (他:ﾋﾄ)にやろ

うとまで思ったのだから。――私の現下の経済的生活は、この十円の

ために、ほとんど目に立つほどの影響を (蒙:ｺｳﾑ)らないのだから」 

「よく考えて見ましょう」といったＫ君はにやにや笑いながら帰って

行った。 

 

十六 

 

  (宅:ｳﾁ)の前のだらだら坂を下りると、一間ばかりの小川に渡した橋

があって、その橋向うのすぐ左側に、小さな床屋が見える。私はたっ

た一度そこで髪を (刈:ｶ)って貰った事がある。 

 平生は白い (金巾:ｶﾅｷﾝ)の幕で、 (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)の奥が、往来から見

えないようにしてあるので、私はその床屋の土間に立って、鏡の前に

座を占めるまで、亭主の顔をまるで知らずにいた。 
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 亭主は私の入ってくるのを見ると、手に持った新聞紙を (放:ﾎｳ)り 

(出:ﾀﾞ)してすぐ (挨拶:ｱｲｻﾂ)をした。その時私はどうもどこかで会った

事のある男に違ないという気がしてならなかった。それで彼が私の 

(後:ｳｼﾛ)へ廻って、 (鋏:ﾊｻﾐ)をちょきちょき鳴らし出した頃を見計らっ

て、こっちから話を持ちかけて見た。すると私の推察通り、彼は (昔:ﾑ

ｶ)し寺町の郵便局の (傍:ｿﾊﾞ)に店を持って、今と同じように、散髪を 

(渡世:ﾄｾｲ)としていた事が解った。 

「高田の (旦那:ﾀﾞﾝﾅ)などにもだいぶ御世話になりました」 

 その高田というのは私の (従兄:ｲﾄｺ)なのだから、私も驚いた。 

「へえ高田を知ってるのかい」 

「知ってるどころじゃございません。 (始終:ｼｼﾞｭｳ) (徳:ﾄｸ)、 (徳:ﾄｸ)、

って (贔屓:ﾋｲｷ)にして下すったもんです」 

 彼の言葉(遣:ﾂﾞｶ)いはこういう職人にしてはむしろ (丁寧:ﾃｲﾈｲ)な方

であった。 

「高田も死んだよ」と私がいうと、彼は (吃驚:ﾋﾞｯｸﾘ)した調子で「へッ」

と声を (揚:ｱ)げた。 

「いい旦那でしたがね、惜しい事に。いつ (頃:ｺﾞﾛ) (御亡:ｵﾅ)くなりに

なりました」 

「なに、つい (此間:ｺﾅｲﾀﾞ)さ。今日で二週間になるか、ならないぐらい

のものだろう」 

 彼はそれからこの死んだ (従兄:ｲﾄｺ)について、いろいろ覚えている事

を私に語った末、「考えると早いもんですね旦那、つい (昨日:ｷﾉｳ)の事

としっきゃ思われないのに、もう三十年近くにもなるんですから」と

云った。 

「あのそら (求友亭:ｷｭｳﾕｳﾃｲ)の横町にいらしってね、……」と亭主はま

た言葉を (継:ﾂ)ぎ足した。 

「うん、あの二階のある (家:ｳﾁ)だろう」 

「ええ御二階がありましたっけ。あすこへ御移りになった時なんか、 

方々(様:ﾎｳﾎﾞｳｻﾏ)から御祝い物なんかあって、大変(御盛:ｺﾞｻｶﾝ)でしたが

ね。
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それから (後:ｱﾄ)でしたっけか、 (行願寺:ｷﾞｮｳｶﾞﾝｼﾞ)の (寺内:ｼﾞﾅｲ)へ御

引越なすったのは」 

 この質問は私にも答えられなかった。実はあまり古い事なので、私

もつい忘れてしまったのである。 

「あの寺内も今じゃ大変変ったようだね。用がないので、それからつ

い入って見た事もないが」 

「変ったの変らないのってあなた、今じゃまるで待合ばかりでさあ」 

 私は (肴町:ｻｶﾅﾏﾁ)を通るたびに、その寺内へ入る (足袋屋:ﾀﾋﾞﾔ)の角

の細い (小路:ｺｳｼﾞ)の入口に、ごたごた (掲:ｶｶ)げられた四角な軒灯の多

いのを知っていた。しかしその数を (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)して見るほどの道楽

気も起らなかったので、つい亭主のいう事には気がつかずにいた。 

「なるほどそう云えば (誰:ﾀ)が (袖:ｿﾃﾞ)なんて看板が通りから見える

ようだね」 

「ええたくさんできましたよ。もっとも変るはずですね、考えて見る

と。もうやがて三十年にもなろうと云うんですから。旦那も御承知の

通り、あの時分は芸者屋ったら、寺内にたった一軒しきゃ無かったも

んでさあ。 (東家:ｱｽﾞﾏﾔ)ってね。ちょうどそら高田の旦那の (真向:ﾏﾝﾑ

ｺｳ)でしたろう、東家の (御神灯:ｺﾞｼﾞﾝﾄｳ)のぶら下がっていたのは」 

 

十七 

 

 私はその東家をよく覚えていた。 (従兄:ｲﾄｺ)の (宅:ｳﾁ)のつい (向:ﾑｺ

ｳ)なので、両方のものが (出入:ﾃﾞﾊｲ)りのたびに、顔を合わせさえすれ

ば (挨拶:ｱｲｻﾂ)をし合うぐらいの (間柄:ｱｲﾀﾞｶﾞﾗ)であったから。 

 その頃従兄の家には、私の二番目の兄がごろごろしていた。この兄

は大の (放蕩:ﾎｳﾄｳ)もので、よく宅の (懸物:ｶｹﾓﾉ)や刀剣類を盗み出して

は、それを二束三文に売り飛ばすという悪い (癖:ｸｾ)があった。
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彼が何で従兄の家に (転:ｺﾛ)がり込んでいたのか、その時の私には解ら

なかったけれども、今考えると、あるいはそうした乱暴を働らいた結

果、しばらく (家:ｳﾁ)を追い出されていたかも知れないと思う。その兄

のほかに、まだ庄さんという、これも私の母方の従兄に当る男が、そ

こいらにぶらぶらしていた。 

 こういう連中がいつでも一つ所に落ち合っては、寝そべったり、 (縁

側:ｴﾝｶﾞﾜ)へ腰をかけたりして、勝手な出放題を並べていると、時々向

うの芸者屋の (竹格子:ﾀｹｺﾞｳｼ)の窓から、「 (今日:ｺﾝﾁ)は」などと声をか

けられたりする。それをまた待ち受けてでもいるごとくに、連中は「お

いちょっとおいで、好いものあるから」とか何とか云って、女を呼び

寄せようとする。芸者の方でも昼間は暇だから、三度に一度は (御愛嬌:

ｺﾞｱｲｷｮｳ)に遊びに来る。といった風の調子であった。 

 私はその頃まだ十七八だったろう、その上大変な (羞恥屋:ﾊﾆｶﾐﾔ)で通

っていたので、そんな所に居合わしても、何にも云わずに黙って (隅:ｽ

ﾐ)の方に (引込:ﾋｯｺ)んでばかりいた。それでも私は何かの (拍子:ﾋｮｳｼ)

で、これらの人々といっしょに、その芸者屋へ遊びに行って、トラン

プをした事がある。負けたものは何か (奢:ｵｺﾞ)らなければならないので、

私は人の買った (寿司:ｽｼ)や菓子をだいぶ食った。 

 一週間ほど (経:ﾀ)ってから、私はまたこののらくらの兄に連れられて

同じ宅へ遊びに行ったら、例の庄さんも席に居合わせて話がだいぶは

ずんだ。その時(咲松:ｻｷﾏﾂ)という若い芸者が私の顔を見て、「またトラ

ンプをしましょう」と云った。私は (小倉:ｺｸﾗ)の (袴:ﾊｶﾏ)を (穿:ﾊ)いて

四角張っていたが、懐中には一銭の (小遣:ｺﾂﾞｶｲ)さえ無かった。 

「僕は (銭:ｾﾞﾆ)がないから (厭:ｲﾔ)だ」 
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「好いわ、 (私:ﾜﾀｼ)が持ってるから」 

 この女はその時眼を病んででもいたのだろう、こういいいい、 (綺麗:

ｷﾚｲ)な (襦袢:ｼﾞｭﾊﾞﾝ)の (袖:ｿﾃﾞ)でしきりに薄赤くなった (二重瞼:ﾌﾀｴﾏ

ﾌﾞﾁ)を (擦:ｺｽ)っていた。 

 その (後:ｺﾞ)私は「 (御作:ｵｻｸ)が好い御客に引かされた」という (噂:

ｳﾜｻ)を、 (従兄:ｲﾄｺ)の (家:ｳﾁ)で聞いた。従兄の家では、この女の事を 

(咲松:ｻｷﾏﾂ)と云わないで、常に御作御作と呼んでいたのである。私はそ

の話を聞いた時、心の内でもう御作に会う機会も (来:ｺ)ないだろうと考

えた。 

 ところがそれからだいぶ経って、私が例の (達人:ﾀﾂｼﾞﾝ)といっしょに、

芝の (山内:ｻﾝﾅｲ)の (勧工場:ｶﾝｺｳﾊﾞ)へ行ったら、そこでまたぱったり御

作に出会った。こちらの書生姿に (引:ﾋ)き (易:ｶ)えて、彼女はもう (品:

ﾋﾝ)の好い奥様に変っていた。旦那というのも彼女の (傍:ｿﾊﾞ)について

いた。…… 

 私は床屋の亭主の口から出た (東家:ｱｽﾞﾏﾔ)という芸者屋の名前の奥

に (潜:ﾋｿ)んでいるこれだけの古い事実を急に思い出したのである。 

「あすこにいた御作という女を知ってるかね」と私は亭主に聞いた。 

「知ってるどころか、ありゃ私の (姪:ﾒｲ)でさあ」 

「そうかい」 

 私は驚ろいた。 

「それで、今どこにいるのかね」 

「御作は (亡:ﾅ)くなりましたよ、旦那」 

 私はまた驚ろいた。 

「いつ」 

「いつって、もう昔の事になりますよ。たしかあれが二十三の年でし

たろう」 

「へええ」 

「しかも (浦塩:ｳﾗｼﾞｵ)で亡くなったんです。旦那が領事館に関係のある

人だったもんですから、あっちへいっしょに行きましてね。それから

間もなくでした、死んだのは」 

 私は帰って (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)の中に坐って、まだ死なずにいるものは、

自分とあの床屋の亭主だけのような気がした。 

 

十八 
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 私の座敷へ通されたある若い女が、「どうも自分の (周囲:ﾏﾜﾘ)がきち

んと片づかないで困りますが、どうしたら (宜:ﾖﾛ)しいものでしょう」

と聞いた。 

 この女はある親戚の (宅:ｳﾁ)に (寄寓:ｷｸﾞｳ)しているので、そこが (手

狭:ﾃｾﾞﾏ)な上に、子供などが (蒼蠅:ｳﾙｻ)いのだろうと思った私の答は、

すこぶる簡単であった。 

「どこかさっぱりした (家:ｳﾁ)を探して下宿でもしたら好いでしょう」 

「いえ部屋の事ではないので、頭の中がきちんと片づかないで困るの

です」 

 私は私の誤解を意識すると同時に、女の意味がまた解らなくなった。

それでもう少し進んだ説明を彼女に求めた。 

「外からは何でも頭の中に入って来ますが、それが心の中心と折合が

つかないのです」 

「あなたのいう心の中心とはいったいどんなものですか」 

「どんなものと云って、 (真直:ﾏｯｽｸﾞ)な直線なのです」 

 私はこの女の数学に熱心な事を知っていた。けれども心の中心が直

線だという意味は無論私に通じなかった。その上中心とははたして何

を意味するのか、それもほとんど不可解であった。女はこう云った。 

「物には何でも中心がございましょう」 

「それは眼で見る事ができ、 (尺度:ﾓﾉｻｼ)で計る事のできる物体につい

ての話でしょう。心にも形があるんですか。そんならその中心という

ものをここへ出して御覧なさい」 

 女は出せるとも出せないとも云わずに、庭の方を見たり、 (膝:ﾋｻﾞ)

の上で両手を (擦:ｽ)ったりしていた。 

「あなたの直線というのは (比喩:ﾀﾄｴ)じゃありませんか。もし比喩なら、 

(円:ﾏﾙ)と云っても四角と云っても、つまり同じ事になるのでしょう」 

「そうかも知れませんが、形や色が (始終:ｼｼﾞｭｳ)変っているうちに、少

しも変らないものが、どうしてもあるのです」 

「その変るものと変らないものが、別々だとすると、要するに心が二

つある訳になりますが、それで好いのですか。変るものはすなわち変

らないものでなければならないはずじゃありませんか」 

 こう云った私はまた問題を元に返して女に向った。 
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「すべて外界のものが頭のなかに入って、すぐ整然と秩序なり段落な

りがはっきりするように納まる人は、おそらくないでしょう。失礼な

がらあなたの (年齢:ﾄｼ)や教育や学問で、そうきちんと片づけられる訳

がありません。もしまたそんな意味でなくって、学問の力を借りずに、

徹底的にどさりと納まりをつけたいなら、私のようなものの所へ来て

も (駄目:ﾀﾞﾒ)です。坊さんの所へでもいらっしゃい」 

 すると女が私の顔を見た。 

「私は始めて先生を御見上げ申した時に、先生の心はそういう点で、

普通の人以上に (整:ﾄﾄ)のっていらっしゃるように思いました」 

「そんなはずがありません」 

「でも私にはそう見えました。内臓の位置までが (調:ﾄﾄﾉ)っていらっし

ゃるとしか考えられませんでした」 

「もし内臓がそれほど具合よく調節されているなら、こんなに (始終:ｼ

ｼﾞｭｳ)病気などはしません」 

「私は病気にはなりません」とその時女は突然自分の事を云った。 

「それはあなたが私より偉い (証拠:ｼｮｳｺ)です」と私も答えた。 

 女は (蒲団:ﾌﾄﾝ)を (滑:ｽﾍﾞ)り下りた。そうして、「どうぞ (御身体:ｵｶ

ﾗﾀﾞ)を (御大切:ｺﾞﾀｲｾﾂ)に」と云って帰って行った。 

 

十九 

 

 私の旧宅は今私の住んでいる所から、四五町奥の馬場下という町に

あった。町とは云い条、その (実:ｼﾞﾂ)小さな宿場としか思われないくら

い、小供の時の私には、 (寂:ｻﾋﾞ)れ (切:ｷ)ってかつ (淋:ｻﾑ)しく見えた。

もともと馬場下とは高田の馬場の下にあるという意味なのだから、江

戸絵図で見ても、 (朱引内:ｼｭﾋﾞｷｳﾁ)か朱引外か分らない (辺鄙:ﾍﾝﾋﾟ)な 

(隅:ｽﾐ)の方にあったに違ないのである。 

 それでも (内蔵造:ｸﾗﾂﾞｸﾘ)の (家:ｳﾁ)が狭い町内に三四軒はあったろ

う。
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坂を (上:ｱｶﾞ)ると、右側に見える (近江屋伝兵衛:ｵｳﾐﾔﾃﾞﾝﾍﾞｴ)という 

(薬種屋:ﾔｸｼｭﾔ)などはその一つであった。それから坂を (下:ｵ)り (切:ｷ)

った所に、間口の広い (小倉屋:ｺｸﾗﾔ)という酒屋もあった。もっともこ

の方は倉造りではなかったけれども、 (堀部安兵衛:ﾎﾘﾍﾞﾔｽﾍﾞｴ)が高田の

馬場で (敵:ｶﾀｷ)を打つ時に、ここへ立ち寄って、 (枡酒:ﾏｽｻﾞｹ)を飲んで

行ったという履歴のある (家柄:ｲｴｶﾞﾗ)であった。私はその話を小供の時

分から覚えていたが、ついぞそこにしまってあるという (噂:ｳﾜｻ)の安兵

衛が口を着けた枡を見たことがなかった。その代り娘の (御北:ｵｷﾀ)さん

の (長唄:ﾅｶﾞｳﾀ)は何度となく聞いた。私は小供だから上手だか下手だか

まるで解らなかったけれども、私の (宅:ｳﾁ)の玄関から表へ出る敷石の

上に立って、通りへでも行こうとすると、御北さんの声がそこからよ

く聞こえたのである。春の日の (午過:ﾋﾙｽｷﾞ)などに、私はよく (恍惚:ｳ

ｯﾄﾘ)とした魂を、 (麗:ｳﾗﾗ)かな光に包みながら、御北さんの (御浚:ｵｻﾗ)

いを聴くでもなく聴かぬでもなく、ぼんやり私の家の土蔵の白壁に身

を (靠:ﾓ)たせて、 (佇立:ﾀﾀｽﾞ)んでいた事がある。その (御蔭:ｵｶｹﾞ)で私

はとうとう「旅の (衣:ｺﾛﾓ)は (篠懸:ｽｽﾞｶｹ)の」などという文句をいつの

間にか覚えてしまった。 

 このほかには棒屋が一軒あった。それから (鍛冶屋:ｶｼﾞﾔ)も一軒あっ

た。少し (八幡坂:ﾊﾁﾏﾝｻﾞｶ)の方へ寄った所には、広い土間を屋根の下に

囲い込んだやっちゃ (場:ﾊﾞ)もあった。私の家のものは、そこの主人を、 

(問屋:ﾄﾝﾔ)の仙太郎さんと呼んでいた。仙太郎さんは何でも私の父とご

く遠い親類つづきになっているんだとか聞いたが、 (交際:ﾂｷｱｲ)からい

うと、まるで (疎濶:ｿｶﾂ)であった。
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往来で行き会う時だけ、「好い御天気で」などと声をかけるくらいの (間

柄:ｱｲﾀﾞｶﾞﾗ)に過ぎなかったらしく思われる。この仙太郎さんの一人娘

が講釈師の (貞水:ﾃｲｽｲ)と好い仲になって、死ぬの生きるのという騒ぎ

のあった事も (人聞:ﾋﾄｷﾞｷ)に聞いて覚えてはいるが、 (纏:ﾏﾄ)まった記

憶は今頭のどこにも残っていない。小供の私には、それよりか仙太郎

さんが高い台の上に腰をかけて、 (矢立:ﾔﾀﾃ)と帳面を持ったまま、「い

ーやっちゃいくら」と威勢の好い声で下にいる大勢の顔を見渡す光景

の方がよっぽど面白かった。下からはまた二十本も三十本もの手を一

度に (挙:ｱ)げて、みんな仙太郎さんの方を向きながら、ろんじだのがれ

んだのという (符徴:ﾌﾁｮｳ)を、 (罵:ﾉﾉ)しるように呼び上げるうちに、 

(薑:ｼｮｳｶﾞ)や (茄子:ﾅｽ)や (唐:ﾄｳ)茄子の (籠:ｶｺﾞ)が、それらの (節太:ﾌｼ

ﾌﾞﾄ)の手で、どしどしどこかへ運び去られるのを見ているのも勇ましか

った。 

 どんな (田舎:ｲﾅｶ)へ行ってもありがちな (豆腐屋:ﾄｳﾌﾔ)は無論あった。

その豆腐屋には油の (臭:ﾆｵｲ)の (染:ｼ)み (込:ｺ)んだ (縄暖簾:ﾅﾜﾉﾚﾝ)が

かかっていて (門口:ｶﾄﾞｸﾞﾁ)を流れる下水の水が京都へでも行ったよう

に (綺麗:ｷﾚｲ)だった。その豆腐屋について曲ると半町ほど先に (西閑寺:

ｾｲｶﾝｼﾞ)という寺の門が小高く見えた。赤く塗られた門の (後:ｳｼﾛ)は、

深い (竹藪:ﾀｹﾔﾌﾞ)で一面に (掩:ｵｵ)われているので、中にどんなものが

あるか通りからは全く見えなかったが、その奥でする朝晩の (御勤:ｵﾂﾄ

ﾒ)の (鉦:ｶﾈ)の (音:ﾈ)は、今でも私の耳に残っている。
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ことに (霧:ｷﾘ)の多い秋から (木枯:ｺｶﾞﾗｼ)の吹く冬へかけて、カンカン

と鳴る西閑寺の鉦の音は、いつでも私の心に悲しくて (冷:ﾂﾒ)たい或物

を (叩:ﾀﾀ)き込むように小さい私の気分を寒くした。 

 

二十 

 

 この豆腐屋の隣に (寄席:ﾖｾ)が一軒あったのを、私は (夢幻:ﾕﾒｳﾂﾂ)の

ようにまだ覚えている。こんな場末に (人寄場:ﾋﾄﾖｾﾊﾞ)のあろうはずが

ないというのが、私の記憶に (霞:ｶｽﾐ)をかけるせいだろう、私はそれを

思い出すたびに、奇異な感じに打たれながら、不思議そうな眼を見張

って、遠い私の過去をふり返るのが常である。 

 その席亭の (主人:ｱﾙｼﾞ)というのは、町内の (鳶頭:ﾄﾋﾞｶﾞｼﾗ)で、時々 

(目暗縞:ﾒｸﾗｼﾞﾏ)の腹掛に赤い (筋:ｽｼﾞ)の入った (印袢纏:ｼﾙｼﾊﾞﾝﾃﾝ)を着

て、突っかけ (草履:ｿﾞｳﾘ)か何かでよく表を歩いていた。そこにまた (御

藤:ｵﾌｼﾞ)さんという娘があって、その人の (容色:ｷﾘｮｳ)がよく (家:ｳﾁ)の

ものの口に (上:ﾉﾎﾞ)った事も、まだ私の記憶を離れずにいる。 (後:ﾉﾁ)

には養子を貰ったが、それが (口髭:ｸﾁﾋｹﾞ)を (生:ﾊ)やした立派な男だっ

たので、私はちょっと驚ろかされた。御藤さんの方でも自慢の養子だ

という評判が高かったが、後から聞いて見ると、この人はどこかの区

役所の書記だとかいう話であった。 

 この養子が来る時分には、もう (寄席:ﾖｾ)もやめて、しもうた (屋:ﾔ)

になっていたようであるが、私はそこの (宅:ｳﾁ)の軒先にまだ薄暗い看

板が (淋:ｻﾑ)しそうに (懸:ｶｶ)っていた頃、よく母から (小遣:ｺﾂﾞｶｲ)を貰

ってそこへ講釈を聞きに出かけたものである。講釈師の名前はたしか、 

(南麟:ﾅﾝﾘﾝ)とかいった。不思議な事に、この寄席へは南麟よりほかに誰

も出なかったようである。
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この男の (家:ｳﾁ)はどこにあったか知らないが、どの (見当:ｹﾝﾄｳ)から歩

いて来るにしても、 (道普請:ﾐﾁﾌﾞｼﾝ)ができて、 (家並:ｲｴﾅﾐ)の (揃:ｿﾛ)

った今から見れば大事業に相違なかった。その上客の頭数はいつでも

十五か二十くらいなのだから、どんなに想像を (逞:ﾀｸ)ましくしても、

夢としか考えられないのである。「もうしもうし (花魁:ｵｲﾗﾝ)え、と云わ

れて (八:ﾔ)ツ (橋:ﾊｼ)なんざますえとふり返る、 (途端:ﾄﾀﾝ)に切り込む 

(刃:ﾔｲﾊﾞ)の光」という変な文句は、私がその時分南麟から (教:ｵｽ)わっ

たのか、それとも (後:ｱﾄ)になって (落語家:ﾊﾅｼｶ)のやる講釈師の (真似:

ﾏﾈ)から覚えたのか、今では混雑してよく分らない。 

 当時私の家からまず町らしい町へ出ようとするには、どうしても人

気のない (茶畠:ﾁｬﾊﾞﾀｹ)とか、 (竹藪:ﾀｹﾔﾌﾞ)とかまたは長い (田圃路:ﾀﾝ

ﾎﾞﾐﾁ)とかを通り抜けなければならなかった。買物らしい買物はたいて

い (神楽坂:ｶｸﾞﾗｻﾞｶ)まで出る例になっていたので、そうした必要に (馴:

ﾅ)らされた私に、さした苦痛のあるはずもなかったが、それでも (矢来:

ﾔﾗｲ)の坂を (上:ｱｶﾞ)って酒井様の (火:ﾋ)の (見櫓:ﾐﾔｸﾞﾗ)を通り越して

寺町へ出ようという、あの五六町の一筋道などになると、昼でも (陰森:

ｲﾝｼﾝ)として、大空が曇ったように (始終:ｼｼﾞｭｳ)薄暗かった。 

 あの土手の上に (二抱:ﾌﾀｶｶｴ)も (三抱:ﾐｶｶ)えもあろうという大木が、

何本となく並んで、その (隙間:ｽｷﾏ)隙間をまた大きな竹藪で (塞:ﾌｻ)い

でいたのだから、日の目を拝む時間と云ったら、一日のうちにおそら

くただの一刻もなかったのだろう。
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下町へ行こうと思って、 (日和下駄:ﾋﾖﾘｹﾞﾀ)などを (穿:ﾊ)いて出ようも

のなら、きっと (非道:ﾋﾄﾞ)い目にあうにきまっていた。あすこの (霜融:

ｼﾓﾄﾞｹ)は雨よりも雪よりも恐ろしいもののように私の頭に (染:ｼ)み 

(込:ｺ)んでいる。 

 そのくらい不便な所でも火事の (虞:ｵｿﾚ)はあったものと見えて、やっ

ぱり町の曲り角に高い (梯子:ﾊｼｺﾞ)が立っていた。そうしてその上に古

い半鐘も型のごとく釣るしてあった。私はこうしたありのままの昔を

よく思い出す。その半鐘のすぐ下にあった小さな (一膳飯屋:ｲﾁｾﾞﾝﾒｼﾔ)

もおのずと眼先に浮かんで来る。 (縄暖簾:ﾅﾜﾉﾚﾝ)の隙間からあたたかそ

うな (煮〆:ﾆｼﾒ)の (香:ﾆｵｲ)が (煙:ｹﾑﾘ)と共に往来へ流れ出して、それが

夕暮の (靄:ﾓﾔ)に (融:ﾄ)け込んで行く (趣:ｵﾓﾑｷ)なども忘れる事ができ

ない。私が子規のまだ生きているうちに、「半鐘と並んで高き冬木(哉:ｶ

ﾅ)」という句を作ったのは、実はこの半鐘の記念のためであった。 

 

二十一 

 

 私の家に関する私の記憶は、 (惣:ｿｳ)じてこういう風に (鄙:ﾋﾅ)びてい

る。そうしてどこかに薄ら寒い (憐:ｱﾜ)れな影を宿している。だから今

生き残っている兄から、つい (此間:ｺﾅｲﾀﾞ)、うちの姉達が芝居に行った

当時の様子を聴いた時には驚ろいたのである。そんな (派出:ﾊﾃﾞ)な暮し

をした昔もあったのかと思うと、私はいよいよ夢のような心持になる

よりほかはない。 

 その頃の芝居小屋はみんな (猿若町:ｻﾙﾜｶﾁｮｳ)にあった。電車も (俥:ｸ

ﾙﾏ)もない時分に、高田の馬場の下から浅草の観音様の先まで朝早く行

き着こうと云うのだから、たいていの事ではなかったらしい。姉達は

みんな (夜半:ﾖﾅｶ)に起きて (支度:ｼﾀｸ)をした。
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途中が (物騒:ﾌﾞｯｿｳ)だというので、用心のため、下男がきっと (供:ﾄﾓ)

をして行ったそうである。 

 彼らは (筑土:ﾂｸﾄﾞ)を下りて、柿の木横町から (揚場:ｱｹﾞﾊﾞ)へ出て、

かねてそこの船宿にあつらえておいた屋根船に乗るのである。私は彼

らがいかに予期に (充:ﾐ)ちた心をもって、のろのろ (砲兵工厰:ﾎｳﾍｲｺｳｼ

ｮｳ)の前から御茶の水を通り越して柳橋まで (漕:ｺ)がれつつ行っただろ

うと想像する。しかも彼らの道中はけっしてそこで終りを告げる訳に

行かないのだから、時間に制限をおかなかったその昔がなおさら回顧

の種になる。 

 大川へ出た船は、流を (溯:ｻｶﾉﾎﾞ)って (吾妻橋:ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ)を通り抜けて、 

(今戸:ｲﾏﾄﾞ)の (有明楼:ﾕｳﾒｲﾛｳ)の (傍:ｿﾊﾞ)に着けたものだという。姉達

はそこから (上:ｱｶﾞ)って芝居茶屋まで歩いて、それからようやく設けの

席につくべく、小屋へ送られて行く。設けの席というのは必ず (高土間:

ﾀｶﾄﾞﾏ)に限られていた。これは彼らの (服装:ﾅﾘ)なり顔なり、髪飾なり

が、一般の眼によく着く便利のいい場所なので、派出を好む人達が、

争って手に入れたがるからであった。 

 幕の間には役者に (随:ﾂ)いている男が、どうぞ楽屋へお遊びにいらっ

しゃいましと云って案内に来る。すると姉達はこの (縮緬:ﾁﾘﾒﾝ)の模様

のある着物の上に (袴:ﾊｶﾏ)を (穿:ﾊ)いた男の (後:ｱﾄ)に (跟:ﾂ)いて、 

(田之助:ﾀﾉｽｹ)とか (訥升:ﾄｯｼｮｳ)とかいう (贔屓:ﾋｲｷ)の役者の部屋へ行

って、 (扇子:ｾﾝｽ)に (画:ｴ)などを (描:ｶ)いて貰って帰ってくる。これが

彼らの (見栄:ﾐｴ)だったのだろう。そうしてその見栄は金の力でなけれ

ば買えなかったのである。 

 帰りには (元:ﾓﾄ)来た路を同じ舟で揚場まで漕ぎ戻す。 
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 (無要心:ﾌﾞﾖｳｼﾞﾝ)だからと云って、下男がまた (提灯:ﾁｮｳﾁﾝ)を (点:ﾂ)

けて (迎:ﾑｶｴ)に行く。 (宅:ｳﾁ)へ着くのは今の時計で十二時くらいには

なるのだろう。だから (夜半:ﾖﾅｶ)から夜半までかかって彼らはようやく

芝居を見る事ができたのである。…… 

 こんな (華麗:ﾊﾅﾔｶ)な話を聞くと、私ははたしてそれが自分の宅に起

った事か知らんと疑いたくなる。どこか下町の富裕な町家の昔を語ら

れたような気もする。 

 もっとも私の家も (侍分:ｻﾑﾗｲﾌﾞﾝ)ではなかった。 (派出:ﾊﾃﾞ)な (付合:

ﾂｷｱｲ)をしなければならない (名主:ﾅﾇｼ)という町人であった。私の知っ

ている父は、 (禿頭:ﾊｹﾞｱﾀﾏ)の (爺:ｼﾞｲ)さんであったが、若い時分には、 

(一中節:ｲｯﾁｭｳﾌﾞｼ)を習ったり、 (馴染:ﾅｼﾞﾐ)の女に (縮緬:ﾁﾘﾒﾝ)の (積夜

具:ﾂﾐﾔｸﾞ)をしてやったりしたのだそうである。青山に (田地:ﾃﾞﾝﾁ)があ

って、そこから上って来る米だけでも、 (家:ｳﾁ)のものが食うには不足

がなかったとか聞いた。現に今生き残っている三番目の兄などは、そ

の米を (舂:ﾂ)く音を (始終:ｼｼﾞｭｳ)聞いたと云っている。私の記憶による

と、町内のものがみんなして私の家を呼んで、 (玄関:ｹﾞﾝｶ)玄関と (称:

ﾄﾅ)えていた。その時分の私には、どういう意味か解らなかったが、今

考えると、式台のついた (厳:ｲｶ)めしい玄関付の家は、町内にたった一

軒しかなかったからだろうと思う。その式台を上った所に、 (突棒:ﾂｸﾎﾞ

ｳ)や、 (袖搦:ｿﾃﾞｶﾞﾗﾐ)や (刺股:ｻﾂﾏﾀ)や、また古ぼけた (馬上:ﾊﾞｼﾞｮｳ)提

灯などが、並んで (懸:ｶ)けてあった昔なら、私でもまだ覚えている。 

 

二十二 

 

 この二三年来私はたいてい年に一度くらいの割で病気をする。
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そうして (床:ﾄｺ)についてから床を上げるまでに、ほぼ (一月:ﾋﾄﾂｷ)の 

(日数:ﾋｶｽﾞ)を (潰:ﾂﾌﾞ)してしまう。 

 私の病気と云えば、いつもきまった胃の故障なので、いざとなると、

絶食療法よりほかに手の着けようがなくなる。医者の命令ばかりか、

病気の性質そのものが、私にこの絶食を余儀なくさせるのである。だ

から病み始めより回復期に向った時の方が、余計(痩:ﾔ)せこけてふらふ

らする。一カ月以上かかるのもおもにこの衰弱が (祟:ﾀﾀ)るからのよう

に思われる。 

 私の (立居:ﾀﾁｲ)が自由になると、 (黒枠:ｸﾛﾜｸ)のついた (摺物:ｽﾘﾓﾉ)

が、時々私の机の上に載せられる。私は運命を苦笑する人のごとく、 (絹

帽:ｼﾙｸﾊｯﾄ)などを (被:ｶﾌﾞ)って、葬式の供に立つ、 (俥:ｸﾙﾏ)を (駆:ｶ)っ

て (斎場:ｻｲｼﾞｮｳ)へ (駈:ｶ)けつける。死んだ人のうちには、御爺さんも

御婆さんもあるが、時には私よりも (年歯:ﾄｼ)が若くって、平生からそ

の健康を誇っていた人も (交:ﾏｼﾞ)っている。 

 私は宅へ帰って机の前に坐って、人間の寿命は実に不思議なものだ

と考える。多病な私はなぜ生き残っているのだろうかと疑って見る。

あの人はどういう訳で私より先に死んだのだろうかと思う。 

 私としてこういう黙想に (耽:ﾌｹ)るのはむしろ当然だといわなければ

ならない。けれども自分の (位地:ｲﾁ)や、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)や、才能や――す

べて (己:ｵﾉ)れというもののおり所を忘れがちな人間の (一人:ｲﾁﾆﾝ)と

して、私は死なないのが当り前だと思いながら暮らしている場合が多

い。 (読経:ﾄﾞｷｮｳ)の間ですら、焼香の際ですら、死んだ仏のあとに生き

残った、この私という (形骸:ｹｲｶﾞｲ)を、ちっとも不思議と心得ずに澄ま

している事が常である。 
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 或人が私に告げて、「 (他:ﾋﾄ)の死ぬのは当り前のように見えますが、

自分が死ぬという事だけはとても考えられません」と云った事がある。

戦争に出た経験のある男に、「そんなに隊のものが続々 (斃:ﾀｵ)れるのを

見ていながら、自分だけは死なないと思っていられますか」と聞いた

ら、その人は「いられますね。おおかた死ぬまでは死なないと思って

るんでしょう」と答えた。それから大学の理科に関係のある人に、飛

行機の話を (聴:ｷ)かされた時に、こんな問答をした覚えもある。 

「ああして (始終:ｼｼﾞｭｳ)落ちたり死んだりしたら、後から乗るものは 

(怖:ｺﾜ)いだろうね。今度はおれの番だという気になりそうなものだが、

そうでないかしら」 

「ところがそうでないと見えます」 

「なぜ」 

「なぜって、まるで反対の心理状態に支配されるようになるらしいの

です。やッぱりあいつは墜落して死んだが、おれは大丈夫だという気

になると見えますね」 

 私も恐らくこういう人の気分で、比較的平気にしていられるのだろ

う。それもそのはずである。死ぬまでは誰しも生きているのだから。 

 不思議な事に私の寝ている間には、 (黒枠:ｸﾛﾜｸ)の通知がほとんど来

ない。去年の秋にも病気が (癒:ﾅｵ)った (後:ｱﾄ)で、三四人の葬儀に列し

たのである。その三四人の中に社の佐藤君も (這入:ﾊｲ)っていた。私は

佐藤君がある宴会の席で、社から貰った (銀盃:ｷﾞﾝﾊﾟｲ)を持って来て、

私に酒を (勧:ｽｽ)めてくれた事を思い出した。その時彼の踊った変な踊

もまだ覚えている。この元気な (崛強:ｸｯｷｮｳ)な人の (葬式:ﾄﾑﾗｲ)に行っ

た私は、彼が死んで私が生残っているのを、別段の不思議とも思わず

にいる時の方が多い。しかし折々考えると、自分の生きている方が不

自然のような心持にもなる。そうして運命がわざと私を (愚弄:ｸﾞﾛｳ)す

るのではないかしらと疑いたくなる。 

 

二十三 
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 今私の住んでいる近所に (喜久井町:ｷｸｲﾁｮｳ)という町がある。これは

私の生れた所だから、ほかの人よりもよく知っている。けれども私が

家を出て、方々 (漂浪:ﾋｮｳﾛｳ)して帰って来た時には、その喜久井町がだ

いぶ広がって、いつの間にか (根来:ﾈｺﾞﾛ)の方まで延びていた。 

 私に縁故の深いこの町の名は、あまり聞き慣れて育ったせいか、ち

っとも私の過去を誘い出す (懐:ﾅﾂ)かしい響を私に与えてくれない。し

かし書斎に (独:ﾋﾄ)り坐って、 (頬杖:ﾎｵﾂﾞｴ)を突いたまま、流れを下る

舟のように、心を自由に遊ばせておくと、時々私の (聯想:ﾚﾝｿｳ)が、喜

久井町の四字にぱたりと出会ったなり、そこでしばらく (徊:ﾃｲｶｲ)し始

める事がある。 

 この町は江戸と云った昔には、多分存在していなかったものらしい。

江戸が東京に改まった時か、それともずっと (後:ﾉﾁ)になってからか、

年代はたしかに分らないが、何でも私の父が (拵:ｺｼﾗ)えたものに相違な

いのである。 

 私の家の (定紋:ｼﾞｮｳﾓﾝ)が (井桁:ｲｹﾞﾀ)に菊なので、それにちなんだ菊

に井戸を使って、喜久井町としたという話は、父自身の口から聴いた

のか、または他のものから (教:ｵｽ)わったのか、何しろ今でもまだ私の

耳に残っている。父は (名主:ﾅﾇｼ)がなくなってから、一時区長という役

を勤めていたので、あるいはそんな自由も (利:ｷ)いたかも知れないが、

それを (誇:ﾎｺﾘ)にした彼の虚栄心を、今になって考えて見ると、 (厭:ｲ

ﾔ)な心持は (疾:ﾄ)くに消え去って、ただ微笑したくなるだけである。 

 父はまだその上に自宅の前から南へ行く時に是非共登らなければな

らない長い坂に、自分の姓の夏目という名をつけた。不幸にしてこれ

は喜久井町ほど有名にならずに、ただの坂として残っている。
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しかしこの間、或人が来て、地図でこの辺の名前を調べたら、夏目坂

というのがあったと云って話したから、ことによると父の付けた名が

今でも役に立っているのかも知れない。 

 私が (早稲田:ﾜｾﾀﾞ)に帰って来たのは、東京を出てから何年ぶりにな

るだろう。私は今の (住居:ｽﾏｲ)に移る前、 (家:ｳﾁ)を探す目的であった

か、また遠足の帰り路であったか、久しぶりで偶然私の旧家の横へ出

た。その時表から二階の (古瓦:ﾌﾙｶﾞﾜﾗ)が少し見えたので、まだ生き残

っているのかしらと思ったなり、私はそのまま通り過ぎてしまった。 

 早稲田に移ってから、私はまたその門前を通って見た。表から (覗:ﾉ

ｿﾞ)くと、何だかもとと変らないような気もしたが、門には思いも寄ら

ない下宿屋の看板が (懸:ｶｶ)っていた。私は昔の早稲田(田圃:ﾀﾝﾎﾞ)が見

たかった。しかしそこはもう町になっていた。私は (根来:ﾈｺﾞﾛ)の (茶

畠:ﾁｬﾊﾞﾀｹ)と (竹藪:ﾀｹﾔﾌﾞ)を (一目:ﾋﾄﾒ)眺めたかった。しかしその (痕

迹:ｺﾝｾｷ)はどこにも発見する事ができなかった。多分この辺だろうと推

測した私の (見当:ｹﾝﾄｳ)は、当っているのか、 (外:ﾊｽﾞ)れているのか、

それさえ不明であった。 

 私は (茫然:ﾎﾞｳｾﾞﾝ)として (佇立:ﾁｮﾘﾂ)した。なぜ私の家だけが過去の 

(残骸:ｻﾞﾝｶﾞｲ)のごとくに存在しているのだろう。私は心のうちで、早く

それが (崩:ｸｽﾞ)れてしまえば好いのにと思った。 

「時」は力であった。去年私が高田の方へ散歩したついでに、何気な

くそこを通り過ぎると、私の家は (綺麗:ｷﾚｲ)に取り壊されて、そのあと

に新らしい下宿屋が建てられつつあった。その (傍:ｿﾊﾞ)には質屋もでき

ていた。質屋の前に (疎:ﾏﾊﾞ)らな (囲:ｶｺｲ)をして、その中に庭木が少し

植えてあった。
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三本の松は、見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど (畸形児:ｷｹｲｼﾞ)

のようになっていたが、どこか (見覚:ﾐｵﾎﾞｴ)のあるような心持を私に起

させた。 (昔:ﾑｶ)し「影(参差:ｼﾝｼ)松三本の月夜かな」と (咏:ｳﾀ)ったの

は、あるいはこの松の事ではなかったろうかと考えつつ、私はまた家

に帰った。 

 

二十四 

 

「そんな所に (生:ｵ)い (立:ﾀ)って、よく (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで無事にすんだ

ものですね」 

「まあどうかこうか無事にやって来ました」 

 私達の使った無事という言葉は、 (男女:ﾅﾝﾆｮ)の間に起る恋の (波瀾:

ﾊﾗﾝ)がないという意味で、云わば情事の反対を (指:ｻ)したようなもので

あるが、私の (追窮心:ﾂｲｷｭｳｼﾝ)は簡単なこの一句の答で満足できなかっ

た。 

「よく人が云いますね、菓子屋へ奉公すると、いくら甘いものの好な

男でも、菓子が (厭:ｲﾔ)になるって、 (御彼岸:ｵﾋｶﾞﾝ)に (御萩:ｵﾊｷﾞ)など

を (拵:ｺｼﾗ)えているところを (宅:ｳﾁ)で見ていても分るじゃありません

か、拵えるものは、ただ御萩を (御重:ｵｼﾞｭｳ)に詰めるだけで、もうげん

なりした顔をしているくらいだから。あなたの場合もそんな訳なんで

すか」 

「そういう訳でもないようです。とにかく (廿歳:ﾊﾀﾁ)少し過ぎまでは平

気でいたのですから」 

 その人はある意味において好男子であった。 

「たといあなたが平気でいても、相手が平気でいない場合がないとも

限らないじゃありませんか。そんな時には、どうしたって (誘:ｻｿ)われ

がちになるのが当り前でしょう」 

「今からふり返って見ると、なるほどこういう意味でああいう事をし

たのだとか、あんな事を云ったのだとか、いろいろ思い当る事がない

でもありません」 

「じゃ全く気がつかずにいたのですね」 

「まあそうです。それからこちらで気のついたのも一つありました。

しかし私の心はどうしても、その相手に (惹:ﾋ)きつけられる事ができな

かったのです」 
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 私はそれが話の終りかと思った。二人の前には正月の (膳:ｾﾞﾝ)が (据:

ｽ)えてあった。客は少しも酒を飲まないし、私もほとんど (盃:ｻｶｽﾞｷ)

に手を触れなかったから、 (献酬:ｹﾝｼｭｳ)というものは全くなかった。 

「それだけで今日まで経過して来られたのですか」と私は吸物をすす

りながら念のために (訊:ｷ)いて見た。すると客は突然こんな話を私にし

て聞かせた。 

「まだ使用人であった頃に、ある女と二年ばかり会っていた事があり

ます。相手は無論(素人:ｼﾛｳﾄ)ではないのでした。しかしその女はもうい

ないのです。首を (縊:ｸｸ)って死んでしまったのです。年は十九でした。

十日ばかり会わないでいるうちに死んでしまったのです。その女には

ね、 (旦那:ﾀﾞﾝﾅ)が二人あって、双方が意地ずくで、身受の金を (競:ｾ)

り (上:ｱ)げにかかったのです。それに双方共老妓を味方にして、こっち

へ来い、あっちへ行くなと (義理責:ｷﾞﾘｾﾞﾒ)にもしたらしいのです。…

…」 

「あなたはそれを救ってやる訳に行かなかったのですか」 

「当時の私は (丁稚:ﾃﾞｯﾁ)の少し毛の (生:ﾊ)えたようなもので、とても

どうもできないのです」 

「しかしその (芸妓:ｹﾞｲｼｬ)はあなたのために死んだのじゃありません

か」 

「さあ……。一度に双方の旦那に義理を立てる訳に行かなかったから

かも知れませんが。……しかし私ら二人の間に、どこへも行かないと

いう約束はあったに違ないのです」 

「するとあなたが間接にその女を殺した事になるのかも知れません

ね」 

「あるいはそうかも知れません」 

「あなたは (寝覚:ﾈｻﾞﾒ)が悪かありませんか」 

「どうも好くないのです」 

 元日に (込:ｺ)み (合:ｱ)った私の座敷は、二日になって (淋:ｻﾋﾞ)しいく

らい静かであった。私はその淋しい春の松の内に、こういう (憐:ｱﾜ)れ

な物語りを、その年賀の客から聞いたのである。客は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)な

正直な人だったから、それを話すにも、ほとんど (艶:ﾂﾔ)っぽい言葉を

使わなかった。 

 

二十五 
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 私がまだ千駄木にいた頃の話だから、年数にすると、もうだいぶ古

い事になる。 

 或日私は (切通:ｷﾘﾄﾞｵ)しの方へ散歩した帰りに、本郷四丁目の角へ出

る代りに、もう一つ手前の細い通りを北へ曲った。その曲り角にはそ

の頃あった (牛屋:ｷﾞｭｳﾔ)の (傍:ｿﾊﾞ)に、 (寄席:ﾖｾ)の看板がいつでも 

(懸:ｶｶ)っていた。 

 雨の降る日だったので、私は無論(傘:ｶｻ)をさしていた。それが (鉄御

納戸:ﾃﾂｵﾅﾝﾄﾞ)の (八間:ﾊﾁｹﾝ)の深張で、上から (洩:ﾓ)ってくる (雫:ｼｽﾞｸ)

が、 (自然木:ｼﾞﾈﾝﾎﾞｸ)の (柄:ｴ)を伝わって、私の手を (濡:ﾇ)らし始めた。

人通りの少ないこの (小路:ｺｳｼﾞ)は、すべての泥を雨で洗い流したよう

に、 (足駄:ｱｼﾀﾞ)の歯に (引:ﾋ)っ (懸:ｶｶ)る (汚:ｷﾀ)ないものはほとんど

なかった。それでも上を見れば暗く、下を見れば (佗:ﾜ)びしかった。 (始

終:ｼｼﾞｭｳ)通りつけているせいでもあろうが、私の周囲には何一つ私の

眼を (惹:ﾋ)くものは見えなかった。そうして私の心はよくこの天気とこ

の周囲に似ていた。私には私の心を (腐蝕:ﾌｼｮｸ)するような不愉快な 

(塊:ｶﾀﾏﾘ)が常にあった。私は (陰欝:ｲﾝｳﾂ)な顔をしながら、ぼんやり雨

の降る中を歩いていた。 

  (日蔭町:ﾋｶｹﾞﾁｮｳ)の (寄席:ﾖｾ)の前まで来た私は、突然一台の (幌俥:

ﾎﾛｸﾞﾙﾏ)に出合った。私と俥の間には何の (隔:ﾍﾀﾞﾀ)りもなかったので、

私は遠くからその中に乗っている人の女だという事に気がついた。ま

だセルロイドの窓などのできない時分だから、車上の人は遠くからそ

の白い顔を私に見せていたのである。 

 私の眼にはその白い顔が大変美しく映った。私は雨の中を歩きなが

らじっとその人の姿に (見惚:ﾐﾄ)れていた。同時にこれは芸者だろうと

いう推察が、ほとんど事実のように、私の心に働らきかけた。
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すると俥が私の一間ばかり前へ来た時、突然私の見ていた美しい人が、 

(鄭寧:ﾃｲﾈｲ)な (会釈:ｴｼｬｸ)を私にして通り過ぎた。私は微笑に伴なうそ

の (挨拶:ｱｲｻﾂ)とともに、相手が、 (大塚楠緒:ｵｵﾂｶｸｽｵ)さんであった事

に、始めて気がついた。 

 次に会ったのはそれから (幾日目:ｲｸｶﾒ)だったろうか、 (楠緒:ｸｽｵ)さ

んが私に、「この間は失礼しました」と云ったので、私は私のありのま

まを話す気になった。 

「実はどこの美くしい (方:ｶﾀ)かと思って見ていました。芸者じゃない

かしらとも考えたのです」 

 その時楠緒さんが何と答えたか、私はたしかに覚えていないけれど

も、楠緒さんはちっとも顔を (赧:ｱｶ)らめなかった。それから不愉快な

表情も見せなかった。私の言葉をただそのままに受け取ったらしく思

われた。 

 それからずっと (経:ﾀ)って、ある日楠緒さんがわざわざ早稲田へ (訪:

ﾀｽﾞ)ねて来てくれた事がある。しかるにあいにく私は (妻:ｻｲ)と (喧嘩:

ｹﾝｶ)をしていた。私は (厭:ｲﾔ)な顔をしたまま、書斎にじっと坐ってい

た。楠緒さんは妻と十分ばかり話をして帰って行った。 

 その日はそれですんだが、ほどなく私は西片町へ (詫:ｱﾔ)まりに出か

けた。 

「実は喧嘩をしていたのです。妻も定めて無愛想でしたろう。私はま

た (苦々:ﾆｶﾞﾆｶﾞ)しい顔を見せるのも失礼だと思って、わざと (引込:ﾋｯ

ｺ)んでいたのです」 

 これに対する楠緒さんの (挨拶:ｱｲｻﾂ)も、今では遠い過去になって、

もう呼び出す事のできないほど、記憶の底に沈んでしまった。 

 楠緒さんが死んだという報知の来たのは、たしか私が胃腸病院にい

る頃であった。死去の広告中に、私の名前を使って (差支:ｻｼﾂｶｴ)ないか

と電話で問い合された事などもまだ覚えている。私は病院で「ある程

の菊投げ入れよ (棺:ｶﾝ)の中」という (手向:ﾀﾑｹ)の句を楠緒さんのため

に (咏:ﾖ)んだ。
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それを俳句の好きなある男が (嬉:ｳﾚ)しがって、わざわざ私に頼んで、

短冊に書かせて持って行ったのも、もう昔になってしまった。 

 

二十六 

 

  (益:ﾏｽ)さんがどうしてそんなに (零落:ｵﾁﾌﾞﾚ)たものか私には解らな

い。何しろ私の知っている益さんは郵便脚夫であった。益さんの弟の

庄さんも、 (家:ｳﾁ)を (潰:ﾂﾌﾞ)して私の所へ (転:ｺﾛ)がり込んで (食客:ｲ

ｿｳﾛｳ)になっていたが、これはまだ益さんよりは社会的地位が高かった。

小供の時分本町の (鰯屋:ｲﾜｼﾔ)へ奉公に行っていた時、浜の西洋人が 

(可愛:ｶﾜｲ)がって、外国へ連れて行くと云ったのを断ったのが、今考え

ると残念だなどと (始終:ｼｼﾞｭｳ)話していた。 

 二人とも私の母方の (従兄:ｲﾄｺ)に当る男だったから、その縁故で、益

さんは (弟:ｵﾄﾄ)に会うため、また私の父に敬意を表するため、月に一遍

ぐらいは、牛込の奥まで (煎餅:ｾﾝﾍﾞｲ)の袋などを (手土産:ﾃﾐﾔｹﾞ)に持っ

て、よく訪ねて来た。 

 益さんはその時何でも芝の (外:ﾊｽﾞ)れか、または品川近くに世帯を持

って、一人暮しの (呑気:ﾉﾝｷ)な生活を営んでいたらしいので、 (宅:ｳﾁ)

へ来るとよく泊まって行った。たまに帰ろうとすると、兄達が寄って

たかって、「帰ると承知しないぞ」などと (威嚇:ｵﾄﾞｶ)したものである。 

 当時二番目と三番目の兄は、まだ (南校:ﾅﾝｺｳ)へ通っていた。南校と

いうのは今の高等商業学校の位置にあって、そこを卒業すると、開成

学校すなわち (今日:ｺﾝﾆﾁ)の大学へ (這入:ﾊｲ)る (組織:ｿｼｮｸ)になってい

たものらしかった。彼らは夜になると、玄関に (桐:ｷﾘ)の机を並べて、 

(明日:ｱｼﾀ)の (下読:ｼﾀﾖﾐ)をする。下読と云ったところで、今の書生のや

るのとはだいぶ違っていた。
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グードリッチの英国史といったような本を、一節ぐらいずつ読んで、

それからそれを机の上へ伏せて、口の内で今読んだ通りを (暗誦:ｱﾝｼｮｳ)

するのである。 

 その下読が済むと、だんだん益さんが必要になって来る。庄さんも

いつの間にかそこへ顔を出す。一番目の兄も、 (機嫌:ｷｹﾞﾝ)の好い時は、

わざわざ奥から玄関まで (出張:ﾃﾞﾊﾞ)って来る。そうしてみんないっし

ょになって、益さんに (調戯:ｶﾗｶ)い始める。 

「益さん、西洋人の所へ手紙を配達する事もあるだろう」 

「そりゃ商売だから (厭:ｲﾔ)だって仕方がありません、持って行きます

よ」 

「益さんは英語ができるのかね」 

「英語ができるくらいならこんな (真似:ﾏﾈ)をしちゃいません」 

「しかし郵便ッとか何とか大きな声を出さなくっちゃならないだろ

う」 

「そりゃ日本語で間に合いますよ。異人だって、近頃は日本語が解り

ますもの」 

「へええ、 (向:ﾑｺｳ)でも何とか云うのかね」 

「云いますとも。ペロリの奥さんなんか、あなたよろしいありがとう

と、ちゃんと日本語で (挨拶:ｱｲｻﾂ)をするくらいです」 

 みんなは益さんをここまでおびき出しておいて、どっと笑うのであ

る。それからまた「益さん何て云うんだって、その奥さんは」と何遍

も一つ事を (訊:ｷ)いては、いつまでも笑いの種にしようと (巧:ﾀｸ)らん

でかかる。益さんもしまいには苦笑いをして、とうとう「あなたよろ

しい」をやめにしてしまう。すると今度は「じゃ益さん、 (野中:ﾉﾅｶ)

の (一本杉:ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞ)をやって御覧よ」と誰かが云い出す。 

「やれったって、そうおいそれとやれるもんじゃありません」 

「まあ好いから、おやりよ。いよいよ野中の一本杉の所まで参ります

と……」 

 益さんはそれでもにやにやして応じない。私はとうとう益さんの野

中の一本杉というものを (聴:ｷ)かずにしまった。今考えると、それは何

でも講釈か (人情噺:ﾆﾝｼﾞｮｳﾊﾞﾅｼ)の一節じゃないかしらと思う。 
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 私の成人する頃には益さんももう (宅:ｳﾁ)へ来なくなった。おおかた

死んだのだろう。生きていれば何か (消息:ﾀﾖﾘ)のあるはずである。しか

し死んだにしても、いつ死んだのか私は知らない。 

 

二十七 

 

 私は芝居というものに余り親しみがない。ことに旧劇は解らない。

これは古来からその方面で発達して来た演芸上の約束を知らないので、

舞台の上に (開展:ｶｲﾃﾝ)される特別の世界に、同化する能力が私に欠け

ているためだとも思う。しかしそればかりではない。私が旧劇を見て、

最も異様に感ずるのは、役者が自然と不自然の間を、どっちつかずに

ぶらぶら歩いている事である。それが私に、 (中腰:ﾁｭｳｺﾞｼ)と云ったよ

うな落ちつけない心持を引き起させるのも恐らく理の当然なのだろう。 

 しかし舞台の上に子供などが出て来て、 (甲:ｶﾝ)の高い声で、 (憐:ｱﾜ)

れっぽい事などを云う時には、いかな私でも知らず知らず眼に涙が 

(滲:ﾆｼﾞ)み出る。そうしてすぐ、ああ (騙:ﾀﾞﾏ)されたなと後悔する。な

ぜあんなに安っぽい涙を (零:ｺﾎﾞ)したのだろうと思う。 

「どう考えても騙されて泣くのは (厭:ｲﾔ)だ」と私はある人に告げた。

芝居好のその相手は、「それが先生の常態なのでしょう。平生涙を (控:

ﾋｶ)え (目:ﾒ)にしているのは、かえってあなたのよそゆきじゃありませ

んか」と注意した。 

 私はその説に不服だったので、いろいろの方面から (向:ﾑｺｳ)を納得さ

せようとしているうちに、話題がいつか絵画の方に (滑:ｽﾍﾞ)って行った。

その男はこの間参考品として美術協会に出た (若冲:ｼﾞｬｸﾁｭｳ)の (御物:

ｷﾞｮﾌﾞﾂ)を大変に (嬉:ｳﾚ)しがって、その評論をどこかの雑誌に載せると

かいう (噂:ｳﾜｻ)であった。
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私はまたあの鶏の図がすこぶる気に入らなかったので、ここでも芝居

と同じような議論が二人の間に起った。 

「いったい君に (画:ｴ)を論ずる資格はないはずだ」と私はついに彼を 

(罵倒:ﾊﾞﾄｳ)した。するとこの (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)が (本:ﾓﾄ)になって、彼は芸

術一元論を主張し出した。彼の主意をかいつまんで云うと、すべての

芸術は同じ (源:ﾐﾅﾓﾄ)から (湧:ﾜ)いて出るのだから、その内の一つさえ

うんと腹に入れておけば、他は (自:ｵﾉ)ずから解し得られる (理窟:ﾘｸﾂ)

だというのである。座にいる人のうちで、彼に同意するものも少なく

なかった。 

「じゃ小説を作れば、自然柔道も (旨:ｳﾏ)くなるかい」と私が (笑談:ｼﾞ

ｮｳﾀﾞﾝ)半分に云った。 

「柔道は芸術じゃありませんよ」と相手も笑いながら答えた。 

 芸術は平等観から出立するのではない。よしそこから出立するにし

ても、 (差別観:ｻﾍﾞﾂｶﾝ)に (入:ｲ)って始めて、花が咲くのだから、それ

を本来の昔へ返せば、絵も彫刻も文章も、すっかり無に帰してしまう。

そこに何で共通のものがあろう。たとい有ったにしたところで、実際

の役には立たない。彼我共通の具体的のものなどの発見もできるはず

がない。 

 こういうのがその時の私の (論旨:ﾛﾝｼ)であった。そうしてその論旨は

けっして充分なものではなかった。もっと先方の主張を取り入れて、

周到な解釈を (下:ｸﾀﾞ)してやる余地はいくらでもあったのである。 

 しかしその時座にいた (一人:ｲﾁﾆﾝ)が、突然私の議論を引き受けて相

手に向い出したので、私も面倒だからついそのままにしておいた。け

れども私の代りになったその男というのはだいぶ酔っていた。それで

芸術がどうだの、文芸がどうだのと、しきりに弁ずるけれども、あま

り要領を得た事は云わなかった。言葉(遣:ﾂﾞｶ)いさえ少しへべれけであ

った。
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初めのうちは面白がって笑っていた人達も、ついには黙ってしまった。 

「じゃ絶交しよう」などと酔った男がしまいに云い出した。私は「絶

交するなら外でやってくれ、ここでは迷惑だから」と注意した。 

「じゃ外へ出て絶交しようか」と酔った男が相手に相談を持ちかけた

が、相手が動かないので、とうとうそれぎりになってしまった。 

 これは今年の元日の出来事である。酔った男はそれからちょいちょ

い来るが、その時の (喧嘩:ｹﾝｶ)については一口も云わない。 

 

二十八 

 

 ある人が私の (家:ｳﾁ)の猫を見て、「これは何代目の猫ですか」と (訊:

ｷ)いた時、私は何気なく「二代目です」と答えたが、あとで考えると、

二代目はもう通り越して、その (実:ｼﾞﾂ)三代目になっていた。 

 初代は宿なしであったにかかわらず、ある意味からして、だいぶ有

名になったが、それに引きかえて、二代目の (生涯:ｼｮｳｶﾞｲ)は、主人に

さえ忘れられるくらい、短命だった。私は誰がそれをどこから貰って

来たかよく知らない。しかし手の (掌:ﾋﾗ)に載せれば載せられるような

小さい (恰好:ｶｯｺｳ)をして、彼がそこいら (中:ｼﾞｭｳ) (這:ﾊ)い廻っていた

当時を、私はまだ記憶している。この可憐な動物は、ある朝家のもの

が床を (揚:ｱ)げる時、誤って上から踏み殺してしまった。ぐうという声

がしたので、 (蒲団:ﾌﾄﾝ)の下に (潜:ﾓｸﾞ)り (込:ｺ)んでいる彼をすぐ引き

出して、相当の (手当:ﾃｱﾃ)をしたが、もう間に合わなかった。彼はそれ

から (一日:ｲﾁﾝﾁ) (二日:ﾌﾂｶ)してついに死んでしまった。その (後:ｱﾄ)へ

来たのがすなわち真黒な今の猫である。 

 私はこの黒猫を (可愛:ｶﾜｲ)がっても (憎:ﾆｸ)がってもいない。猫の方

でも (宅中:ｳﾁｼﾞｭｳ)のそのそ歩き廻るだけで、別に私の (傍:ｿﾊﾞ)へ寄り

つこうという好意を現わした事がない。 
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 ある時彼は台所の (戸棚:ﾄﾀﾞﾅ)へ這入って、 (鍋:ﾅﾍﾞ)の中へ落ちた。

その鍋の中には (胡麻:ｺﾞﾏ)の油がいっぱいあったので、彼の (身体:ｶﾗ

ﾀﾞ)はコスメチックでも塗りつけたように光り始めた。彼はその光る身

体で私の原稿紙の上に寝たものだから、油がずっと下まで (滲:ｼ)み (通:

ﾄｵ)って私をずいぶんな目に (逢:ｱ)わせた。 

 去年私の病気をする少し前に、彼は突然皮膚病に (罹:ｶｶ)った。顔か

ら額へかけて、毛がだんだん抜けて来る。それをしきりに爪で (掻:ｶ)

くものだから、 (瘡葢:ｶｻﾌﾞﾀ)がぼろぼろ落ちて、 (痕:ｱﾄ)が (赤裸:ｱｶﾊﾀﾞ

ｶ)になる。私はある日食事中この見苦しい様子を眺めて (厭:ｲﾔ)な顔を

した。 

「ああ瘡葢を (零:ｺﾎﾞ)して、もし小供にでも伝染するといけないから、

病院へ連れて行って早く療治をしてやるがいい」 

 私は (家:ｳﾁ)のものにこういったが、腹の中では、ことによると病気

が病気だから全治しまいとも思った。 (昔:ﾑｶ)し私の知っている西洋人

が、ある伯爵から好い犬を貰って (可愛:ｶﾜｲ)がっていたところ、いつか

こんな皮膚病に悩まされ出したので、気の毒だからと云って、医者に

頼んで殺して貰った事を、私はよく覚えていたのである。 

「クロロフォームか何かで殺してやった方が、かえって苦痛がなくっ

て仕合せだろう」 

 私は (三四度:ｻﾝﾖﾀﾋﾞ)同じ言葉を (繰:ｸ)り (返:ｶｴ)して見たが、猫がま

だ私の思う通りにならないうちに、自分の方が病気でどっと寝てしま

った。その間私はついに彼を見る機会をもたなかった。自分の苦痛が

直接自分を支配するせいか、彼の病気を考える余裕さえ出なかった。 

 十月に (入:ｲ)って、私はようやく起きた。そうして例のごとく黒い彼

を見た。すると不思議な事に、彼の醜い赤裸の皮膚にもとのような黒

い毛が (生:ﾊ)えかかっていた。 
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「おや (癒:ﾅｵ)るのかしら」 

 私は退屈な病後の眼を絶えず彼の上に注いでいた。すると私の衰弱

がだんだん回復するにつれて、彼の毛もだんだん濃くなって来た。そ

れが平生の通りになると、今度は以前より肥え始めた。 

 私は自分の病気の経過と彼の病気の経過とを比較して見て、時々そ

こに何かの (因縁:ｲﾝﾈﾝ)があるような暗示を受ける。そうしてすぐその

後から馬鹿らしいと思って微笑する。猫の方ではただにやにや鳴くば

かりだから、どんな心持でいるのか私にはまるで解らない。 

 

二十九 

 

 私は両親の晩年になってできたいわゆる (末:ｽｴ)ッ (子:ｺ)である。私

を生んだ時、母はこんな (年歯:ﾄｼ)をして懐妊するのは面目ないと云っ

たとかいう話が、今でも折々は (繰:ｸ)り (返:ｶｴ)されている。 

 単にそのためばかりでもあるまいが、私の両親は私が生れ落ちると

間もなく、私を里にやってしまった。その里というのは、無論私の記

憶に残っているはずがないけれども、成人の (後:ﾉﾁ)聞いて見ると、何

でも古道具の売買を (渡世:ﾄｾｲ)にしていた貧しい夫婦ものであったら

しい。 

 私はその道具屋の (我楽多:ｶﾞﾗｸﾀ)といっしょに、小さい (笊:ｻﾞﾙ)の中

に入れられて、毎晩(四谷:ﾖﾂﾔ)の大通りの夜店に (曝:ｻﾗ)されていたので

ある。それをある晩私の姉が何かのついでにそこを通りかかった時見

つけて、 (可哀想:ｶﾜｲｿｳ)とでも思ったのだろう、 (懐:ﾌﾄｺﾛ)へ入れて (宅:

ｳﾁ)へ連れて来たが、私はその夜どうしても寝つかずに、とうとう一晩

中泣き続けに泣いたとかいうので、姉は大いに父から (叱:ｼｶ)られたそ

うである。 

 私はいつ (頃:ｺﾞﾛ)その里から取り戻されたか知らない。しかしじきま

たある家へ養子にやられた。それはたしか私の四つの歳であったよう

に思う。
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私は物心のつく八九歳までそこで成長したが、やがて養家に妙なごた

ごたが起ったため、再び実家へ戻るような仕儀となった。 

 浅草から牛込へ (遷:ｳﾂ)された私は、生れた (家:ｳﾁ)へ帰ったとは気が

つかずに、自分の両親をもと通り祖父母とのみ思っていた。そうして

相変らず彼らを (御爺:ｵｼﾞｲ)さん、 (御婆:ｵﾊﾞｱ)さんと呼んで (毫:ｺﾞｳ)

も怪しまなかった。 (向:ﾑｺｳ)でも急に今までの習慣を改めるのが変だと

考えたものか、私にそう呼ばれながら澄ました顔をしていた。 

 私は普通の (末:ｽｴ)ッ (子:ｺ)のようにけっして両親から (可愛:ｶﾜｲ)が

られなかった。これは私の性質が (素直:ｽﾅｵ)でなかったためだの、久し

く両親に遠ざかっていたためだの、いろいろの原因から来ていた。と

くに父からはむしろ (苛酷:ｶｺｸ)に取扱かわれたという記憶がまだ私の

頭に残っている。それだのに浅草から牛込へ移された当時の私は、な

ぜか非常に (嬉:ｳﾚ)しかった。そうしてその嬉しさが誰の目にもつくく

らいに著るしく外へ現われた。 

 馬鹿な私は、本当の両親を (爺婆:ｼﾞｼﾞﾊﾞﾊﾞ)とのみ思い込んで、どの

くらいの月日を (空:ｸｳ)に暮らしたものだろう、それを (訊:ｷ)かれると

まるで分らないが、何でも或夜こんな事があった。 

 私がひとり座敷に寝ていると、枕元の所で小さな声を出して、しき

りに私の名を呼ぶものがある。私は驚ろいて眼を (覚:ｻ)ましたが、 (周

囲:ｱﾀﾘ)が (真暗:ﾏｯｸﾗ)なので、誰がそこに (蹲踞:ｳｽﾞｸﾏ)っているのか、

ちょっと判断がつかなかった。けれども私は小供だからただじっとし

て先方の云う事だけを聞いていた。すると聞いているうちに、それが

私の (家:ｳﾁ)の下女の声である事に気がついた。下女は暗い中で私に 

(耳語:ﾐﾐｺｽﾘ)をするようにこういうのである。―― 
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「あなたが御爺さん御婆さんだと思っていらっしゃる方は、本当はあ

なたの (御父:ｵﾄｯ)さんと (御母:ｵｯｶ)さんなのですよ。 (先刻:ｻｯｷ)ね、お

おかたそのせいであんなにこっちの (宅:ｳﾁ)が好なんだろう、妙なもの

だな、と云って二人で話していらしったのを私が聞いたから、そっと

あなたに教えて上げるんですよ。誰にも話しちゃいけませんよ。よご

ざんすか」 

 私はその時ただ「誰にも云わないよ」と云ったぎりだったが、心の 

(中:ｳﾁ)では大変嬉しかった。そうしてその嬉しさは事実を教えてくれた

からの嬉しさではなくって、単に下女が私に親切だったからの嬉しさ

であった。不思議にも私はそれほど嬉しく思った下女の名も顔もまる

で忘れてしまった。覚えているのはただその人の親切だけである。 

 

三十 

 

 私がこうして書斎に (坐:ｽﾜ)っていると、来る人の多くが「もう御病

気はすっかり (御癒:ｵﾅｵ)りですか」と尋ねてくれる。私は何度も同じ質

問を受けながら、何度も返答に (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)した。そうしてその (極:ｷ

ｮｸ)いつでも同じ言葉を (繰:ｸ)り (返:ｶｴ)すようになった。それは「ええ

まあどうかこうか生きています」という変な (挨拶:ｱｲｻﾂ)に (異:ｺﾄ)なら

なかった。 

 どうかこうか生きている。――私はこの一句を久しい間使用した。

しかし使用するごとに、何だか (不穏当:ﾌｵﾝﾄｳ)な心持がするので、自分

でも実はやめられるならばと思って考えてみたが、私の健康状態を云

い現わすべき適当な言葉は、 (他:ﾀ)にどうしても見つからなかった。 

 ある日Ｔ君が来たから、この話をして、 (癒:ﾅｵ)ったとも云えず、癒

らないとも云えず、何と答えて好いか分らないと語ったら、Ｔ君はす

ぐ私にこんな返事をした。 

「そりゃ癒ったとは云われませんね。そう時々再発するようじゃ。ま

あもとの病気の継続なんでしょう」 

 この継続という言葉を聞いた時、私は好い事を教えられたような気

がした。
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それから以後は、「どうかこうか生きています」という (挨拶:ｱｲｻﾂ)をや

めて、「病気はまだ継続中です」と改ためた。そうしてその継続の意味

を説明する場合には、必ず欧洲の大乱を (引合:ﾋｷｱｲ)に出した。 

「私はちょうど (独乙:ﾄﾞｲﾂ)が (聯合軍:ﾚﾝｺﾞｳｸﾞﾝ)と戦争をしているよ

うに、病気と戦争をしているのです。今こうやってあなたと対坐して

いられるのは、天下が太平になったからではないので、 (塹壕:ｻﾞﾝｺﾞｳ)

の (中:ｳﾁ)に (這入:ﾊｲ)って、病気と (睨:ﾆﾗ)めっくらをしているからで

す。私の (身体:ｶﾗﾀﾞ)は乱世です。いつどんな (変:ﾍﾝ)が起らないとも限

りません」 

 或人は私の説明を聞いて、面白そうにははと笑った。或人は黙って

いた。また或人は気の毒らしい顔をした。 

 客の帰ったあとで私はまた考えた。――継続中のものはおそらく私

の病気ばかりではないだろう。私の説明を聞いて、 (笑談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)だと

思って笑う人、解らないで黙っている人、同情の念に (駆:ｶ)られて気の

毒らしい顔をする人、――すべてこれらの人の心の奥には、私の知ら

ない、また自分達さえ気のつかない、継続中のものがいくらでも (潜:ﾋ

ｿ)んでいるのではなかろうか。もし彼らの胸に響くような大きな音で、

それが一度に破裂したら、彼らははたしてどう思うだろう。彼らの記

憶はその時もはや彼らに向って何物をも語らないだろう。過去の自覚

はとくに消えてしまっているだろう。今と昔とまたその昔の間に何ら

の因果を認める事のできない彼らは、そういう結果に (陥:ｵﾁｲ)った時、

何と自分を解釈して見る気だろう。 (所詮:ｼｮｾﾝ)我々は自分で夢の (間:

ﾏ)に製造した爆裂弾を、思い思いに (抱:ｲﾀﾞ)きながら、一人残らず、死

という遠い所へ、談笑しつつ歩いて行くのではなかろうか。ただどん

なものを (抱:ﾀﾞ)いているのか、 (他:ﾋﾄ)も知らず自分も知らないので、

仕合せなんだろう。 
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 私は私の病気が継続であるという事に気がついた時、欧洲の戦争も

おそらくいつの世からかの継続だろうと考えた。けれども、それがど

こからどう始まって、どう曲折して行くかの問題になると全く無知識

なので、継続という言葉を解しない一般の人を、私はかえって (羨:ｳﾗﾔ)

ましく思っている。 

 

三十一 

 

 私がまだ小学校に行っていた時分に、 (喜:ｷ)いちゃんという仲の好い

友達があった。喜いちゃんは当時(中町:ﾅｶﾁｮｳ)の叔父さんの (宅:ｳﾁ)にい

たので、そう (道程:ﾐﾁﾉﾘ)の近くない私の所からは、毎日会いに行く事

が出来(悪:ﾆｸ)かった。私はおもに自分の方から出かけないで、喜いちゃ

んの来るのを宅で待っていた。喜いちゃんはいくら私が行かないでも、

きっと向うから来るにきまっていた。そうしてその来る所は、私の家

の長屋を借りて、紙や筆を売る松さんの (許:ﾓﾄ)であった。 

 喜いちゃんには (父母:ﾁﾁﾊﾊ)がないようだったが、小供の私には、そ

れがいっこう不思議とも思われなかった。おそらく (訊:ｷ)いて見た事も

なかったろう。したがって喜いちゃんがなぜ松さんの所へ来るのか、

その訳さえも知らずにいた。これはずっと後で聞いた話であるが、こ

の喜いちゃんの (御父:ｵﾄｯ)さんというのは、 (昔:ﾑｶ)し銀座の役人か何

かをしていた時、 (贋金:ﾆｾｶﾞﾈ)を造ったとかいう (嫌疑:ｹﾝｷﾞ)を受けて、 

(入牢:ｼﾞｭｳﾛｳ)したまま死んでしまったのだという。それであとに取り残

された細君が、喜いちゃんを (先夫:ｾﾝﾌﾟ)の家へ置いたなり、松さんの

所へ再縁したのだから、喜いちゃんが時々 (生:ｳﾐ)の母に会いに来るの

は当り前の話であった。 

 何にも知らない私は、この事情を聞いた時ですら、別段変な感じも

起さなかったくらいだから、喜いちゃんとふざけまわって遊ぶ頃に、

彼の境遇などを考えた事はただの一度もなかった。 
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 喜いちゃんも私も漢学が好きだったので、解りもしない (癖:ｸｾ)に、

よく文章の議論などをして面白がった。彼はどこから聴いてくるのか、

調べてくるのか、よくむずかしい漢籍の名前などを (挙:ｱ)げて、私を驚

ろかす事が多かった。 

 彼はある日私の部屋同様になっている玄関に上り込んで、 (懐:ﾌﾄｺﾛ)

から二冊つづきの書物を出して見せた。それは (確:ﾀｼｶ)に写本であった。

しかも漢文で (綴:ﾂﾂﾞ)ってあったように思う。私は喜いちゃんから、そ

の書物を受け取って、無意味にそこここを (引:ﾋ)っ (繰返:ｸﾘｶｴ)して見

ていた。実は何が何だか私にはさっぱり解らなかったのである。しか

し喜いちゃんは、それを知ってるかなどと露骨な事をいう (性質:ﾀﾁ)で

はなかった。 

「これは (太田南畝:ｵｵﾀﾅﾝﾎﾞ)の自筆なんだがね。僕の友達がそれを売り

たいというので君に見せに来たんだが、買ってやらないか」 

 私は太田南畝という人を知らなかった。 

「太田南畝っていったい何だい」 

「 (蜀山人:ｼｮｸｻﾝｼﾞﾝ)の事さ。有名な蜀山人さ」 

 無学な私は蜀山人という名前さえまだ知らなかった。しかし喜いち

ゃんにそう云われて見ると、何だか貴重の書物らしい気がした。 

「いくらなら売るのかい」と (訊:ｷ)いて見た。 

「五十銭に売りたいと云うんだがね。どうだろう」 

 私は考えた。そうして何しろ (価切:ﾈｷﾞ)って見るのが上策だと思いつ

いた。 

「二十五銭なら買っても好い」 

「それじゃ二十五銭でも構わないから、買ってやりたまえ」 

 喜いちゃんはこう云いつつ私から二十五銭受取っておいて、またし

きりにその本の効能を述べ立てた。私には無論その書物が解らないの

だから、それほど (嬉:ｳﾚ)しくもなかったけれども、何しろ損はしない

だろうというだけの満足はあった。私はその夜(南畝莠言:ﾅﾝﾎﾟｼﾕｳｹﾞﾝ)

――たしかそんな名前だと記憶しているが、それを机の上に載せて寝

た。 

 

三十二 

 

  (翌日:ｱｸﾙﾋ)になると、喜いちゃんがまたぶらりとやって来た。 
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「君(昨日:ｷﾉｳ)買って貰った本の事だがね」 

 喜いちゃんはそれだけ云って、私の顔を見ながらぐずぐずしている。

私は机の上に載せてあった書物に眼を注いだ。 

「あの本かい。あの本がどうかしたのかい」 

「実はあすこの (宅:ｳﾁ)の (阿爺:ｵﾔｼﾞ)に知れたものだから、阿爺が大変

怒ってね。どうか返して貰って来てくれって僕に頼むんだよ。僕も一

遍君に渡したもんだから (厭:ｲﾔ)だったけれども仕方がないからまた来

たのさ」 

「本を取りにかい」 

「取りにって訳でもないけれども、もし君の方で (差支:ｻｼﾂｶｴ)がないな

ら、返してやってくれないか。何しろ二十五銭じゃ安過ぎるっていう

んだから」 

 この最後の (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)で、私は今まで安く買い得たという満足の裏

に、ぼんやり (潜:ﾋｿ)んでいた不快、――不善の行為から起る不快――

を (判然:ﾊｯｷﾘ)自覚し始めた。そうして一方では (狡猾:ｽﾞﾙ)い私を (怒:

ｲｶ)ると共に、一方では二十五銭で売った先方を怒った。どうしてこの

二つの怒りを同時に (和:ﾔﾜ)らげたものだろう。私は (苦:ﾆｶﾞ)い顔をし

てしばらく黙っていた。 

 私のこの心理状態は、今の私が小供の時の自分を回顧して解剖する

のだから、比較的(明瞭:ﾒｲﾘｮｳ)に描き出されるようなものの、その場合

の私にはほとんど解らなかった。私さえただ苦い顔をしたという結果

だけしか自覚し得なかったのだから、相手の喜いちゃんには無論それ

以上(解:ﾜｶ)るはずがなかった。 (括弧:ｶｯｺ)の中でいうべき事かも知れな

いが、 (年齢:ﾄｼ)を取った (今日:ｺﾝﾆﾁ)でも、私にはよくこんな現象が起

ってくる。それでよく (他:ﾋﾄ)から誤解される。 

 喜いちゃんは私の顔を見て、「二十五銭では本当に安過ぎるんだと

さ」と云った。 

 私はいきなり机の上に載せておいた書物を取って、喜いちゃんの前

に突き出した。 

「じゃ返そう」 

「どうも失敬した。
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何しろ (安公:ﾔｽｺｳ)の持ってるものでないんだから仕方がない。 (阿爺:

ｵﾔｼﾞ)の (宅:ｳﾁ)に昔からあったやつを、そっと売って (小遣:ｺﾂﾞｶｲ)にし

ようって云うんだからね」 

 私はぷりぷりして何とも答えなかった。喜いちゃんは (袂:ﾌﾄｺﾛ)から

二十五銭出して私の前へ置きかけたが、私はそれに手を触れようとも

しなかった。 

「その金なら取らないよ」 

「なぜ」 

「なぜでも取らない」 

「そうか。しかしつまらないじゃないか、ただ本だけ返すのは。本を

返すくらいなら二十五銭も取りたまいな」 

 私はたまらなくなった。 

「本は僕のものだよ。いったん買った以上は僕のものにきまってるじ

ゃないか」 

「そりゃそうに違いない。違いないが (向:ﾑｺｳ)の (宅:ｳﾁ)でも困ってる

んだから」 

「だから返すと云ってるじゃないか。だけど僕は金を取る訳がないん

だ」 

「そんな解らない事を云わずに、まあ取っておきたまいな」 

「僕はやるんだよ。僕の本だけども、欲しければやろうというんだよ。

やるんだから本だけ持ってったら好いじゃないか」 

「そうかそんなら、そうしよう」 

 喜いちゃんは、とうとう本だけ持って帰った。そうして私は何の意

味なしに二十五銭の小遣を取られてしまったのである。 

 

三十三 

 

 世の中に住む人間の (一人:ｲﾁﾆﾝ)として、私は全く孤立して生存する

訳に行かない。自然(他:ﾋﾄ)と交渉の必要がどこからか起ってくる。時候

の (挨拶:ｱｲｻﾂ)、用談、それからもっと (込:ｺ)み (入:ｲ)った (懸合:ｶｹｱｲ)

――これらから脱却する事は、いかに枯淡な生活を送っている私にも

むずかしいのである。 

 私は何でも (他:ﾋﾄ)のいう事を (真:ﾏ)に受けて、すべて正面から彼ら

の言語動作を解釈すべきものだろうか。もし私が持って生れたこの単

純な性情に自己を託して (顧:ｶｴﾘ)みないとすると、時々飛んでもない人

から (騙:ﾀﾞﾏ)される事があるだろう。
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その結果(蔭:ｶｹﾞ)で馬鹿にされたり、 (冷評:ﾋﾔ)かされたりする。極端な

場合には、自分の面前でさえ忍ぶべからざる侮辱を受けないとも限ら

ない。 

 それでは他はみな (擦:ｽ)れ (枯:ｶ)らしの (嘘吐:ｳｿﾂｷ)ばかりと思って、

始めから相手の言葉に耳も (借:ｶ)さず、心も (傾:ｶﾀﾑ)けず、或時はその

裏面に (潜:ﾋｿ)んでいるらしい反対の意味だけを胸に収めて、それで 

(賢:ｶｼｺ)い人だと自分を批評し、またそこに安住の地を見出し得るだろ

うか。そうすると私は人を誤解しないとも限らない。その上恐るべき

過失を犯す覚悟を、 (初手:ｼｮﾃ)から仮定して、かからなければならない。

或時は必然の結果として、罪のない他を侮辱するくらいの厚顔を準備

しておかなければ、事が困難になる。 

 もし私の態度をこの両面のどっちかに片づけようとすると、私の心

にまた一種の (苦悶:ｸﾓﾝ)が起る。私は悪い人を信じたくない。それから

また (善:ﾖ)い人を少しでも (傷:ｷｽﾞﾂ)けたくない。そうして私の前に現

われて来る人は、ことごとく悪人でもなければ、またみんな善人とも

思えない。すると私の態度も相手しだいでいろいろに変って行かなけ

ればならないのである。 

 この変化は誰にでも必要で、また誰でも実行している事だろうと思

うが、それがはたして相手にぴたりと合って寸分間違のない微妙な特

殊な線の上をあぶなげもなく歩いているだろうか。私の大いなる疑問

は常にそこに (蟠:ﾜﾀﾞｶ)まっている。 

 私の (僻:ﾋｶﾞﾐ)を別にして、私は過去において、多くの人から馬鹿に

されたという (苦:ﾆｶﾞ)い記憶をもっている。同時に、先方の云う事や 

(為:ｽ)る事を、わざと平たく取らずに、 (暗:ｱﾝ)にその人の品性に恥を 

(掻:ｶ)かしたと同じような解釈をした経験もたくさんありはしまいかと

思う。 

  (他:ﾋﾄ)に対する私の態度はまず今までの私の経験から来る。
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それから前後の関係と四囲の状況から出る。最後に、 (曖昧:ｱｲﾏｲ)な言

葉ではあるが、私が天から授かった直覚が何分か働らく。そうして、

相手に馬鹿にされたり、また相手を馬鹿にしたり、 (稀:ﾏﾚ)には相手に

彼相当な待遇を与えたりしている。 

 しかし今までの経験というものは、広いようで、その (実:ｼﾞﾂ)はなは

だ狭い。ある社会の一部分で、何度となく繰り返された経験を、他の

一部分へ持って行くと、まるで通用しない事が多い。前後の関係とか

四囲の状況とか云ったところで、千差万別なのだから、その応用の区

域が限られているばかりか、その実千差万別に思慮を (廻:ﾒｸﾞ)らさなけ

れば役に立たなくなる。しかもそれを廻らす時間も、材料も充分給与

されていない場合が多い。 

 それで私はともすると事実あるのだか、またないのだか解らない、 

(極:ｷﾜ)めてあやふやな自分の直覚というものを主位に置いて、他を判断

したくなる。そうして私の直覚がはたして当ったか当らないか、要す

るに客観的事実によって、それを (確:ﾀｼｶ)める機会をもたない事が多い。

そこにまた私の疑いが (始終:ｼｼﾞｭｳ) (靄:ﾓﾔ)のようにかかって、私の心

を苦しめている。 

 もし世の中に (全知全能:ｾﾞﾝﾁｾﾞﾝﾉｳ)の神があるならば、私はその神の

前に (跪:ﾋｻﾞﾏ)ずいて、私に (毫髪:ｺﾞｳﾊﾂ)の (疑:ｳﾀｶﾞｲ)を (挟:ｻｼﾊｻ)む余

地もないほど明らかな直覚を与えて、私をこの (苦悶:ｸﾓﾝ)から (解脱:ｹﾞ

ﾀﾞﾂ)せしめん事を祈る。でなければ、この不明な私の前に出て来るすべ

ての人を、 (玲瓏透徹:ﾚｲﾛｳﾄｳﾃﾂ)な正直ものに変化して、私とその人と

の魂がぴたりと合うような幸福を授けたまわん事を祈る。今の私は馬

鹿で人に (騙:ﾀﾞﾏ)されるか、あるいは疑い深くて人を (容:ｲ)れる事がで

きないか、この両方だけしかないような気がする。
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不安で、不透明で、不愉快に (充:ﾐ)ちている。もしそれが (生涯:ｼｮｳｶﾞ

ｲ)つづくとするならば、人間とはどんなに不幸なものだろう。 

 

三十四 

 

 私が大学にいる頃教えたある文学士が来て、「先生はこの間高等工業

で講演をなすったそうですね」というから、「ああやった」と答えると、

その男が「何でも解らなかったようですよ」と教えてくれた。 

 それまで自分の云った事について、その方面の (掛念:ｹﾈﾝ)をまるでも

っていなかった私は、彼の言葉を聞くとひとしく、意外の感に打たれ

た。 

「君はどうしてそんな事を知ってるの」 

 この疑問に対する彼の説明は簡単であった。親戚だか知人だか知ら

ないが、何しろ彼に関係のある或(家:ｳﾁ)の青年が、その学校に通ってい

て、当日私の講演を聴いた結果を、何だか解らないという言葉で彼に

告げたのである。 

「いったいどんな事を講演なすったのですか」 

 私は席上で、彼のためにまたその講演の (梗:ｺｳｶﾞｲ)を (繰:ｸ)り (返:ｶ

ｴ)した。 

「別にむずかしいとも思えない事だろう君。どうしてそれが解らない

かしら」 

「解らないでしょう。どうせ解りゃしません」 

 私には (断乎:ﾀﾞﾝｺ)たるこの返事がいかにも不思議に聞こえた。しか

しそれよりもなお強く私の胸を打ったのは、 (止:ﾖ)せばよかったという

後悔の念であった。自白すると、私はこの学校から何度となく講演を

依頼されて、何度となく断ったのである。だからそれを最後に引き受

けた時の私の腹には、どうかしてそこに集まる聴衆に、相当の利益を

与えたいという希望があった。その希望が、「どうせ解りゃしません」

という簡単な彼の (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)で、みごとに (粉砕:ﾌﾝｻｲ)されてしまっ

て見ると、私はわざわざ浅草まで行く必要がなかったのだと、自分を

考えない訳に行かなかった。 
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 これはもう一二年前の古い話であるが去年の秋またある学校で、ど

うしても講演をやらなければ義理が悪い事になって、ついにそこへ行

った時、私はふと私を後悔させた前年を思い出した。それに私の論じ

たその時の題目が、若い聴衆の誤解を招きやすい内容を含んでいたの

で、私は演壇を下りる (間際:ﾏｷﾞﾜ)にこう云った。―― 

「多分誤解はないつもりですが、もし私の今御話したうちに、 (判然:ﾊ

ｯｷﾘ)しないところがあるなら、どうぞ私宅まで来て下さい。できるだけ

あなたがたに (御納得:ｺﾞﾅｯﾄｸ)の行くように説明して上げるつもりです

から」 

 私のこの言葉が、どんな風に反響をもたらすだろうかという予期は、

当時の私にはほとんど無かったように思う。しかしそれから四五日(経:

ﾀ)って、三人の青年が私の書斎に (這入:ﾊｲ)って来たのは事実である。

そのうちの二人は電話で私の都合を聞き合せた。一人は (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)な

手紙を書いて、面会の時間を (拵:ｺｼﾗ)えてくれと注文して来た。 

 私は (快:ｺｺﾛ)よくそれらの青年に接した。そうして彼らの来意を (確:

ﾀｼ)かめた。一人の方は私の予想通り、私の講演についての筋道の質問

であったが、残る二人の方は、案外にも彼らの友人がその家庭に対し

て (採:ﾄ)るべき方針についての疑義を私に (訊:ｷ)こうとした。したがっ

てこれは私の講演を、どう実社会に応用して好いかという彼らの目前

に (逼:ｾﾏ)った問題を持って来たのである。 

 私はこれら三人のために、私の云うべき事を云い、説明すべき事を

説明したつもりである。それが彼らにどれほどの利益を与えたか、結

果からいうとこの私にも分らない。しかしそれだけにしたところで私

には満足なのである。「あなたの講演は解らなかったそうです」と云わ

れた時よりも (遥:ﾊﾙｶ)に満足なのである。 
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〔この稿が新聞に出た二三日あとで、私は高等工業の学生から四五通

の手紙を受取った。その人々はみんな私の講演を聴いたものばかりで、

いずれも私がここで述べた失望を打ち消すような事実を、反証として

書いて来てくれたのである。だからその手紙はみな好意に (充:ﾐ)ちてい

た。なぜ一学生の云った事を、聴衆全体の意見として速断するかなど

という詰問的のものは一つもなかった。それで私はここに一言を附加

して、私の不明を謝し、 (併:ｱﾜ)せて私の誤解を正してくれた人々の親

切をありがたく思う (旨:ﾑﾈ)を公けにするのである。〕 

 

 

三十五 

 

 私は小供の時分よく日本橋の (瀬戸物町:ｾﾄﾓﾉﾁｮｳ)にある (伊勢本:ｲｾﾓ

ﾄ)という (寄席:ﾖｾ)へ講釈を聴きに行った。今の三越の (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)

にいつでも昼席の看板がかかっていて、その (角:ｶﾄﾞ)を曲ると、寄席は

つい小半町行くか行かない右手にあったのである。 

 この席は夜になると、 (色物:ｲﾛﾓﾉ)だけしかかけないので、私は昼よ

りほかに足を踏み込んだ事がなかったけれども、席数からいうと一番

多く (通:ｶﾖ)った所のように思われる。当時私のいた家は無論高田の馬

場の下ではなかった。しかしいくら地理の便が好かったからと云って、

どうしてあんなに講釈を聴きに行く時間が私にあったものか、今考え

るとむしろ不思議なくらいである。 

 これも今からふり返って遠い過去を眺めるせいでもあろうが、そこ

は寄席としてはむしろ上品な気分を客に起させるようにできていた。 

(高座:ｺｳｻﾞ)の (右側:ﾐｷﾞﾜｷ)には (帳場格子:ﾁｮｳﾊﾞｺﾞｳｼ)のような (仕切:ｼ

ｷﾘ)を二方に立て廻して、その中に (定連:ｼﾞｮｳﾚﾝ)の席が設けてあった。

それから高座の (後:ｳｼﾛ)が (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)で、その先がまた庭になってい

た。



硝子戸の中《スピーチオ文庫》  72/84 

庭には梅の古木が (斜:ﾅﾅ)めに (井桁:ｲｹﾞﾀ)の上に突き出たりして、窮屈

な感じのしないほどの大空が、縁から仰がれるくらいに余分の地面を

取り込んでいた。その庭を東に受けて離れ座敷のような建物も見えた。 

 帳場格子のうちにいる連中は、時間が余って使い切れない有福な人

達なのだから、みんな相応な (服装:ﾅﾘ)をして、時々 (呑気:ﾉﾝｷ)そうに 

(袂:ﾀﾓﾄ)から (毛抜:ｹﾇｷ)などを出して根気よく鼻毛を抜いていた。そん

な (長閑:ﾉﾄﾞｶ)な日には、庭の梅の (樹:ｷ)に (鶯:ｳｸﾞｲｽ)が来て (啼:ﾅ)く

ような気持もした。 

  (中入:ﾅｶｲﾘ)になると、菓子を箱入のまま茶を売る男が客の間へ配っ

て歩くのがこの席の習慣になっていた。箱は浅い長方形のもので、ま

ず誰でも欲しいと思う人の手の届く所に一つと云った風に都合よく置

かれるのである。菓子の数は一箱に十ぐらいの割だったかと思うが、

それを食べたいだけ食べて、後からその代価を箱の中に入れるのが無

言の規約になっていた。私はその頃この習慣を珍らしいもののように

興がって眺めていたが、今となって見ると、こうした (鷹揚:ｵｳﾖｳ)で (呑

気:ﾉﾝｷ)な気分は、どこの (人寄場:ﾋﾄﾖｾﾊﾞ)へ行っても、もう味わう事が

できまいと思うと、それがまた何となく (懐:ﾅﾂｶ)しい。 

 私はそんなおっとりと (物寂:ﾓﾉｻ)びた空気の中で、古めかしい講釈と

いうものをいろいろの人から聴いたのである。その中には、すととこ、

のんのん、ずいずい、などという妙な言葉を使う男もいた。これは (田

辺南竜:ﾀﾅﾍﾞﾅﾝﾘｭｳ)と云って、もとはどこかの下足番であったとかいう

話である。そのすととこ、のんのん、ずいずいははなはだ有名なもの

であったが、その意味を理解するものは一人もなかった。
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彼はただそれを軍勢の押し寄せる形容詞として用いていたらしいので

ある。 

 この南竜はとっくの昔に死んでしまった。そのほかのものもたいて

いは死んでしまった。その (後:ｺﾞ)の様子をまるで知らない私には、そ

の時分私を喜こばせてくれた人のうちで生きているものがはたして何

人あるのだか全く分らなかった。 

 ところがいつか美音会の忘年会のあった時、その番組を見たら、吉

原の (幇間:ﾀｲｺﾓﾁ)の茶番だの何だのが (列:ﾅﾗ)べて書いてあるうちに、

私はたった一人の当時の旧友を見出した。私は新富座へ行って、その

人を見た。またその声を聞いた。そうして彼の顔も (咽喉:ﾉﾄﾞ)も昔とち

っとも変っていないのに驚ろいた。彼の講釈も全く昔の通りであった。

進歩もしない代りに、退歩もしていなかった。廿世紀のこの急劇な変

化を、自分と自分の周囲に恐ろしく意識しつつあった私は、彼の前に

坐りながら、絶えず彼と私とを、心のうちで比較して一種の黙想に (耽:

ﾌｹ)っていた。 

 彼というのは (馬琴:ﾊﾞｷﾝ)の事で、昔(伊勢本:ｲｾﾓﾄ)で南竜の中入前を

つとめていた頃には、 (琴凌:ｷﾝﾘｮｳ)と呼ばれた若手だったのである。 

 

三十六 

 

 私の長兄はまだ大学とならない前の (開成校:ｶｲｾｲｺｳ)にいたのだが、

肺を (患:ﾜｽﾞﾗ)って中途で退学してしまった。私とはだいぶ (年歯:ﾄｼ)

が違うので、兄弟としての親しみよりも、 (大人:ｵﾄﾅ)対小供としての関

係の方が、深く私の頭に (浸:ｼ)み (込:ｺ)んでいる。ことに (怒:ｵｺ)られ

た時はそうした感じが強く私を (刺戟:ｼｹﾞｷ)したように思う。 

 兄は色の白い鼻筋の通った美くしい男であった。
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しかし顔だちから云っても、表情から見ても、どこかに (峻:ｹﾜ)しい (相:

ｿｳ)を具えていて、むやみに近寄れないと云った風の (逼:ｾﾏ)った心持を 

(他:ﾋﾄ)に与えた。 

 兄の在学中には、まだ地方から出て来た (貢進生:ｺｳｼﾝｾｲ)などのいる

頃だったので、今の青年には想像のできないような気風が校内のそこ

ここに残っていたらしい。兄は或上級生に (艶書:ﾌﾐ)をつけられたと云

って、私に話した事がある。その上級生というのは、兄などよりもず

っと (年歯上:ﾄｼｳｴ)の男であったらしい。こんな習慣の行なわれない東

京で育った彼は、はたしてその (文:ﾌﾐ)をどう始末したものだろう。兄

はそれ以後学校の風呂でその男と顔を見合せるたびに、きまりの悪い

思をして困ったと云っていた。 

 学校を出た頃の彼は、非常に四角四面で、 (始終:ｼｼﾞｭｳ)堅苦しく構え

ていたから、父や母も多少彼に気をおく様子が見えた。その上病気の

せいでもあろうが、常に (陰気臭:ｲﾝｷｸｻ)い顔をして、 (宅:ｳﾁ)にばかり 

(引込:ﾋｯｺ)んでいた。 

 それがいつとなく (融:ﾄ)けて来て、 (人柄:ﾋﾄｶﾞﾗ)が (自:ｵﾉ)ずと柔ら

かになったと思うと、彼はよく (古渡唐桟:ｺﾜﾀﾘﾄｳｻﾞﾝ)の着物に (角帯:ｶ

ｸｵﾋﾞ)などを (締:ｼ)めて、夕方から宅を外にし始めた。時々は (紫色:ﾑﾗ

ｻｷｲﾛ)で (亀甲型:ｷｯｺｳｶﾞﾀ)を一面に (摺:ｽ)った (亀清:ｶﾒｾｲ)の (団扇:ｳﾁ

ﾜ)などが茶の間に (放:ﾎｳ)り (出:ﾀﾞ)されるようになった。それだけなら

まだ好いが、彼は (長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)の前へ (坐:ｽﾜ)ったまま、しきりに 

(仮色:ｺﾜｲﾛ)を (遣:ﾂｶ)い出した。しかし宅のものは別段それに (頓着:ﾄﾝ

ｼﾞｬｸ)する様子も見えなかった。私は無論平気であった。 
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 (仮色:ｺﾜｲﾛ)と同時に (藤八拳:ﾄｳﾊﾁｹﾝ)も始まった。しかしこの (方:ﾎｳ)

は相手が (要:ｲ)るので、そう毎晩は繰り返されなかったが、何しろ変に

無器用な手を上げたり下げたりして、熱心にやっていた。相手はおも

に三番目の兄が勤めていたようである。私は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)な顔をして、

ただ傍観しているに過ぎなかった。 

 この兄はとうとう肺病で死んでしまった。死んだのはたしか明治二

十年だと覚えている。すると葬式も済み、 (待夜:ﾀｲﾔ)も済んで、まず (一

片付:ﾋﾄｶﾀﾂﾞｷ)というところへ一人の女が尋ねて来た。三番目の兄が出

て応接して見ると、その女は彼にこんな事を (訊:ｷ)いた。 

「兄さんは死ぬまで、奥さんを御持ちになりゃしますまいね」 

 兄は病気のため、 (生涯:ｼｮｳｶﾞｲ)妻帯しなかった。 

「いいえしまいまで独身で暮らしていました」 

「それを聞いてやっと安心しました。 (妾:ﾜﾀｸｼ)のようなものは、どう

せ (旦那:ﾀﾞﾝﾅ)がなくっちゃ生きて行かれないから、仕方がありません

けれども、……」 

 兄の遺骨の (埋:ｳ)められた寺の名を (教:ｵｽ)わって帰って行ったこの

女は、わざわざ甲州から出て来たのであるが、元柳橋の芸者をしてい

る頃、兄と関係があったのだという話を、私はその時始めて聞いた。 

 私は時々この女に会って兄の事などを物語って見たい気がしないで

もない。しかし会ったら定めし (御婆:ｵﾊﾞｱ)さんになって、昔とはまる

で違った顔をしていはしまいかと考える。そうしてその心もその顔同

様に (皺:ｼﾜ)が寄って、からからに乾いていはしまいかとも考える。も

しそうだとすると、 (彼女:ｶﾉｵﾝﾅ)が今になって兄の弟の私に会うのは、

彼女にとってかえって (辛:ﾂﾗ)い悲しい事かも知れない。 

 

三十七 
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 私は母の記念のためにここで何か書いておきたいと思うが、あいに

く私の知っている母は、私の頭に大した材料を (遺:ﾉｺ)して行ってくれ

なかった。 

 母の名は (千枝:ﾁｴ)といった。私は今でもこの千枝という言葉を (懐:

ﾅﾂ)かしいものの一つに数えている。だから私にはそれがただ私の母だ

けの名前で、けっしてほかの女の名前であってはならないような気が

する。幸いに私はまだ母以外の千枝という女に出会った事がない。 

 母は私の十三四の時に死んだのだけれども、私の今遠くから呼び起

す彼女の幻像は、記憶の糸をいくら (辿:ﾀﾄﾞ)って行っても、御婆さんに

見える。晩年に生れた私には、母の水々しい姿を覚えている特権がつ

いに与えられずにしまったのである。 

 私の知っている母は、常に大きな (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)をかけて (裁縫:ｼｺﾞﾄ)

をしていた。その眼鏡は鉄縁の古風なもので、 (球:ﾀﾏ)の大きさが (直

径:ｻｼﾜﾀｼ)二寸以上もあったように思われる。母はそれをかけたまま、

すこし (顋:ｱｺﾞ)を (襟元:ｴﾘﾓﾄ)へ引きつけながら、私をじっと見る事が

しばしばあったが、老眼の性質を知らないその頃の私には、それがた

だ彼女の癖とのみ考えられた。私はこの眼鏡と共に、いつでも母の背

景になっていた (一間:ｲｯｹﾝ)の (襖:ﾌｽﾏ)を (想:ｵﾓ)い (出:ﾀﾞ)す。古びた 

(張交:ﾊﾘﾏｾﾞ)の (中:ｳﾁ)に、 (生死事大:ｼｮｳｼﾞｼﾞﾀﾞｲ) (無常迅速:ﾑｼﾞｮｳｼﾞﾝｿ

ｸ)云々と書いた (石摺:ｲｼｽﾞﾘ)なども (鮮:ｱｻﾞ)やかに眼に浮んで来る。 

 夏になると母は (始終:ｼｼﾞｭｳ) (紺無地:ｺﾝﾑｼﾞ)の (絽:ﾛ)の (帷子:ｶﾀﾋﾞﾗ)

を着て、幅の狭い (黒繻子:ｸﾛｼﾞｭｽ)の帯を (締:ｼ)めていた。
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不思議な事に、私の記憶に残っている母の姿は、いつでもこの真夏の 

(服装:ﾅﾘ)で頭の中に現われるだけなので、それから紺無地の絽の着物と

幅の狭い黒繻子の帯を取り除くと、後に残るものはただ彼女の顔ばか

りになる。母がかつて (縁鼻:ｴﾝﾊﾞﾅ)へ出て、兄と (碁:ｺﾞ)を打っていた

様子などは、彼ら二人を組み合わせた (図柄:ｽﾞｶﾞﾗ)として、私の胸に収

めてある (唯一:ﾕｲｲﾂ)の (記念:ｶﾀﾐ)なのだが、そこでも彼女はやはり同

じ (帷子:ｶﾀﾋﾞﾗ)を着て、同じ帯を (締:ｼ)めて坐っているのである。 

 私はついぞ母の里へ (伴:ﾂ)れて行かれた (覚:ｵﾎﾞｴ)がないので、長い

間母がどこから嫁に来たのか知らずに暮らしていた。自分から求めて 

(訊:ｷ)きたがるような好奇心はさらになかった。それでその点もやはり

ぼんやり (霞:ｶｽ)んで見えるよりほかに仕方がないのだが、母が (四:ﾖ)

ツ (谷:ﾔ) (大番町:ｵｵﾊﾞﾝﾏﾁ)で生れたという話だけは (確:ﾀｼ)かに聞いて

いた。 (宅:ｳﾁ)は質屋であったらしい。蔵が (幾戸前:ｲｸﾄﾏｴ)とかあった

のだと、かつて人から教えられたようにも思うが、何しろその大番町

という所を、この年になるまで今だに通った事のない私のことだから、

そんな細かな点はまるで忘れてしまった。たといそれが事実であった

にせよ、私の今もっている母の記念のなかに蔵屋敷などはけっして現

われて来ないのである。おおかたその頃にはもう (潰:ﾂﾌﾞ)れてしまった

のだろう。 

 母が父の所へ嫁にくるまで御殿奉公をしていたという話も (朧気:ｵ

ﾎﾞﾛｹﾞ)に覚えているが、どこの大名の屋敷へ上って、どのくらい長く勤

めていたものか、御殿奉公の性質さえよく (弁:ﾜｷﾏ)えない今の私には、

ただ (淡:ｱﾜ)い (薫:ｶｵﾘ)を残して消えた (香:ｺｳ)のようなもので、ほとん

どとりとめようのない事実である。 
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 しかしそう云えば、私は (錦絵:ﾆｼｷｴ)に (描:ｶ)いた御殿女中の羽織っ

ているような (華美:ﾊﾃﾞ)な総模様の着物を宅の蔵の中で見た事がある。 

(紅絹裏:ﾓﾐｳﾗ)を付けたその着物の表には、桜だか梅だかが一面に染め出

されて、ところどころに金糸や銀糸の (刺繍:ﾇｲ)も (交:ﾏｼﾞ)っていた。

これは恐らく当時の (裲襠:ｶｲﾄﾞﾘ)とかいうものなのだろう。しかし母が

それを打ち掛けた姿は、今想像してもまるで眼に浮かばない。私の知

っている母は、常に大きな老眼鏡をかけた御婆さんであったから。 

 それのみか私はこの美くしい裲襠がその (後:ｺﾞ) (小掻巻:ｺｶﾞｲﾏｷ)に

仕立直されて、その頃宅にできた病人の上に載せられたのを見たくら

いだから。 

 

三十八 

 

 私が大学で (教:ｵｽ)わったある西洋人が日本を去る時、私は何か (餞

別:ｾﾝﾍﾞﾂ)を贈ろうと思って、宅の蔵から (高蒔絵:ﾀｶﾏｷｴ)の (緋:ﾋ)の (房:

ﾌｻ)の付いた美しい (文箱:ﾌﾊﾞｺ)を取り出して来た事も、もう古い昔であ

る。それを父の前へ持って行って貰い受けた時の私は、全く何の気も

つかなかったが、今こうして筆を (執:ﾄ)って見ると、その文箱も小掻巻

に仕立直された紅絹裏の裲襠同様に、若い時分の母の (面影:ｵﾓｶｹﾞ)を 

(濃:ｺﾏﾔ)かに宿しているように思われてならない。母は (生涯:ｼｮｳｶﾞｲ)

父から着物を (拵:ｺｼﾗ)えて貰った事がないという話だが、はたして拵え

て貰わないでもすむくらいな (支度:ｼﾀｸ)をして来たものだろうか。私の

心に映るあの (紺無地:ｺﾝﾑｼﾞ)の (絽:ﾛ)の (帷子:ｶﾀﾋﾞﾗ)も、幅の狭い (黒

繻子:ｸﾛｼﾞｭｽ)の帯も、やはり嫁に来た時からすでに (箪笥:ﾀﾝｽ)の中にあ

ったものなのだろうか。私は再び母に会って、万事をことごとく口ず

から (訊:ｷ)いて見たい。 
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  (悪戯:ｲﾀｽﾞﾗ)で強情な私は、けっして世間の (末:ｽｴ)ッ (子:ｺ)のよう

に母から甘く取扱かわれなかった。それでも (宅中:ｳﾁｼﾞｭｳ)で一番私を 

(可愛:ｶﾜｲ)がってくれたものは母だという強い親しみの心が、母に対す

る私の記憶の (中:ｳﾁ)には、いつでも (籠:ｺﾓ)っている。愛憎を別にして

考えて見ても、母はたしかに品位のある (床:ﾕｶ)しい婦人に違なかった。

そうして父よりも (賢:ｶｼ)こそうに誰の目にも見えた。気むずかしい兄

も母だけには (畏敬:ｲｹｲ)の念を (抱:ｲﾀﾞ)いていた。 

「 (御母:ｵｯｶ)さんは何にも云わないけれども、どこかに (怖:ｺﾜ)いとこ

ろがある」 

 私は母を評した兄のこの言葉を、暗い遠くの方から明らかに (引張

出:ﾋｯﾊﾟﾘﾀﾞ)してくる事が今でもできる。しかしそれは水に (融:ﾄ)けて流

れかかった字体を、きっとなってやっと元の形に返したような (際:ｷﾜ)

どい私の記憶の断片に過ぎない。そのほかの事になると、私の母はす

べて私にとって夢である。 (途切:ﾄｷﾞ)れ途切れに残っている彼女の (面

影:ｵﾓｶｹﾞ)をいくら丹念に拾い集めても、母の全体はとても (髣髴:ﾎｳﾌﾂ)

する訳に行かない。その (途切:ﾄｷﾞﾚ)途切に残っている昔さえ、 (半:ﾅｶ)

ば以上はもう薄れ過ぎて、しっかりとは (掴:ﾂｶ)めない。 

 或時私は二階へ (上:ｱｶﾞ)って、たった一人で、昼寝をした事がある。

その頃の私は昼寝をすると、よく変なものに襲われがちであった。
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私の親指が見る間に大きくなって、いつまで (経:ﾀ)っても留らなかった

り、あるいは (仰向:ｱｵﾑｷ)に眺めている (天井:ﾃﾝｼﾞｮｳ)がだんだん上から

下りて来て、私の胸を (抑:ｵｻ)えつけたり、または眼を (開:ｱ)いて普段

と変らない周囲を現に見ているのに、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)だけが睡魔の (擒:ﾄﾘ

ｺ)となって、いくらもがいても、手足を動かす事ができなかったり、後

で考えてさえ、夢だか正気だか訳の分らない場合が多かった。そうし

てその時も私はこの変なものに襲われたのである。 

 私はいつどこで犯した罪か知らないが、何しろ自分の所有でない金

銭を多額に消費してしまった。それを何の目的で何に (遣:ﾂｶ)ったのか、

その辺も (明瞭:ﾒｲﾘｮｳ)でないけれども、小供の私にはとても (償:ﾂｸﾞﾅ)

う訳に行かないので、気の狭い私は寝ながら大変苦しみ出した。そう

してしまいに大きな声を (揚:ｱ)げて下にいる母を呼んだのである。 

 二階の (梯子段:ﾊｼｺﾞﾀﾞﾝ)は、母の大眼鏡と離す事のできない、 (生死

事大:ｼｮｳｼﾞｼﾞﾀﾞｲ) (無常迅速:ﾑｼﾞｮｳｼﾞﾝｿｸ)云々と書いた (石摺:ｲｼｽﾞﾘ)の 

(張交:ﾊﾘﾏｾﾞ)にしてある (襖:ﾌｽﾏ)の、すぐ (後:ｳｼﾛ)についているので、

母は私の声を聞きつけると、すぐ二階へ上って来てくれた。私はそこ

に立って私を眺めている母に、私の苦しみを話して、どうかして下さ

いと頼んだ。母はその時微笑しながら、「心配しないでも好いよ。 (御

母:ｵｯｶ)さんがいくらでも御金を出して上げるから」と云ってくれた。

私は大変(嬉:ｳﾚ)しかった。それで安心してまたすやすや寝てしまった。 

 私はこの出来事が、全部夢なのか、または半分だけ本当なのか、今

でも疑っている。しかしどうしても私は実際大きな声を出して母に救

を求め、母はまた実際の姿を現わして私に (慰藉:ｲｼｬ)の言葉を与えてく

れたとしか考えられない。



硝子戸の中《スピーチオ文庫》  81/84 

そうしてその時の母の (服装:ﾅﾘ)は、いつも私の眼に映る通り、やはり 

(紺無地:ｺﾝﾑｼﾞ)の (絽:ﾛ)の (帷子:ｶﾀﾋﾞﾗ)に幅の狭い (黒繻子:ｸﾛｼﾞｭｽ)の

帯だったのである。 

 

三十九 

 

 今日は日曜なので、小供が学校へ行かないから、下女も気を許した

ものと見えて、いつもより遅く起きたようである。それでも私の床を

離れたのは七時十五分過であった。顔を洗ってから、例の通り (焼麺麭:

ﾄｰｽﾄ)と牛乳と半熟の (鶏卵:ﾀﾏｺﾞ)を食べて、 (厠:ｶﾜﾔ)に (上:ﾉﾎﾞ)ろうと

すると、あいにく (肥取:ｺｲﾄﾘ)が来ているので、私はしばらく出た事の

ない裏庭の方へ歩を移した。すると植木屋が物置の中で何か片づけも

のをしていた。不要の炭俵を重ねた下から威勢の好い火が燃えあがる

周囲に、女の子が三人ばかり心持よさそうに煖を取っている様子が私

の注意を (惹:ﾋ)いた。 

「そんなに (焚火:ﾀｷﾋﾞ)に当ると顔が真黒になるよ」と云ったら、末の

子が、「いやあーだ」と答えた。私は石垣の上から遠くに見える (屋根

瓦:ﾔﾈｶﾞﾜﾗ)の (融:ﾄ)けつくした (霜:ｼﾓ)に (濡:ﾇ)れて、朝日にきらつく色

を眺めたあと、また (家:ｳﾁ)の中へ引き返した。 

 親類の子が来て (掃除:ｿｳｼﾞ)をしている書斎の整頓するのを待って、

私は机を (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)に持ち出した。そこで日当りの好い (欄干:ﾗﾝｶﾝ)

に身を (靠:ﾓ)たせたり、 (頬杖:ﾎｵﾂﾞｴ)を突いて考えたり、またしばらく

はじっと動かずにただ魂を自由に遊ばせておいてみたりした。 

 軽い風が時々 (鉢植:ﾊﾁｳｴ)の (九花蘭:ｷｭｳｶﾗﾝ)の長い葉を動かしにき

た。庭木の中で (鶯:ｳｸﾞｲｽ)が折々下手な (囀:ｻｴｽﾞ)りを聴かせた。
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毎日(硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)の中に (坐:ｽﾜ)っていた私は、まだ冬だ冬だと思っ

ているうちに、春はいつしか私の心を (蕩揺:ﾄｳﾖｳ)し始めたのである。 

 私の (冥想:ﾒｲｿｳ)はいつまで坐っていても結晶しなかった。筆をとっ

て書こうとすれば、書く種は無尽蔵にあるような心持もするし、あれ

にしようか、これにしようかと迷い出すと、もう何を書いてもつまら

ないのだという (呑気:ﾉﾝｷ)な考も起ってきた。しばらくそこで (佇:ﾀﾀ)

ずんでいるうちに、今度は今まで書いた事が全く無意味のように思わ

れ出した。なぜあんなものを書いたのだろうという矛盾が私を (嘲弄:ﾁ

ｮｳﾛｳ)し始めた。ありがたい事に私の神経は静まっていた。この嘲弄の

上に乗ってふわふわと高い (冥想:ﾒｲｿｳ)の領分に (上:ﾉﾎﾞ)って行くのが

自分には大変な愉快になった。自分の馬鹿な性質を、雲の上から (見下:

ﾐｵﾛ)して笑いたくなった私は、自分で自分を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)する気分に揺

られながら、 (揺籃:ﾖｳﾗﾝ)の中で (眠:ﾈﾑ)る小供に過ぎなかった。 

 私は今まで (他:ﾋﾄ)の事と私の事をごちゃごちゃに書いた。他の事を

書くときには、なるべく相手の迷惑にならないようにとの (掛念:ｹﾈﾝ)

があった。私の身の上を語る時分には、かえって比較的自由な空気の

中に呼吸する事ができた。それでも私はまだ私に対して全く色気を取

り除き得る程度に達していなかった。 (嘘:ｳｿ)を (吐:ﾂ)いて世間を (欺:

ｱｻﾞﾑ)くほどの (衒気:ｹﾞﾝｷ)がないにしても、もっと (卑:ｲﾔ)しい所、も

っと悪い所、もっと面目を失するような自分の欠点を、つい発表しず

にしまった。聖オーガスチンの (懺悔:ｻﾞﾝｹﾞ)、ルソーの懺悔、オピアム

イーターの懺悔、――それをいくら (辿:ﾀﾄﾞ)って行っても、本当の事実

は人間の力で叙述できるはずがないと誰かが云った事がある。まして

私の書いたものは懺悔ではない。
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私の罪は、――もしそれを罪と云い得るならば、――すこぶる明るい

ところからばかり写されていただろう。そこに或人は一種の不快を感

ずるかも知れない。しかし私自身は今その不快の上に (跨:ﾏﾀ)がって、

一般の人類をひろく見渡しながら微笑しているのである。今までつま

らない事を書いた自分をも、同じ眼で見渡して、あたかもそれが他人

であったかの感を (抱:ｲﾀﾞ)きつつ、やはり微笑しているのである。 

 まだ (鶯:ｳｸﾞｲｽ)が庭で時々鳴く。春風が折々思い出したように (九花

蘭:ｷｭｳｶﾗﾝ)の葉を (揺:ｳｺﾞ)かしに来る。猫がどこかで (痛:ｲﾀ)く (噛:ｶ)

まれた (米噛:ｺﾒｶﾐ)を日に (曝:ｻﾗ)して、あたたかそうに眠っている。 

(先刻:ｻｯｷ)まで庭で (護謨風船:ｺﾞﾑﾌｳｾﾝ)を (揚:ｱ)げて騒いでいた小供達

は、みんな連れ立って活動写真へ行ってしまった。家も心もひっそり

としたうちに、私は (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)を開け放って、静かな春の光に包

まれながら、 (恍惚:ｳｯﾄﾘ)とこの稿を書き終るのである。そうした後で、

私はちょっと (肱:ﾋｼﾞ)を曲げて、この (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)に一眠り眠るつもり

である。 

（二月十四日） 
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底本：「夏目漱石全集 10」ちくま文庫、筑摩書房 

   1988（昭和 63）年 7月 26日第 1刷発行 

底本の親本：「筑摩全集類聚版夏目漱石全集」筑摩書房 

   1971（昭和 46）年 4月～1972（昭和 47）年 1月 

初出：「朝日新聞」 

   1915（大正 4）年 1月 13日～2月 23日 

入力：柴田卓治 

校正：大野晋 

1999年 8月 22日公開 

2012年 9月 9日修正 

青空文庫作成ファイル： 

こ の フ ァ イ ル は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 図 書 館 、 青 空 文 庫

（http://www.aozora.gr.jp/）で作られました。入力、校正、制作に

あたったのは、ボランティアの皆さんです。 

 


