
こころ《スピーチオ文庫》  1/238 

こころ 

夏目漱石 

 

上 先生と私 

 

一 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先

生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間を (憚:ﾊﾊﾞ)かる遠慮と

いうよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記

憶を呼び起すごとに、すぐ「先生」といいたくなる。筆を (執:ﾄ)っても

心持は同じ事である。よそよそしい (頭文字:ｶｼﾗﾓｼﾞ)などはとても使う

気にならない。 

 私が先生と知り合いになったのは (鎌倉:ｶﾏｸﾗ)である。その時私はま

だ若々しい書生であった。暑中休暇を利用して海水浴に行った友達か

らぜひ来いという (端書:ﾊｶﾞｷ)を受け取ったので、私は多少の金を (工

面:ｸﾒﾝ)して、出掛ける事にした。私は金の工面に (二:ﾆ)、 (三日:ｻﾝﾁ)

を費やした。ところが私が鎌倉に着いて三日と (経:ﾀ)たないうちに、私

を呼び寄せた友達は、急に国元から帰れという電報を受け取った。電

報には母が病気だからと断ってあったけれども友達はそれを信じなか

った。友達はかねてから国元にいる親たちに (勧:ｽｽ)まない結婚を (強:

ｼ)いられていた。彼は現代の習慣からいうと結婚するにはあまり年が若

過ぎた。それに (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の当人が気に入らなかった。それで夏休み

に当然帰るべきところを、わざと避けて東京の近くで遊んでいたので

ある。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうし

ていいか分らなかった。けれども実際彼の母が病気であるとすれば彼

は (固:ﾓﾄ)より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰る事にな

った。せっかく来た私は一人取り残された。 

 学校の授業が始まるにはまだ (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ) (日数:ﾋｶｽﾞ)があるので鎌

倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿

に (留:ﾄ)まる覚悟をした。
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友達は中国のある資産家の (息子:ﾑｽｺ)で金に不自由のない男であった

けれども、学校が学校なのと年が年なので、生活の程度は私とそう変

りもしなかった。したがって (一人:ﾋﾄﾘ)ぼっちになった私は別に (恰好:

ｶｯｺｳ)な宿を探す面倒ももたなかったのである。 

 宿は鎌倉でも (辺鄙:ﾍﾝﾋﾟ)な方角にあった。 (玉突:ﾀﾏﾂ)きだのアイス

クリームだのというハイカラなものには長い (畷:ﾅﾜﾃ)を一つ越さなけ

れば手が届かなかった。車で行っても二十銭は取られた。けれども個

人の別荘はそこここにいくつでも建てられていた。それに海へはごく

近いので海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。 

 私は毎日海へはいりに出掛けた。古い (燻:ｸｽ)ぶり返った (藁葺:ﾜﾗﾌﾞ

ｷ)の (間:ｱｲﾀﾞ)を通り抜けて (磯:ｲｿ)へ下りると、この (辺:ﾍﾝ)にこれほ

どの都会人種が住んでいるかと思うほど、避暑に来た男や女で砂の上

が動いていた。ある時は海の中が (銭湯:ｾﾝﾄｳ)のように黒い頭でごちゃ

ごちゃしている事もあった。その中に知った人を一人ももたない私も、

こういう (賑:ﾆｷﾞ)やかな景色の中に (裹:ﾂﾂ)まれて、砂の上に (寝:ﾈ)そ

べってみたり、 (膝頭:ﾋｻﾞｶﾞｼﾗ)を波に打たしてそこいらを (跳:ﾊ)ね (廻:

ﾏﾜ)るのは愉快であった。 

 私は実に先生をこの (雑沓:ｻﾞｯﾄｳ)の (間:ｱｲﾀﾞ)に見付け出したのであ

る。その時海岸には (掛茶屋:ｶｹﾁﾞｬﾔ)が二軒あった。私はふとした (機

会:ﾊｽﾞﾐ)からその一軒の方に行き (慣:ﾅ)れていた。 (長谷辺:ﾊｾﾍﾝ)に大き

な別荘を構えている人と違って、 (各自:ﾒｲﾒｲ)に専有の (着換場:ｷｶﾞｴﾊﾞ)

を (拵:ｺｼﾗ)えていないここいらの避暑客には、ぜひともこうした共同着

換所といった (風:ﾌｳ)なものが必要なのであった。
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彼らはここで茶を飲み、ここで休息する (外:ﾎｶ)に、ここで海水着を洗

濯させたり、ここで (鹹:ｼｵ)はゆい (身体:ｶﾗﾀﾞ)を清めたり、ここへ帽子

や (傘:ｶｻ)を預けたりするのである。海水着を持たない私にも持物を盗

まれる恐れはあったので、私は海へはいるたびにその茶屋へ (一切:ｲｯｻ

ｲ)を (脱:ﾇ)ぎ (棄:ｽ)てる事にしていた。 

 

二 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)がその掛茶屋で先生を見た時は、先生がちょうど着物を脱

いでこれから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に 

(濡:ﾇ)れた (身体:ｶﾗﾀﾞ)を風に吹かして水から上がって来た。二人の (間:

ｱｲﾀﾞ)には目を (遮:ｻｴｷﾞ)る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のな

い限り、私はついに先生を見逃したかも知れなかった。それほど浜辺

が混雑し、それほど私の頭が (放漫:ﾎｳﾏﾝ)であったにもかかわらず、私

がすぐ先生を見付け出したのは、先生が一人の西洋人を (伴:ﾂ)れていた

からである。 

 

 その西洋人の優れて白い皮膚の色が、掛茶屋へ入るや (否:ｲﾅ)や、す

ぐ私の注意を (惹:ﾋ)いた。純粋の日本の (浴衣:ﾕｶﾀ)を着ていた彼は、そ

れを (床几:ｼｮｳｷﾞ)の上にすぽりと (放:ﾎｳ)り出したまま、腕組みをして

海の方を向いて立っていた。彼は我々の (穿:ﾊ)く (猿股:ｻﾙﾏﾀ)一つの 

(外:ﾎｶ)何物も肌に着けていなかった。私にはそれが第一不思議だった。

私はその二日前に (由井:ﾕｲ)が (浜:ﾊﾏ)まで行って、砂の上にしゃがみな

がら、長い間西洋人の海へ入る様子を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。私の (尻:ｼﾘ)

をおろした所は少し小高い丘の上で、そのすぐ (傍:ﾜｷ)がホテルの裏口

になっていたので、私の (凝:ｼﾞｯ)としている (間:ｱｲﾀﾞ)に、 (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)

多くの男が塩を浴びに出て来たが、いずれも胴と腕と (股:ﾓﾓ)は出して

いなかった。女は (殊更:ｺﾄｻﾗ)肉を隠しがちであった。
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大抵は頭に (護謨製:ｺﾞﾑｾｲ)の (頭巾:ｽﾞｷﾝ)を (被:ｶﾌﾞ)って、 (海老茶:ｴﾋﾞ

ﾁｬ)や (紺:ｺﾝ)や (藍:ｱｲ)の色を波間に浮かしていた。そういう有様を目

撃したばかりの私の (眼:ﾒ)には、猿股一つで済まして (皆:ﾐﾝ)なの前に

立っているこの西洋人がいかにも珍しく見えた。 

 彼はやがて自分の (傍:ﾜｷ)を顧みて、そこにこごんでいる日本人に、 

(一言:ﾋﾄｺﾄ) (二言:ﾌﾀｺﾄ) (何:ﾅﾆ)かいった。その日本人は砂の上に落ちた 

(手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)を拾い上げているところであったが、それを取り上げるや

否や、すぐ頭を包んで、海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生

であった。 

 私は単に好奇心のために、並んで浜辺を下りて行く二人の (後姿:ｳｼﾛ

ｽｶﾞﾀ)を見守っていた。すると彼らは (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に波の中に足を踏み

込んだ。そうして (遠浅:ﾄｵｱｻ)の (磯近:ｲｿﾁｶ)くにわいわい騒いでいる 

(多人数:ﾀﾆﾝｽﾞ)の (間:ｱｲﾀﾞ)を通り抜けて、比較的広々した所へ来ると、

二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いて行

った。それから引き返してまた一直線に浜辺まで戻って来た。掛茶屋

へ帰ると、井戸の水も浴びずに、すぐ (身体:ｶﾗﾀﾞ)を (拭:ﾌ)いて着物を

着て、さっさとどこへか行ってしまった。 

 彼らの出て行った (後:ｱﾄ)、私はやはり元の (床几:ｼｮｳｷﾞ)に腰をおろ

して (烟草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かしていた。その時私はぽかんとしながら先生の

事を考えた。どうもどこかで見た事のある顔のように思われてならな

かった。しかしどうしてもいつどこで会った人か (想:ｵﾓ)い出せずにし

まった。 

 その時の私は (屈托:ｸｯﾀｸ)がないというよりむしろ (無聊:ﾌﾞﾘｮｳ)に苦

しんでいた。
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それで (翌日:ｱｸﾙﾋ)もまた先生に会った時刻を見計らって、わざわざ 

(掛茶屋:ｶｹﾁﾞｬﾔ)まで出かけてみた。すると西洋人は来ないで先生一人

(麦藁帽:ﾑｷﾞﾜﾗﾎﾞｳ)を (被:ｶﾌﾞ)ってやって来た。先生は (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)をと

って台の上に置いて、すぐ (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)で頭を包んで、すたすた浜を下

りて行った。先生が (昨日:ｷﾉｳ)のように騒がしい (浴客:ﾖｸｶｸ)の中を通

り抜けて、一人で泳ぎ出した時、私は急にその (後:ｱﾄ)が追い掛けたく

なった。私は浅い水を頭の上まで (跳:ﾊﾈ)かして相当の深さの所まで来

て、そこから先生を (目標:ﾒｼﾞﾙｼ)に (抜手:ﾇｷﾃﾞ)を切った。すると先生

は昨日と違って、一種の (弧線:ｺｾﾝ)を (描:ｴｶﾞ)いて、妙な方向から岸の

方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が (陸:

ｵｶ)へ上がって (雫:ｼｽﾞｸ)の垂れる手を振りながら掛茶屋に入ると、先生

はもうちゃんと着物を着て入れ違いに外へ出て行った。 

 

三 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は次の日も同じ時刻に浜へ行って先生の顔を見た。その次

の日にもまた同じ事を繰り返した。けれども物をいい掛ける機会も、 

(挨拶:ｱｲｻﾂ)をする場合も、二人の間には起らなかった。その上先生の態

度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に超然として来て、また超

然と帰って行った。周囲がいくら (賑:ﾆｷﾞ)やかでも、それにはほとんど

注意を払う様子が見えなかった。最初いっしょに来た西洋人はその 

(後:ｺﾞ)まるで姿を見せなかった。先生はいつでも一人であった。 

  (或:ｱ)る時先生が例の通りさっさと海から上がって来て、いつもの場

所に (脱:ﾇ)ぎ (棄:ｽ)てた (浴衣:ﾕｶﾀ)を着ようとすると、どうした訳か、

その浴衣に砂がいっぱい着いていた。先生はそれを落すために、後ろ

向きになって、浴衣を二、三度(振:ﾌﾙ)った。
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すると着物の下に置いてあった眼鏡が板の (隙間:ｽｷﾏ)から下へ落ちた。

先生は (白絣:ｼﾛｶﾞｽﾘ)の上へ (兵児帯:ﾍｺｵﾋﾞ)を締めてから、眼鏡の (失:

ﾅ)くなったのに気が付いたと見えて、急にそこいらを探し始めた。私は

すぐ (腰掛:ｺｼｶｹ)の下へ首と手を突ッ込んで眼鏡を拾い出した。先生は

有難うといって、それを私の手から受け取った。 

 次の日私は先生の (後:ｱﾄ)につづいて海へ飛び込んだ。そうして先生

といっしょの方角に泳いで行った。二(丁:ﾁｮｳ)ほど沖へ出ると、先生は

後ろを振り返って私に話し掛けた。広い (蒼:ｱｵ)い海の表面に浮いてい

るものは、その近所に私ら二人より (外:ﾎｶ)になかった。そうして強い

太陽の光が、眼の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜

に (充:ﾐ)ちた筋肉を動かして海の中で (躍:ｵﾄﾞ)り狂った。先生はまたぱ

たりと手足の運動を (已:ﾔ)めて仰向けになったまま (浪:ﾅﾐ)の上に寝た。

私もその (真似:ﾏﾈ)をした。青空の色がぎらぎらと眼を射るように痛烈

な色を私の顔に投げ付けた。「愉快ですね」と私は大きな声を出した。 

 しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、「もう

帰りませんか」といって私を促した。比較的強い体質をもった私は、

もっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われた時、私は

すぐ「ええ帰りましょう」と快く答えた。そうして二人でまた元の (路:

ﾐﾁ)を浜辺へ引き返した。 

 私はこれから先生と懇意になった。しかし先生がどこにいるかはま

だ知らなかった。 

 それから (中:ﾅｶ)二日おいてちょうど三日目の午後だったと思う。先

生と (掛茶屋:ｶｹﾁﾞｬﾔ)で出会った時、先生は突然私に向かって、「君はま

だ (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)長くここにいるつもりですか」と聞いた。
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考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えてい

なかった。それで「どうだか分りません」と答えた。しかしにやにや

笑っている先生の顔を見た時、私は急に (極:ｷﾏ)りが悪くなった。「先生

は？」と聞き返さずにはいられなかった。これが私の口を出た先生と

いう言葉の始まりである。 

 私はその晩先生の宿を尋ねた。宿といっても普通の旅館と違って、

広い寺の (境内:ｹｲﾀﾞｲ)にある別荘のような建物であった。そこに住んで

いる人の先生の家族でない事も (解:ﾜｶ)った。私が先生先生と呼び掛け

るので、先生は苦笑いをした。私はそれが年長者に対する私の (口癖:ｸ

ﾁｸｾ)だといって弁解した。私はこの間の西洋人の事を聞いてみた。先生

は彼の風変りのところや、もう (鎌倉:ｶﾏｸﾗ)にいない事や、色々の話を

した末、日本人にさえあまり (交際:ﾂｷｱｲ)をもたないのに、そういう外

国人と (近付:ﾁｶﾂﾞ)きになったのは不思議だといったりした。私は最後

に先生に向かって、どこかで先生を見たように思うけれども、どうし

ても思い出せないといった。若い私はその時(暗:ｱﾝ)に相手も私と同じよ

うな感じを持っていはしまいかと疑った。そうして腹の中で先生の返

事を予期してかかった。ところが先生はしばらく (沈吟:ﾁﾝｷﾞﾝ)したあと

で、「どうも君の顔には (見覚:ﾐｵﾎﾞ)えがありませんね。人違いじゃない

ですか」といったので私は変に一種の失望を感じた。 

 

四 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は月の末に東京へ帰った。先生の避暑地を引き上げたのは

それよりずっと前であった。私は先生と別れる時に、「これから折々お 

(宅:ﾀｸ)へ伺っても (宜:ﾖ)ござんすか」と聞いた。先生は (単簡:ﾀﾝｶﾝ)に

ただ「ええいらっしゃい」といっただけであった。その時分の私は先

生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し (濃:ｺﾏﾔ)

かな言葉を予期して (掛:ｶｶ)ったのである。
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それでこの物足りない返事が少し私の自信を (傷:ｲﾀ)めた。 

 私はこういう事でよく先生から失望させられた。先生はそれに気が

付いているようでもあり、また全く気が付かないようでもあった。私

はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れて行

く気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、不安に (揺:ｳｺﾞ)かされ

るたびに、もっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期

するあるものが、いつか眼の前に満足に現われて来るだろうと思った。

私は若かった。けれどもすべての人間に対して、若い血がこう素直に

働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持が起

るのか (解:ﾜｶ)らなかった。それが先生の亡くなった (今日:ｺﾝﾆﾁ)になっ

て、始めて解って来た。先生は始めから私を嫌っていたのではなかっ

たのである。先生が私に示した時々の (素気:ｿｯｹ)ない (挨拶:ｱｲｻﾂ)や冷

淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったの

である。 (傷:ｲﾀ)ましい先生は、自分に近づこうとする人間に、近づく

ほどの価値のないものだから (止:ﾖ)せという警告を与えたのである。 

(他:ﾋﾄ)の懐かしみに応じない先生は、 (他:ﾋﾄ)を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)する前に、

まず自分を軽蔑していたものとみえる。 

 私は無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰って来た。帰ってから授業

の始まるまでにはまだ二週間の (日数:ﾋｶｽﾞ)があるので、そのうちに一

度行っておこうと思った。しかし帰って二日三日と (経:ﾀ)つうちに、 

(鎌倉:ｶﾏｸﾗ)にいた時の気分が段々薄くなって来た。そうしてその上に 

(彩:ｲﾛﾄﾞ)られる大都会の空気が、記憶の復活に伴う強い (刺戟:ｼｹﾞｷ)と

共に、濃く私の心を染め付けた。私は往来で学生の顔を見るたびに新

しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私はしばらく先生の事を忘

れた。 
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 授業が始まって、一カ月ばかりすると私の心に、また一種の (弛:ﾀﾙ)

みができてきた。私は何だか不足な顔をして往来を歩き始めた。物欲

しそうに自分の (室:ﾍﾔ)の中を (見廻:ﾐﾏﾜ)した。私の頭には再び先生の

顔が浮いて出た。私はまた先生に会いたくなった。 

 始めて先生の (宅:ｳﾁ)を訪ねた時、先生は留守であった。二度目に行

ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に (沁:ｼ)み込むように

感ぜられる (好:ｲ)い (日和:ﾋﾖﾘ)であった。その日も先生は留守であった。

鎌倉にいた時、私は先生自身の口から、いつでも (大抵:ﾀｲﾃｲ)宅にいる

という事を聞いた。むしろ外出嫌いだという事も聞いた。二度来て二

度とも会えなかった私は、その言葉を思い出して、 (理由:ﾜｹ)もない不

満をどこかに感じた。私はすぐ玄関先を去らなかった。 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)

の顔を見て少し (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)してそこに立っていた。この前名刺を取り

次いだ記憶のある下女は、私を待たしておいてまた (内:ｳﾁ)へはいった。

すると奥さんらしい人が代って出て来た。美しい奥さんであった。 

 私はその人から (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)に先生の出先を教えられた。先生は例月

その日になると 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)の墓地にある (或:ｱ)る仏へ花を 

(手向:ﾀﾑ)けに行く習慣なのだそうである。「たった今出たばかりで、十

分になるか、ならないかでございます」と奥さんは気の毒そうにいっ

てくれた。私は (会釈:ｴｼｬｸ)して外へ出た。 (賑:ﾆｷﾞﾔ)かな町の方へ一(丁:

ﾁｮｳ)ほど歩くと、私も散歩がてら雑司ヶ谷へ行ってみる気になった。先

生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐ (踵:ｷﾋﾞｽ)

を (回:ﾒｸﾞ)らした。 

 

五 
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  (私:ﾜﾀｸｼ)は墓地の手前にある (苗畠:ﾅｴﾊﾞﾀｹ)の左側からはいって、両

方に (楓:ｶｴﾃﾞ)を植え付けた広い道を奥の方へ進んで行った。するとそ

の (端:ﾊｽﾞ)れに見える (茶店:ﾁｬﾐｾ)の中から先生らしい人がふいと出て

来た。私はその人の (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)の (縁:ﾌﾁ)が日に光るまで近く寄って行

った。そうして出し抜けに「先生」と大きな声を掛けた。先生は突然

立ち留まって私の顔を見た。 

「どうして……、どうして……」 

 先生は同じ言葉を二(遍:ﾍﾝ)繰り返した。その言葉は (森閑:ｼﾝｶﾝ)とし

た昼の (中:ｳﾁ)に異様な調子をもって繰り返された。私は急に何とも 

(応:ｺﾀ)えられなくなった。 

「私の (後:ｱﾄ)を (跟:ﾂ)けて来たのですか。どうして……」 

 先生の態度はむしろ落ち付いていた。声はむしろ沈んでいた。けれ

どもその表情の (中:ｳﾁ)には (判然:ﾊｯｷﾘ)いえないような一種の曇りが

あった。 

 私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した。 

「 (誰:ﾀﾞﾚ)の墓へ参りに行ったか、 (妻:ｻｲ)がその人の名をいいました

か」 

「いいえ、そんな事は何もおっしゃいません」 

「そうですか。――そう、それはいうはずがありませんね、始めて会

ったあなたに。いう必要がないんだから」 

 先生はようやく (得心:ﾄｸｼﾝ)したらしい様子であった。しかし私には

その意味がまるで (解:ﾜｶ)らなかった。 

 先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。 (依撒伯拉何々:ｲｻﾞ

ﾍﾞﾗﾅﾆﾅﾆ)の墓だの、 (神僕:ｼﾝﾎﾞｸ)ロギンの墓だのという (傍:ｶﾀﾜﾗ)に、 

(一切衆生悉有仏生:ｲｯｻｲｼｭｼﾞｮｳｼﾂｳﾌﾞｯｼｮｳ)と書いた (塔婆:ﾄｳﾊﾞ)などが

建ててあった。全権公使何々というのもあった。私は安得烈と (彫:ﾎ)

り付けた小さい墓の前で、「これは何と読むんでしょう」と先生に聞い

た。
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「アンドレとでも読ませるつもりでしょうね」といって先生は苦笑し

た。 

 先生はこれらの墓標が現わす (人種々:ﾋﾄｻﾏｻﾞﾏ)の様式に対して、私ほ

どに (滑稽:ｺｯｹｲ)もアイロニーも認めてないらしかった。私が丸い (墓

石:ﾊｶｲｼ)だの細長い (御影:ﾐｶｹﾞ)の (碑:ﾋ)だのを指して、しきりにかれこ

れいいたがるのを、始めのうちは黙って聞いていたが、しまいに「あ

なたは死という事実をまだ (真面目:ﾏｼﾞﾒ)に考えた事がありませんね」

といった。私は黙った。先生もそれぎり何ともいわなくなった。 

 墓地の区切り目に、大きな (銀杏:ｲﾁｮｳ)が一本空を隠すように立って

いた。その下へ来た時、先生は高い (梢:ｺｽﾞｴ)を見上げて、「もう少しす

ると、 (綺麗:ｷﾚｲ)ですよ。この木がすっかり (黄葉:ｺｳﾖｳ)して、ここい

らの地面は (金色:ｷﾝｲﾛ)の落葉で (埋:ｳｽﾞ)まるようになります」といっ

た。先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった。 

 向うの方で (凸凹:ﾃﾞｺﾎﾞｺ)の地面をならして新墓地を作っている男が、 

(鍬:ｸﾜ)の手を休めて私たちを見ていた。私たちはそこから左へ切れてす

ぐ街道へ出た。 

 これからどこへ行くという (目的:ｱﾃ)のない私は、ただ先生の歩く方

へ歩いて行った。先生はいつもより口数を (利:ｷ)かなかった。それでも

私はさほどの窮屈を感じなかったので、ぶらぶらいっしょに歩いて行

った。 

「すぐお (宅:ﾀｸ)へお帰りですか」 

「ええ別に寄る所もありませんから」 

 二人はまた黙って南の方へ坂を下りた。 

「先生のお宅の墓地はあすこにあるんですか」と私がまた口を利き出

した。 

「いいえ」 

「どなたのお墓があるんですか。――ご親類のお墓ですか」 

「いいえ」 

 先生はこれ以外に何も答えなかった。私もその話はそれぎりにして

切り上げた。すると一(町:ﾁｮｳ)ほど歩いた (後:ｱﾄ)で、先生が不意にそこ

へ戻って来た。 

「あすこには私の友達の墓があるんです」 
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「お友達のお墓へ (毎月:ﾏｲｹﾞﾂ)お参りをなさるんですか」 

「そうです」 

 先生はその日これ以外を語らなかった。 

 

六 

 

 私はそれから時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は

在宅であった。先生に会う (度数:ﾄﾞｽｳ)が重なるにつれて、私はますま

す (繁:ｼｹﾞ)く先生の玄関へ足を運んだ。 

 けれども先生の私に対する態度は初めて (挨拶:ｱｲｻﾂ)をした時も、懇

意になったその (後:ﾉﾁ)も、あまり変りはなかった。先生は (何時:ｲﾂ)

も静かであった。ある時は静か過ぎて (淋:ｻﾋﾞ)しいくらいであった。私

は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていた。そ

れでいて、どうしても近づかなければいられないという感じが、どこ

かに強く働いた。こういう感じを先生に対してもっていたものは、多

くの人のうちであるいは私だけかも知れない。しかしその私だけには

この直感が (後:ﾉﾁ)になって事実の上に証拠立てられたのだから、私は

若々しいといわれても、 (馬鹿:ﾊﾞｶ)げていると笑われても、それを見越

した自分の直覚をとにかく頼もしくまた (嬉:ｳﾚ)しく思っている。人間

を愛し (得:ｳ)る人、愛せずにはいられない人、それでいて自分の (懐:ﾌ

ﾄｺﾛ)に (入:ｲ)ろうとするものを、手をひろげて抱き締める事のできない

人、――これが先生であった。 

 今いった通り先生は始終静かであった。落ち付いていた。けれども

時として変な曇りがその顔を横切る事があった。窓に黒い鳥影が (射:ｻ)

すように。射すかと思うと、すぐ消えるには消えたが。私が始めてそ

の曇りを先生の (眉間:ﾐｹﾝ)に認めたのは、 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)の墓地で、

不意に先生を呼び掛けた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで

快く流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせた。しかしそれは単に一

時の (結滞:ｹｯﾀｲ)に過ぎなかった。私の心は五分と (経:ﾀ)たないうちに

平素の弾力を回復した。
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私はそれぎり暗そうなこの雲の影を忘れてしまった。ゆくりなくまた

それを思い出させられたのは、 (小春:ｺﾊﾙ)の尽きるに (間:ﾏ)のない (或:

ｱ)る晩の事であった。 

 先生と話していた私は、ふと先生がわざわざ注意してくれた (銀杏:ｲ

ﾁｮｳ)の (大樹:ﾀｲｼﾞｭ)を (眼:ﾒ)の前に (想:ｵﾓ)い浮かべた。勘定してみる

と、先生が (毎月例:ﾏｲｹﾞﾂﾚｲ)として墓参に行く日が、それからちょうど

三日目に当っていた。その三日目は私の課業が (午:ﾋﾙ)で (終:ｵ)える楽

な日であった。私は先生に向かってこういった。 

「先生雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)の銀杏はもう散ってしまったでしょうか」 

「まだ (空坊主:ｶﾗﾎﾞｳｽﾞ)にはならないでしょう」 

 先生はそう答えながら私の顔を見守った。そうしてそこからしばし

眼を離さなかった。私はすぐいった。 

「今度お (墓参:ﾊｶﾏｲ)りにいらっしゃる時にお (伴:ﾄﾓ)をしても (宜:ﾖ)

ござんすか。私は先生といっしょにあすこいらが散歩してみたい」 

「私は墓参りに行くんで、散歩に行くんじゃないですよ」 

「しかしついでに散歩をなすったらちょうど (好:ｲ)いじゃありません

か」 

 先生は何とも答えなかった。しばらくしてから、「私のは本当の墓参

りだけなんだから」といって、どこまでも (墓参:ﾎﾞｻﾝ)と散歩を切り離

そうとする (風:ﾌｳ)に見えた。私と行きたくない口実だか何だか、私に

はその時の先生が、いかにも子供らしくて変に思われた。私はなおと

先へ出る気になった。 

「じゃお墓参りでも (好:ｲ)いからいっしょに (伴:ﾂ)れて行って下さい。

私もお墓参りをしますから」 

 実際私には墓参と散歩との区別がほとんど無意味のように思われた

のである。すると先生の (眉:ﾏﾕ)がちょっと曇った。眼のうちにも異様

の光が出た。それは迷惑とも (嫌悪:ｹﾝｵ)とも (畏怖:ｲﾌ)とも片付けられ

ない (微:ｶｽ)かな不安らしいものであった。私は (忽:ﾀﾁﾏ)ち雑司ヶ谷で

「先生」と呼び掛けた時の記憶を強く思い起した。
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二つの表情は全く同じだったのである。 

「私は」と先生がいった。「私はあなたに話す事のできないある理由が

あって、 (他:ﾋﾄ)といっしょにあすこへ墓参りには行きたくないのです。

自分の (妻:ｻｲ)さえまだ伴れて行った事がないのです」 

 

七 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は不思議に思った。しかし私は先生を研究する気でその 

(宅:ｳﾁ)へ (出入:ﾃﾞｲ)りをするのではなかった。私はただそのままにして

打ち過ぎた。今考えるとその時の私の態度は、私の生活のうちでむし

ろ (尊:ﾀｯﾄ)むべきものの一つであった。私は全くそのために先生と人間

らしい温かい (交際:ﾂｷｱｲ)ができたのだと思う。もし私の好奇心が幾分

でも先生の心に向かって、研究的に働き掛けたなら、二人の間を (繋:ﾂ

ﾅ)ぐ同情の糸は、何の容赦もなくその時ふつりと切れてしまったろう。

若い私は全く自分の態度を自覚していなかった。それだから (尊:ﾀｯﾄ)

いのかも知れないが、もし間違えて裏へ出たとしたら、どんな結果が

二人の仲に落ちて来たろう。私は想像してもぞっとする。先生はそれ

でなくても、冷たい (眼:ﾏﾅｺ)で研究されるのを絶えず恐れていたのであ

る。 

 私は月に二度もしくは三度ずつ必ず先生の (宅:ｳﾁ)へ行くようになっ

た。私の足が段々 (繁:ｼｹﾞ)くなった時のある日、先生は突然私に向かっ

て聞いた。 

「あなたは何でそうたびたび私のようなものの宅へやって来るのです

か」 

「何でといって、そんな特別な意味はありません。――しかしお (邪魔:

ｼﾞｬﾏ)なんですか」 

「邪魔だとはいいません」 

 なるほど迷惑という様子は、先生のどこにも見えなかった。私は先

生の交際の範囲の (極:ｷﾜ)めて狭い事を知っていた。先生の元の同級生

などで、その (頃:ｺﾛ)東京にいるものはほとんど二人か三人しかないと

いう事も知っていた。
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先生と同郷の学生などには時たま座敷で同座する場合もあったが、彼

らのいずれもは (皆:ﾐﾝ)な私ほど先生に親しみをもっていないように見

受けられた。 

「私は (淋:ｻﾋﾞ)しい人間です」と先生がいった。「だからあなたの来て

下さる事を喜んでいます。だからなぜそうたびたび来るのかといって

聞いたのです」 

「そりゃまたなぜです」 

 私がこう聞き返した時、先生は何とも答えなかった。ただ私の顔を

見て「あなたは (幾歳:ｲｸﾂ)ですか」といった。 

 この問答は私にとってすこぶる (不得要領:ﾌﾄｸﾖｳﾘｮｳ)のものであった

が、私はその時(底:ｿｺ)まで押さずに帰ってしまった。しかもそれから四

日と (経:ﾀ)たないうちにまた先生を訪問した。先生は座敷へ出るや (否:

ｲﾅ)や笑い出した。 

「また来ましたね」といった。 

「ええ来ました」といって自分も笑った。 

 私は (外:ﾎｶ)の人からこういわれたらきっと (癪:ｼｬｸ)に (触:ｻﾜ)った

ろうと思う。しかし先生にこういわれた時は、まるで反対であった。

癪に触らないばかりでなくかえって愉快だった。 

「私は (淋:ｻﾋﾞ)しい人間です」と先生はその晩またこの間の言葉を繰り

返した。「私は淋しい人間ですが、ことによるとあなたも淋しい人間じ

ゃないですか。私は淋しくっても年を取っているから、動かずにいら

れるが、若いあなたはそうは行かないのでしょう。動けるだけ動きた

いのでしょう。動いて何かに (打:ﾌﾞ)つかりたいのでしょう……」 

「私はちっとも (淋:ｻﾑ)しくはありません」 

「若いうちほど (淋:ｻﾑ)しいものはありません。そんならなぜあなたは

そうたびたび私の (宅:ｳﾁ)へ来るのですか」 

 ここでもこの間の言葉がまた先生の口から繰り返された。 

「あなたは私に会ってもおそらくまだ (淋:ｻﾋﾞ)しい気がどこかでして

いるでしょう。私にはあなたのためにその淋しさを (根元:ﾈﾓﾄ)から引き

抜いて上げるだけの力がないんだから。あなたは (外:ﾎｶ)の方を向いて

今に手を広げなければならなくなります。今に私の宅の方へは足が向

かなくなります」 

 先生はこういって淋しい笑い方をした。 

 

八 
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  (幸:ｻｲﾜ)いにして先生の予言は実現されずに済んだ。経験のない当時

の (私:ﾜﾀｸｼ)は、この予言の (中:ｳﾁ)に含まれている明白な意義さえ了解

し得なかった。私は依然として先生に会いに行った。その (内:ｳﾁ)いつ

の間にか先生の食卓で (飯:ﾒｼ)を食うようになった。自然の結果奥さん

とも口を (利:ｷ)かなければならないようになった。 

 普通の人間として私は女に対して冷淡ではなかった。けれども年の

若い私の今まで経過して来た境遇からいって、私はほとんど交際らし

い交際を女に結んだ事がなかった。それが (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)かどうかは疑問

だが、私の興味は往来で出合う知りもしない女に向かって多く働くだ

けであった。先生の奥さんにはその前玄関で会った時、美しいという

印象を受けた。それから会うたんびに同じ印象を受けない事はなかっ

た。しかしそれ以外に私はこれといってとくに奥さんについて語るべ

き何物ももたないような気がした。 

 これは奥さんに特色がないというよりも、特色を示す機会が来なか

ったのだと解釈する方が正当かも知れない。しかし私はいつでも先生

に付属した一部分のような心持で奥さんに対していた。奥さんも自分

の夫の所へ来る書生だからという好意で、私を遇していたらしい。だ

から中間に立つ先生を取り (除:ﾉ)ければ、つまり二人はばらばらになっ

ていた。それで始めて知り合いになった時の奥さんについては、ただ

美しいという (外:ﾎｶ)に何の感じも残っていない。 

 ある時私は先生の (宅:ｳﾁ)で酒を飲まされた。その時奥さんが出て来

て (傍:ｿﾊﾞ)で (酌:ｼｬｸ)をしてくれた。先生はいつもより愉快そうに見え

た。奥さんに「お前も一つお上がり」といって、自分の (呑:ﾉ)み干した 

(盃:ｻｶｽﾞｷ)を差した。奥さんは「私は……」と辞退しかけた (後:ｱﾄ)、迷

惑そうにそれを受け取った。
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奥さんは (綺麗:ｷﾚｲ)な (眉:ﾏﾕ)を寄せて、私の半分ばかり (注:ﾂ)いで上

げた盃を、唇の先へ持って行った。奥さんと先生の間に (下:ｼﾓ)のよう

な会話が始まった。 

「珍らしい事。私に呑めとおっしゃった事は (滅多:ﾒｯﾀ)にないのにね」 

「お前は (嫌:ｷﾗ)いだからさ。しかし (稀:ﾀﾏ)には飲むといいよ。 (好:ｲ)

い心持になるよ」 

「ちっともならないわ。苦しいぎりで。でもあなたは大変ご (愉快:ﾕｶｲ)

そうね、少しご (酒:ｼｭ)を召し上がると」 

「時によると大変愉快になる。しかしいつでもというわけにはいかな

い」 

「今夜はいかがです」 

「今夜は (好:ｲ)い心持だね」 

「これから毎晩少しずつ召し上がると (宜:ﾖ)ござんすよ」 

「そうはいかない」 

「召し上がって下さいよ。その方が (淋:ｻﾑ)しくなくって好いから」 

 先生の (宅:ｳﾁ)は夫婦と (下女:ｹﾞｼﾞｮ)だけであった。行くたびに (大

抵:ﾀｲﾃｲ)はひそりとしていた。高い笑い声などの聞こえる試しはまるで

なかった。 (或:ｱ)る (時:ﾄｷ)は宅の中にいるものは先生と私だけのよう

な気がした。 

「子供でもあると好いんですがね」と奥さんは私の方を向いていった。

私は「そうですな」と答えた。しかし私の心には何の同情も起らなか

った。子供を持った事のないその時の私は、子供をただ (蒼蠅:ｳﾙｻ)いも

ののように考えていた。 

「一人(貰:ﾓﾗ)ってやろうか」と先生がいった。 

「 (貰:ﾓﾗｲ)ッ子じゃ、ねえあなた」と奥さんはまた私の方を向いた。 

「子供はいつまで (経:ﾀ)ったってできっこないよ」と先生がいった。 

 奥さんは黙っていた。「なぜです」と私が代りに聞いた時先生は「天

罰だからさ」といって高く笑った。 

 

九 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)の知る限り先生と奥さんとは、仲の (好:ｲ)い夫婦の (一対:

ｲｯﾂｲ)であった。
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家庭の一員として暮した事のない私のことだから、深い消息は無論(解:

ﾜｶ)らなかったけれども、座敷で私と (対坐:ﾀｲｻﾞ)している時、先生は何

かのついでに、 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)を呼ばないで、奥さんを呼ぶ事があった。

（奥さんの名は (静:ｼｽﾞ)といった）。先生は「おい静」といつでも (襖:

ﾌｽﾏ)の方を振り向いた。その呼びかたが私には (優:ﾔｻ)しく聞こえた。

返事をして出て来る奥さんの様子も (甚:ﾊﾅﾊ)だ素直であった。ときたま

ご (馳走:ﾁｿｳ)になって、奥さんが席へ現われる場合などには、この関係

が一層明らかに二人の (間:ｱｲﾀﾞ)に (描:ｴｶﾞ)き出されるようであった。 

 先生は時々奥さんを (伴:ﾂ)れて、音楽会だの芝居だのに行った。それ

から夫婦づれで一週間以内の旅行をした事も、私の記憶によると、二、

三度以上あった。私は (箱根:ﾊｺﾈ)から貰った (絵端書:ｴﾊｶﾞｷ)をまだ持っ

ている。 (日光:ﾆｯｺｳ)へ行った時は (紅葉:ﾓﾐｼﾞ)の葉を一枚封じ込めた郵

便も貰った。 

 当時の私の眼に映った先生と奥さんの間柄はまずこんなものであっ

た。そのうちにたった一つの例外があった。ある日私がいつもの通り、

先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方でだれかの話し声が

した。よく聞くと、それが尋常の談話でなくって、どうも (言逆:ｲｻｶ)

いらしかった。先生の宅は玄関の次がすぐ座敷になっているので、 (格

子:ｺｳｼ)の前に立っていた私の耳にその (言逆:ｲｻｶ)いの調子だけはほぼ

分った。そうしてそのうちの一人が先生だという事も、時々高まって

来る男の方の声で解った。相手は先生よりも低い (音:ｵﾝ)なので、誰だ

か (判然:ﾊｯｷﾘ)しなかったが、どうも奥さんらしく感ぜられた。泣いて

いるようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷っ

たが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。 
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 妙に不安な心持が私を襲って来た。私は書物を読んでも (呑:ﾉ)み込む

能力を失ってしまった。約一時間ばかりすると先生が窓の下へ来て私

の名を呼んだ。私は驚いて窓を開けた。先生は散歩しようといって、

下から私を誘った。 (先刻:ｻｯｷ)帯の間へ (包:ｸﾙ)んだままの時計を出し

て見ると、もう八時過ぎであった。私は帰ったなりまだ (袴:ﾊｶﾏ)を着け

ていた。私はそれなりすぐ表へ出た。 

 その晩私は先生といっしょに (麦酒:ﾋﾞｰﾙ)を飲んだ。先生は元来酒量

に乏しい人であった。ある程度まで飲んで、それで酔えなければ、酔

うまで飲んでみるという冒険のできない人であった。 

「今日は (駄目:ﾀﾞﾒ)です」といって先生は苦笑した。 

「愉快になれませんか」と私は気の毒そうに聞いた。 

 私の腹の中には始終(先刻:ｻｯｷ)の事が (引:ﾋ)っ (懸:ｶｶ)っていた。 (肴:

ｻｶﾅ)の骨が (咽喉:ﾉﾄﾞ)に刺さった時のように、私は苦しんだ。打ち明け

てみようかと考えたり、 (止:ﾖ)した方が (好:ﾖ)かろうかと思い直したり

する動揺が、妙に私の様子をそわそわさせた。 

「君、今夜はどうかしていますね」と先生の方からいい出した。「実は

私も少し変なのですよ。君に分りますか」 

 私は何の答えもし得なかった。 

「実は (先刻:ｻｯｷ) (妻:ｻｲ)と少し (喧嘩:ｹﾝｶ)をしてね。それで (下:ｸﾀﾞ)

らない神経を (昂奮:ｺｳﾌﾝ)させてしまったんです」と先生がまたいった。 

「どうして……」 

 私には喧嘩という言葉が口へ出て来なかった。 

「妻が私を誤解するのです。それを誤解だといって聞かせても承知し

ないのです。つい腹を立てたのです」 

「どんなに先生を誤解なさるんですか」 

 先生は私のこの問いに答えようとはしなかった。 

「妻が考えているような人間なら、私だってこんなに苦しんでいやし

ない」 

 先生がどんなに苦しんでいるか、これも私には想像の及ばない問題

であった。 

 

十 

 

 二人が帰るとき歩きながらの沈黙が一(丁:ﾁｮｳ)も二丁もつづいた。
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その (後:ｱﾄ)で突然先生が口を (利:ｷ)き出した。 

「悪い事をした。怒って出たから (妻:ｻｲ)はさぞ心配をしているだろう。

考えると女は (可哀:ｶﾜｲ)そうなものですね。 (私:ﾜﾀｸｼ)の妻などは私よ

り (外:ﾎｶ)にまるで頼りにするものがないんだから」 

 先生の言葉はちょっとそこで (途切:ﾄｷﾞ)れたが、別に私の返事を期待

する様子もなく、すぐその続きへ移って行った。 

「そういうと、夫の方はいかにも心丈夫のようで少し (滑稽:ｺｯｹｲ)だが。

君、私は君の眼にどう映りますかね。強い人に見えますか、弱い人に

見えますか」 

「 (中位:ﾁｭｳｸﾞﾗｲ)に見えます」と私は答えた。この答えは先生にとって

少し案外らしかった。先生はまた口を閉じて、無言で歩き出した。 

 先生の (宅:ｳﾁ)へ帰るには私の下宿のつい (傍:ｿﾊﾞ)を通るのが順路で

あった。私はそこまで来て、曲り角で分れるのが先生に済まないよう

な気がした。「ついでにお (宅:ﾀｸ)の前までお (伴:ﾄﾓ)しましょうか」と

いった。先生は (忽:ﾀﾁﾏ)ち手で私を (遮:ｻｴｷﾞ)った。 

「もう遅いから早く帰りたまえ。私も早く帰ってやるんだから、 (妻君:

ｻｲｸﾝ)のために」 

 先生が最後に付け加えた「妻君のために」という言葉は妙にその時

の私の心を暖かにした。私はその言葉のために、帰ってから安心して

寝る事ができた。私はその (後:ｺﾞ)も長い間この「妻君のために」とい

う言葉を忘れなかった。 

 先生と奥さんの間に起った (波瀾:ﾊﾗﾝ)が、大したものでない事はこれ

でも (解:ﾜｶ)った。それがまた (滅多:ﾒｯﾀ)に起る現象でなかった事も、

その後絶えず (出入:ﾃﾞｲ)りをして来た私にはほぼ推察ができた。それど

ころか先生はある時こんな感想すら私に (洩:ﾓ)らした。 

「私は世の中で女というものをたった一人しか知らない。 (妻:ｻｲ)以外

の女はほとんど女として私に訴えないのです。妻の方でも、私を天下

にただ一人しかない男と思ってくれています。
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そういう意味からいって、私たちは最も幸福に生れた人間の (一対:ｲｯﾂ

ｲ)であるべきはずです」 

 私は今前後の (行:ﾕ)き (掛:ｶﾞｶ)りを忘れてしまったから、先生が何の

ためにこんな自白を私にして聞かせたのか、 (判然:ﾊｯｷﾘ)いう事ができ

ない。けれども先生の態度の (真面目:ﾏｼﾞﾒ)であったのと、調子の沈ん

でいたのとは、いまだに記憶に残っている。その時ただ私の耳に異様

に響いたのは、「最も幸福に生れた人間の一対であるべきはずです」と

いう最後の一句であった。先生はなぜ幸福な人間といい切らないで、

あるべきはずであると断わったのか。私にはそれだけが不審であった。

ことにそこへ一種の力を入れた先生の語気が不審であった。先生は事

実はたして幸福なのだろうか、また幸福であるべきはずでありながら、

それほど幸福でないのだろうか。私は心の (中:ｳﾁ)で (疑:ｳﾀｸﾞ)らざるを

得なかった。けれどもその疑いは一時限りどこかへ (葬:ﾎｳﾑ)られてしま

った。 

 私はそのうち先生の留守に行って、奥さんと二人(差向:ｻｼﾑｶ)いで話を

する機会に出合った。先生はその日(横浜:ﾖｺﾊﾏ)を (出帆:ｼｭｯﾊﾟﾝ)する汽

船に乗って外国へ行くべき友人を (新橋:ｼﾝﾊﾞｼ)へ送りに行って留守で

あった。横浜から船に乗る人が、朝八時半の汽車で新橋を立つのはそ

の (頃:ｺﾛ)の習慣であった。私はある書物について先生に話してもらう

必要があったので、あらかじめ先生の承諾を得た通り、約束の九時に

訪問した。先生の新橋行きは前日わざわざ告別に来た友人に対する (礼

義:ﾚｲｷﾞ)としてその日突然起った出来事であった。先生はすぐ帰るから

留守でも私に待っているようにといい残して行った。それで私は座敷

へ上がって、先生を待つ間、奥さんと話をした。 

 

十一 

 

 その時の (私:ﾜﾀｸｼ)はすでに大学生であった。始めて先生の (宅:ｳﾁ)

へ来た (頃:ｺﾛ)から見るとずっと成人した気でいた。奥さんとも (大分:

ﾀﾞｲﾌﾞ)懇意になった (後:ﾉﾁ)であった。
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私は奥さんに対して何の窮屈も感じなかった。 (差向:ｻｼﾑｶ)いで色々の

話をした。しかしそれは特色のないただの談話だから、今ではまるで

忘れてしまった。そのうちでたった一つ私の耳に留まったものがある。

しかしそれを話す前に、ちょっと断っておきたい事がある。 

 先生は大学出身であった。これは始めから私に知れていた。しかし

先生の何もしないで遊んでいるという事は、東京へ帰って少し (経:ﾀ)

ってから始めて分った。私はその時どうして遊んでいられるのかと思

った。 

 先生はまるで世間に名前を知られていない人であった。だから先生

の学問や思想については、先生と (密切:ﾐｯｾﾂ)の関係をもっている私よ

り (外:ﾎｶ)に敬意を払うもののあるべきはずがなかった。それを私は常

に (惜:ｵ)しい事だといった。先生はまた「私のようなものが世の中へ出

て、口を (利:ｷ)いては済まない」と答えるぎりで、取り合わなかった。

私にはその答えが (謙遜:ｹﾝｿﾝ)過ぎてかえって世間を冷評するようにも

聞こえた。実際先生は時々昔の同級生で今著名になっている (誰彼:ﾀﾞﾚ

ｶﾚ)を (捉:ﾄﾗ)えて、ひどく無遠慮な批評を加える事があった。それで私

は露骨にその矛盾を挙げて (云々:ｳﾝﾇﾝ)してみた。私の精神は反抗の意

味というよりも、世間が先生を知らないで平気でいるのが残念だった

からである。その時先生は沈んだ調子で、「どうしても私は世間に向か

って働き掛ける資格のない男だから仕方がありません」といった。先

生の顔には深い一種の表情がありありと刻まれた。私にはそれが失望

だか、不平だか、悲哀だか、 (解:ﾜｶ)らなかったけれども、何しろ二の

句の継げないほどに強いものだったので、私はそれぎり何もいう勇気

が出なかった。 

 私が奥さんと話している間に、問題が自然先生の事からそこへ落ち

て来た。 
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「先生はなぜああやって、宅で考えたり勉強したりなさるだけで、世

の中へ出て仕事をなさらないんでしょう」 

「あの人は (駄目:ﾀﾞﾒ)ですよ。そういう事が嫌いなんですから」 

「つまり (下:ｸﾀﾞ)らない事だと悟っていらっしゃるんでしょうか」 

「悟るの悟らないのって、――そりゃ女だからわたくしには解りませ

んけれど、おそらくそんな意味じゃないでしょう。やっぱり何かやり

たいのでしょう。それでいてできないんです。だから気の毒ですわ」 

「しかし先生は健康からいって、別にどこも悪いところはないようじ

ゃありませんか」 

「丈夫ですとも。何にも持病はありません」 

「それでなぜ活動ができないんでしょう」 

「それが (解:ﾜｶ)らないのよ、あなた。それが解るくらいなら私だって、

こんなに心配しやしません。わからないから気の毒でたまらないんで

す」 

 奥さんの語気には非常に同情があった。それでも口元だけには微笑

が見えた。外側からいえば、私の方がむしろ (真面目:ﾏｼﾞﾒ)だった。私

はむずかしい顔をして黙っていた。すると奥さんが急に思い出したよ

うにまた口を開いた。 

「若い時はあんな人じゃなかったんですよ。若い時はまるで違ってい

ました。それが全く変ってしまったんです」 

「若い時っていつ頃ですか」と私が聞いた。 

「書生時代よ」 

「書生時代から先生を知っていらっしゃったんですか」 

 奥さんは急に薄赤い顔をした。 

 

十二 

 

 奥さんは東京の人であった。それはかつて先生からも奥さん自身か

らも聞いて知っていた。奥さんは「本当いうと (合:ｱｲ)の (子:ｺ)なんで

すよ」といった。奥さんの父親はたしか (鳥取:ﾄｯﾄﾘ)かどこかの出であ

るのに、お母さんの方はまだ江戸といった (時分:ｼﾞﾌﾞﾝ)の 市ヶ(谷:ｲﾁｶﾞ

ﾔ)で生れた女なので、奥さんは冗談半分そういったのである。ところが

先生は全く方角違いの (新潟:ﾆｲｶﾞﾀ)県人であった。だから奥さんがもし

先生の書生時代を知っているとすれば、郷里の関係からでない事は明

らかであった。しかし薄赤い顔をした奥さんはそれより以上の話をし

たくないようだったので、私の方でも深くは聞かずにおいた。 
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 先生と知り合いになってから先生の亡くなるまでに、私はずいぶん

色々の問題で先生の思想や情操に触れてみたが、結婚当時の状況につ

いては、ほとんど何ものも聞き得なかった。私は時によると、それを

善意に解釈してもみた。年輩の先生の事だから、 (艶:ﾅﾏ)めかしい回想

などを若いものに聞かせるのはわざと (慎:ﾂﾂｼ)んでいるのだろうと思

った。時によると、またそれを悪くも取った。先生に限らず、奥さん

に限らず、二人とも私に比べると、一時代前の因襲のうちに成人した

ために、そういう (艶:ﾂﾔ)っぽい問題になると、正直に自分を開放する

だけの勇気がないのだろうと考えた。もっともどちらも推測に過ぎな

かった。そうしてどちらの推測の裏にも、二人の結婚の奥に横たわる

花やかなロマンスの存在を仮定していた。 

 私の仮定ははたして誤らなかった。けれども私はただ恋の半面だけ

を想像に (描:ｴｶﾞ)き得たに過ぎなかった。先生は美しい恋愛の裏に、恐

ろしい悲劇を持っていた。そうしてその悲劇のどんなに先生にとって 

(見惨:ﾐｼﾞﾒ)なものであるかは相手の奥さんにまるで知れていなかった。

奥さんは今でもそれを知らずにいる。先生はそれを奥さんに隠して死

んだ。先生は奥さんの幸福を破壊する前に、まず自分の生命を破壊し

てしまった。 

 私は今この悲劇について何事も語らない。その悲劇のためにむしろ

生れ出たともいえる二人の恋愛については、 (先刻:ｻｯｷ)いった通りであ

った。二人とも私にはほとんど何も話してくれなかった。奥さんは慎

みのために、先生はまたそれ以上の深い理由のために。 

 ただ一つ私の記憶に残っている事がある。 (或:ｱ)る時(花時分:ﾊﾅｼﾞﾌﾞ

ﾝ)に私は先生といっしょに (上野:ｳｴﾉ)へ行った。そうしてそこで美しい 

(一対:ｲｯﾂｲ)の (男女:ﾅﾝﾆｮ)を見た。彼らは (睦:ﾑﾂ)まじそうに寄り添って

花の下を歩いていた。場所が場所なので、花よりもそちらを向いて眼

を (峙:ｿﾊﾞ)だてている人が沢山あった。 
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「新婚の夫婦のようだね」と先生がいった。 

「仲が (好:ﾖ)さそうですね」と私が答えた。 

 先生は苦笑さえしなかった。二人の男女を視線の (外:ﾎｶ)に置くよう

な方角へ足を向けた。それから私にこう聞いた。 

「君は恋をした事がありますか」 

 私はないと答えた。 

「恋をしたくはありませんか」 

 私は答えなかった。 

「したくない事はないでしょう」 

「ええ」 

「君は今あの男と女を見て、 (冷評:ﾋﾔｶ)しましたね。あの (冷評:ﾋﾔｶｼ)

のうちには君が恋を求めながら相手を得られないという不快の声が 

(交:ﾏｼﾞ)っていましょう」 

「そんな (風:ﾌｳ)に聞こえましたか」 

「聞こえました。恋の満足を味わっている人はもっと暖かい声を出す

ものです。しかし……しかし君、恋は罪悪ですよ。 (解:ﾜｶ)っています

か」 

 私は急に驚かされた。何とも返事をしなかった。 

 

十三 

 

 我々は群集の中にいた。群集はいずれも (嬉:ｳﾚ)しそうな顔をしてい

た。そこを通り抜けて、花も人も見えない森の中へ来るまでは、同じ

問題を口にする機会がなかった。 

「恋は罪悪ですか」と (私:ﾜﾀｸｼ)がその時突然聞いた。 

「罪悪です。たしかに」と答えた時の先生の語気は前と同じように強

かった。 

「なぜですか」 

「なぜだか今に解ります。今にじゃない、もう解っているはずです。

あなたの心はとっくの昔からすでに恋で動いているじゃありません

か」 

 私は一応自分の胸の中を調べて見た。けれどもそこは案外に空虚で

あった。思いあたるようなものは何にもなかった。 

「私の胸の中にこれという目的物は一つもありません。私は先生に何

も隠してはいないつもりです」 

「目的物がないから動くのです。
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あれば落ち付けるだろうと思って動きたくなるのです」 

「今それほど動いちゃいません」 

「あなたは物足りない結果私の所に動いて来たじゃありませんか」 

「それはそうかも知れません。しかしそれは恋とは違います」 

「恋に (上:ﾉﾎﾞ)る (楷段:ｶｲﾀﾞﾝ)なんです。異性と抱き合う順序として、

まず同性の私の所へ動いて来たのです」 

「私には二つのものが全く性質を (異:ｺﾄ)にしているように思われま

す」 

「いや同じです。私は男としてどうしてもあなたに満足を与えられな

い人間なのです。それから、ある特別の事情があって、なおさらあな

たに満足を与えられないでいるのです。私は実際お気の毒に思ってい

ます。あなたが私からよそへ動いて行くのは仕方がない。私はむしろ

それを希望しているのです。しかし……」 

 私は変に悲しくなった。 

「私が先生から離れて行くようにお思いになれば仕方がありませんが、

私にそんな気の起った事はまだありません」 

 先生は私の言葉に耳を貸さなかった。 

「しかし気を付けないといけない。恋は罪悪なんだから。私の所では

満足が得られない代りに危険もないが、――君、黒い長い髪で縛られ

た時の心持を知っていますか」 

 私は想像で知っていた。しかし事実としては知らなかった。いずれ

にしても先生のいう罪悪という意味は (朦朧:ﾓｳﾛｳ)としてよく (解:ﾜｶ)

らなかった。その上私は少し不愉快になった。 

「先生、罪悪という意味をもっと (判然:ﾊｯｷﾘ)いって聞かして下さい。

それでなければこの問題をここで切り上げて下さい。私自身に罪悪と

いう意味が判然解るまで」 

「悪い事をした。私はあなたに (真実:ﾏｺﾄ)を話している気でいた。とこ

ろが実際は、あなたを (焦慮:ｼﾞﾗ)していたのだ。私は悪い事をした」 

 先生と私とは博物館の裏から (鶯渓:ｳｸﾞｲｽﾀﾞﾆ)の方角に静かな歩調で

歩いて行った。垣の (隙間:ｽｷﾏ)から広い庭の一部に茂る (熊笹:ｸﾏｻﾞｻ)

が (幽邃:ﾕｳｽｲ)に見えた。 
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「君は私がなぜ (毎月:ﾏｲｹﾞﾂ) 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)の墓地に (埋:ｳﾏ)って

いる友人の墓へ参るのか知っていますか」 

 先生のこの問いは全く突然であった。しかも先生は私がこの問いに

対して答えられないという事もよく承知していた。私はしばらく返事

をしなかった。すると先生は始めて気が付いたようにこういった。 

「また悪い事をいった。 (焦慮:ｼﾞﾗ)せるのが悪いと思って、説明しよう

とすると、その説明がまたあなたを焦慮せるような結果になる。どう

も仕方がない。この問題はこれで (止:ﾔ)めましょう。とにかく恋は罪悪

ですよ、よござんすか。そうして神聖なものですよ」 

 私には先生の話がますます (解:ﾜｶ)らなくなった。しかし先生はそれ

ぎり恋を口にしなかった。 

 

十四 

 

 年の若い (私:ﾜﾀｸｼ)はややともすると (一図:ｲﾁｽﾞ)になりやすかった。

少なくとも先生の眼にはそう映っていたらしい。私には学校の講義よ

りも先生の談話の方が有益なのであった。教授の意見よりも先生の思

想の方が有難いのであった。とどの詰まりをいえば、教壇に立って私

を指導してくれる偉い人々よりもただ (独:ﾋﾄ)りを守って多くを語らな

い先生の方が偉く見えたのであった。 

「あんまり (逆上:ﾉﾎﾞｾ)ちゃいけません」と先生がいった。 

「 (覚:ｻ)めた結果としてそう思うんです」と答えた時の私には充分の自

信があった。その自信を先生は (肯:ｳｹ)がってくれなかった。 

「あなたは熱に浮かされているのです。熱がさめると (厭:ｲﾔ)になりま

す。私は今のあなたからそれほどに思われるのを、苦しく感じていま

す。しかしこれから先のあなたに起るべき変化を予想して見ると、な

お苦しくなります」 

「私はそれほど軽薄に思われているんですか。それほど不信用なんで

すか」 

「私はお気の毒に思うのです」 

「気の毒だが信用されないとおっしゃるんですか」 

 先生は迷惑そうに庭の方を向いた。
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その庭に、この間まで重そうな赤い強い色をぽたぽた点じていた (椿:ﾂ

ﾊﾞｷ)の花はもう一つも見えなかった。先生は座敷からこの椿の花をよく 

(眺:ﾅｶﾞ)める癖があった。 

「信用しないって、特にあなたを信用しないんじゃない。人間全体を

信用しないんです」 

 その時(生垣:ｲｹｶﾞｷ)の向うで金魚売りらしい声がした。その (外:ﾎｶ)

には何の聞こえるものもなかった。大通りから二(丁:ﾁｮｳ)も深く折れ込

んだ (小路:ｺｳｼﾞ)は (存外:ｿﾞﾝｶﾞｲ)静かであった。 (家:ｳﾁ)の中はいつも

の通りひっそりしていた。私は次の (間:ﾏ)に奥さんのいる事を知ってい

た。黙って針仕事か何かしている奥さんの耳に私の話し声が聞こえる

という事も知っていた。しかし私は全くそれを忘れてしまった。 

「じゃ奥さんも信用なさらないんですか」と先生に聞いた。 

 先生は少し不安な顔をした。そうして直接の答えを避けた。 

「私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用で

きないから、人も信用できないようになっているのです。自分を (呪:ﾉ

ﾛ)うより (外:ﾎｶ)に仕方がないのです」 

「そうむずかしく考えれば、誰だって確かなものはないでしょう」 

「いや考えたんじゃない。やったんです。やった後で驚いたんです。

そうして非常に (怖:ｺﾜ)くなったんです」 

 私はもう少し先まで同じ道を (辿:ﾀﾄﾞ)って行きたかった。すると (襖:

ﾌｽﾏ)の陰で「あなた、あなた」という奥さんの声が二度聞こえた。先生

は二度目に「何だい」といった。奥さんは「ちょっと」と先生を次の (間:

ﾏ)へ呼んだ。二人の間にどんな用事が起ったのか、私には (解:ﾜｶ)らな

かった。それを想像する余裕を与えないほど早く先生はまた座敷へ帰

って来た。 

「とにかくあまり私を信用してはいけませんよ。今に後悔するから。

そうして自分が (欺:ｱｻﾞﾑ)かれた返報に、残酷な (復讐:ﾌｸｼｭｳ)をするよ

うになるものだから」 

「そりゃどういう意味ですか」 
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「かつてはその人の (膝:ﾋｻﾞ)の前に (跪:ﾋｻﾞﾏｽﾞ)いたという記憶が、今

度はその人の頭の上に足を (載:ﾉ)せさせようとするのです。私は未来の

侮辱を受けないために、今の尊敬を (斥:ｼﾘｿﾞ)けたいと思うのです。私

は今より一層(淋:ｻﾋﾞ)しい未来の私を我慢する代りに、淋しい今の私を

我慢したいのです。自由と独立と (己:ｵﾉ)れとに (充:ﾐ)ちた現代に生れ

た我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならな

いでしょう」 

 私はこういう覚悟をもっている先生に対して、いうべき言葉を知ら

なかった。 

 

十五 

 

 その (後:ｺﾞ) (私:ﾜﾀｸｼ)は奥さんの顔を見るたびに気になった。先生は

奥さんに対しても始終こういう態度に出るのだろうか。もしそうだと

すれば、奥さんはそれで満足なのだろうか。 

 奥さんの様子は満足とも不満足とも (極:ｷ)めようがなかった。私はそ

れほど近く奥さんに接触する機会がなかったから。それから奥さんは

私に会うたびに尋常であったから。最後に先生のいる席でなければ私

と奥さんとは (滅多:ﾒｯﾀ)に顔を合せなかったから。 

 私の疑惑はまだその上にもあった。先生の人間に対するこの覚悟は

どこから来るのだろうか。ただ冷たい眼で自分を内省したり現代を観

察したりした結果なのだろうか。先生は (坐:ｽﾜ)って考える (質:ﾀﾁ)の人

であった。先生の頭さえあれば、こういう態度は坐って世の中を考え

ていても自然と出て来るものだろうか。私にはそうばかりとは思えな

かった。先生の覚悟は生きた覚悟らしかった。火に焼けて冷却し切っ

た (石造:ｾｷｿﾞｳ)家屋の (輪廓:ﾘﾝｶｸ)とは違っていた。私の眼に映ずる先

生はたしかに思想家であった。けれどもその思想家の (纏:ﾏﾄ)め上げた

主義の裏には、強い事実が織り込まれているらしかった。自分と切り

離された他人の事実でなくって、自分自身が痛切に味わった事実、血

が熱くなったり脈が止まったりするほどの事実が、畳み込まれている

らしかった。 

 これは私の胸で推測するがものはない。
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先生自身すでにそうだと告白していた。ただその告白が雲の (峯:ﾐﾈ)の

ようであった。私の頭の上に正体の知れない恐ろしいものを (蔽:ｵｵ)い 

(被:ｶﾌﾞ)せた。そうしてなぜそれが恐ろしいか私にも (解:ﾜｶ)らなかった。

告白はぼうとしていた。それでいて明らかに私の神経を (震:ﾌﾙ)わせた。 

 私は先生のこの人生観の基点に、 (或:ｱ)る強烈な恋愛事件を仮定して

みた。（無論先生と奥さんとの間に起った）。先生がかつて恋は罪悪だ

といった事から照らし合せて見ると、多少それが (手掛:ﾃｶﾞｶ)りにもな

った。しかし先生は現に奥さんを愛していると私に告げた。すると二

人の恋からこんな (厭世:ｴﾝｾｲ)に近い覚悟が出ようはずがなかった。「か

つてはその人の前に (跪:ﾋｻﾞﾏｽﾞ)いたという記憶が、今度はその人の頭

の上に足を (載:ﾉ)せさせようとする」といった先生の言葉は、現代一般

の (誰彼:ﾀﾚｶﾚ)について用いられるべきで、先生と奥さんの間には当て

はまらないもののようでもあった。 

  雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)にある (誰:ﾀﾞﾚ)だか分らない人の墓、――これも

私の記憶に時々動いた。私はそれが先生と深い縁故のある墓だという

事を知っていた。先生の生活に近づきつつありながら、近づく事ので

きない私は、先生の頭の中にある (生命:ｲﾉﾁ)の断片として、その墓を私

の頭の中にも受け入れた。けれども私に取ってその墓は全く死んだも

のであった。二人の間にある (生命:ｲﾉﾁ)の扉を開ける (鍵:ｶｷﾞ)にはなら

なかった。むしろ二人の間に立って、自由の往来を妨げる魔物のよう

であった。 

 そうこうしているうちに、私はまた奥さんと差し向いで話をしなけ

ればならない時機が来た。その (頃:ｺﾛ)は日の (詰:ﾂﾏ)って行くせわしな

い秋に、誰も注意を (惹:ﾋ)かれる (肌寒:ﾊﾀﾞｻﾑ)の季節であった。先生の 

(附近:ﾌｷﾝ)で盗難に (罹:ｶｶ)ったものが三、四日続いて出た。盗難はいず

れも宵の口であった。
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大したものを持って行かれた (家:ｳﾁ)はほとんどなかったけれども、は

いられた所では必ず何か取られた。奥さんは気味をわるくした。そこ

へ先生がある晩家を (空:ｱ)けなければならない事情ができてきた。先生

と同郷の友人で地方の病院に奉職しているものが上京したため、先生

は (外:ﾎｶ)の二、三名と共に、ある所でその友人に (飯:ﾒｼ)を食わせなけ

ればならなくなった。先生は訳を話して、私に帰ってくる間までの留

守番を頼んだ。私はすぐ引き受けた。 

 

十六 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)の行ったのはまだ (灯:ﾋ)の (点:ﾂ)くか点かない暮れ方であ

ったが、 (几帳面:ｷﾁｮｳﾒﾝ)な先生はもう (宅:ｳﾁ)にいなかった。「時間に 

(後:ｵｸ)れると悪いって、つい今しがた出掛けました」といった奥さんは、

私を先生の書斎へ案内した。 

 書斎には (洋机:ﾃｰﾌﾞﾙ)と (椅子:ｲｽ)の (外:ﾎｶ)に、沢山の書物が美しい 

(背皮:ｾｶﾞﾜ)を並べて、 (硝子越:ｶﾞﾗｽｺﾞｼ)に (電燈:ﾃﾞﾝﾄｳ)の光で照らされ

ていた。奥さんは火鉢の前に敷いた (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の上へ私を (坐:ｽﾜ)

らせて、「ちっとそこいらにある本でも読んでいて下さい」と断って出

て行った。私はちょうど主人の帰りを待ち受ける客のような気がして

済まなかった。私は (畏:ｶｼｺ)まったまま (烟草:ﾀﾊﾞｺ)を飲んでいた。奥

さんが茶の間で何か (下女:ｹﾞｼﾞｮ)に話している声が聞こえた。書斎は茶

の間の縁側を突き当って折れ曲った (角:ｶﾄﾞ)にあるので、 (棟:ﾑﾈ)の位

置からいうと、座敷よりもかえって掛け離れた静かさを (領:ﾘｮｳ)してい

た。ひとしきりで奥さんの話し声が (已:ﾔ)むと、 (後:ｱﾄ)はしんとした。

私は泥棒を待ち受けるような心持で、 (凝:ｼﾞｯ)としながら気をどこかに

配った。 
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 三十分ほどすると、奥さんがまた書斎の入口へ顔を出した。「おや」

といって、軽く驚いた時の眼を私に向けた。そうして客に来た人のよ

うに (鹿爪:ｼｶﾂﾒ)らしく控えている私をおかしそうに見た。 

「それじゃ窮屈でしょう」 

「いえ、窮屈じゃありません」 

「でも退屈でしょう」 

「いいえ。泥棒が来るかと思って緊張しているから退屈でもありませ

ん」 

 奥さんは手に (紅茶茶碗:ｺｳﾁｬﾁﾞｬﾜﾝ)を持ったまま、笑いながらそこに

立っていた。 

「ここは隅っこだから番をするには (好:ﾖ)くありませんね」と私がいっ

た。 

「じゃ失礼ですがもっと真中へ出て来て (頂戴:ﾁｮｳﾀﾞｲ)。ご (退屈:ﾀｲｸﾂ)

だろうと思って、お茶を入れて持って来たんですが、茶の間で (宜:ﾖﾛ)

しければあちらで上げますから」 

 私は奥さんの (後:ｱﾄ)に (尾:ﾂ)いて書斎を出た。茶の間には (綺麗:ｷﾚ

ｲ)な (長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)に (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)が鳴っていた。私はそこで茶と菓

子のご (馳走:ﾁｿｳ)になった。奥さんは (寝:ﾈ)られないといけないといっ

て、茶碗に手を触れなかった。 

「先生はやっぱり時々こんな会へお (出掛:ﾃﾞｶ)けになるんですか」 

「いいえ (滅多:ﾒｯﾀ)に出た事はありません。 (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)は段々人の顔

を見るのが (嫌:ｷﾗ)いになるようです」 

 こういった奥さんの様子に、別段困ったものだという (風:ﾌｳ)も見え

なかったので、私はつい大胆になった。 

「それじゃ奥さんだけが例外なんですか」 

「いいえ私も嫌われている一人なんです」 

「そりゃ (嘘:ｳｿ)です」と私がいった。「奥さん自身嘘と知りながらそう

おっしゃるんでしょう」 

「なぜ」 

「私にいわせると、奥さんが好きになったから世間が嫌いになるんで

すもの」 

「あなたは学問をする (方:ｶﾀ)だけあって、なかなかお (上手:ｼﾞｮｳｽﾞ)

ね。 (空:ｶﾗ)っぽな理屈を使いこなす事が。世の中が嫌いになったから、

私までも嫌いになったんだともいわれるじゃありませんか。それと 

(同:ｵﾝ)なじ理屈で」 
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「両方ともいわれる事はいわれますが、この場合は私の方が正しいの

です」 

「議論はいやよ。よく男の方は議論だけなさるのね、面白そうに。 (空:

ｶﾗ)の (盃:ｻｶｽﾞｷ)でよくああ飽きずに (献酬:ｹﾝｼｭｳ)ができると思います

わ」 

 奥さんの言葉は少し (手痛:ﾃﾋﾄﾞ)かった。しかしその言葉の (耳障:ﾐﾐ

ｻﾞﾜﾘ)からいうと、決して猛烈なものではなかった。自分に頭脳のある

事を相手に認めさせて、そこに一種の誇りを (見出:ﾐｲﾀﾞ)すほどに奥さ

んは現代的でなかった。奥さんはそれよりもっと底の方に沈んだ心を

大事にしているらしく見えた。 

 

十七 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)はまだその (後:ｱﾄ)にいうべき事をもっていた。けれども奥

さんから (徒:ｲﾀｽﾞ)らに議論を仕掛ける男のように取られては困ると思

って遠慮した。奥さんは飲み干した (紅茶茶碗:ｺｳﾁｬﾁﾞｬﾜﾝ)の底を (覗:ﾉ

ｿﾞ)いて黙っている私を (外:ｿ)らさないように、「もう一杯上げましょう

か」と聞いた。私はすぐ茶碗を奥さんの手に渡した。 

「いくつ？ 一つ？ 二ッつ？」 

 妙なもので角砂糖をつまみ上げた奥さんは、私の顔を見て、茶碗の

中へ入れる砂糖の (数:ｶｽﾞ)を聞いた。奥さんの態度は私に (媚:ｺ)びると

いうほどではなかったけれども、 (先刻:ｻｯｷ)の強い言葉を (力:ﾂﾄ)めて

打ち消そうとする (愛嬌:ｱｲｷｮｳ)に (充:ﾐ)ちていた。 

 私は黙って茶を飲んだ。飲んでしまっても黙っていた。 

「あなた大変黙り込んじまったのね」と奥さんがいった。 

「何かいうとまた議論を仕掛けるなんて、 (叱:ｼｶ)り付けられそうです

から」と私は答えた。 

「まさか」と奥さんが再びいった。 

 二人はそれを (緒口:ｲﾄｸﾁ)にまた話を始めた。そうしてまた二人に共

通な興味のある先生を問題にした。 

「奥さん、 (先刻:ｻｯｷ)の続きをもう少しいわせて下さいませんか。奥さ

んには (空:ｶﾗ)な理屈と聞こえるかも知れませんが、私はそんな (上:ｳﾜ)

の (空:ｿﾗ)でいってる事じゃないんだから」 
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「じゃおっしゃい」 

「今奥さんが急にいなくなったとしたら、先生は現在の通りで生きて

いられるでしょうか」 

「そりゃ分らないわ、あなた。そんな事、先生に聞いて見るより (外:ﾎ

ｶ)に仕方がないじゃありませんか。私の所へ持って来る問題じゃない

わ」 

「奥さん、私は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)ですよ。だから逃げちゃいけません。正

直に答えなくっちゃ」 

「正直よ。正直にいって私には分らないのよ」 

「じゃ奥さんは先生をどのくらい愛していらっしゃるんですか。これ

は先生に聞くよりむしろ奥さんに伺っていい質問ですから、あなたに

伺います」 

「何もそんな事を開き直って聞かなくっても (好:ｲ)いじゃありません

か」 

「真面目くさって聞くがものはない。分り切ってるとおっしゃるんで

すか」 

「まあそうよ」 

「そのくらい先生に忠実なあなたが急にいなくなったら、先生はどう

なるんでしょう。世の中のどっちを向いても面白そうでない先生は、

あなたが急にいなくなったら後でどうなるでしょう。先生から見てじ

ゃない。あなたから見てですよ。あなたから見て、先生は幸福になる

でしょうか、不幸になるでしょうか」 

「そりゃ私から見れば分っています。（先生はそう思っていないかも知

れませんが）。先生は私を離れれば不幸になるだけです。あるいは生き

ていられないかも知れませんよ。そういうと、 (己惚:ｵﾉﾎﾞﾚ)になるよう

ですが、私は今先生を人間としてできるだけ幸福にしているんだと信

じていますわ。どんな人があっても私ほど先生を幸福にできるものは

ないとまで思い込んでいますわ。それだからこうして落ち付いていら

れるんです」 

「その信念が先生の心に (好:ﾖ)く映るはずだと私は思いますが」 

「それは別問題ですわ」 

「やっぱり先生から嫌われているとおっしゃるんですか」 

「私は嫌われてるとは思いません。嫌われる訳がないんですもの。し

かし先生は世間が嫌いなんでしょう。世間というより (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)では

人間が嫌いになっているんでしょう。だからその人間の (一人:ｲﾁﾆﾝ)と

して、私も好かれるはずがないじゃありませんか」 
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 奥さんの嫌われているという意味がやっと私に (呑:ﾉ)み込めた。 

 

十八 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は奥さんの理解力に感心した。奥さんの態度が旧式の日本

の女らしくないところも私の注意に一種の (刺戟:ｼｹﾞｷ)を与えた。それ

で奥さんはその (頃:ｺﾛ) (流行:ﾊﾔ)り始めたいわゆる新しい言葉などは

ほとんど使わなかった。 

 私は女というものに深い (交際:ﾂｷｱｲ)をした経験のない (迂闊:ｳｶﾂ)な

青年であった。男としての私は、異性に対する本能から、 (憧憬:ﾄﾞｳｹｲ)

の目的物として常に女を夢みていた。けれどもそれは懐かしい春の雲

を (眺:ﾅｶﾞ)めるような心持で、ただ (漠然:ﾊﾞｸｾﾞﾝ)と夢みていたに過ぎ

なかった。だから実際の女の前へ出ると、私の感情が突然変る事が時々

あった。私は自分の前に現われた女のために引き付けられる代りに、

その場に臨んでかえって変な (反撥力:ﾊﾝﾊﾟﾂﾘｮｸ)を感じた。奥さんに対

した私にはそんな気がまるで出なかった。普通(男女:ﾅﾝﾆｮ)の間に横たわ

る思想の不平均という考えもほとんど起らなかった。私は奥さんの女

であるという事を忘れた。私はただ誠実なる先生の批評家および同情

家として奥さんを眺めた。 

「奥さん、私がこの前なぜ先生が世間的にもっと活動なさらないのだ

ろうといって、あなたに聞いた時に、あなたはおっしゃった事があり

ますね。元はああじゃなかったんだって」 

「ええいいました。実際あんなじゃなかったんですもの」 

「どんなだったんですか」 

「あなたの希望なさるような、また私の希望するような頼もしい人だ

ったんです」 

「それがどうして急に変化なすったんですか」 

「急にじゃありません、段々ああなって来たのよ」 

「奥さんはその (間:ｱｲﾀﾞ)始終先生といっしょにいらしったんでしょ

う」 

「無論いましたわ。夫婦ですもの」 

「じゃ先生がそう変って行かれる (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)がちゃんと (解:ﾜｶ)るべ

きはずですがね」 

「それだから困るのよ。
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あなたからそういわれると実に (辛:ﾂﾗ)いんですが、私にはどう考えて

も、考えようがないんですもの。私は今まで (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)あの人に、ど

うぞ打ち明けて下さいって頼んで見たか分りゃしません」 

「先生は何とおっしゃるんですか」 

「何にもいう事はない、何にも心配する事はない、おれはこういう性

質になったんだからというだけで、取り合ってくれないんです」 

 私は黙っていた。奥さんも言葉を (途切:ﾄｷﾞ)らした。 (下女部屋:ｹﾞｼﾞ

ｮﾍﾞﾔ)にいる下女はことりとも音をさせなかった。私はまるで泥棒の事

を忘れてしまった。 

「あなたは私に責任があるんだと思ってやしませんか」と突然奥さん

が聞いた。 

「いいえ」と私が答えた。 

「どうぞ隠さずにいって下さい。そう思われるのは身を切られるより

辛いんだから」と奥さんがまたいった。「これでも私は先生のためにで

きるだけの事はしているつもりなんです」 

「そりゃ先生もそう認めていられるんだから、大丈夫です。ご安心な

さい、私が保証します」 

 奥さんは火鉢の灰を (掻:ｶ)き (馴:ﾅ)らした。それから (水注:ﾐｽﾞｻｼ)

の水を (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)に (注:ｻ)した。鉄瓶は (忽:ﾀﾁﾏ)ち鳴りを沈めた。 

「私はとうとう (辛防:ｼﾝﾎﾞｳ)し切れなくなって、先生に聞きました。私

に悪い所があるなら遠慮なくいって下さい、改められる欠点なら改め

るからって、すると先生は、お前に欠点なんかありゃしない、欠点は

おれの方にあるだけだというんです。そういわれると、私悲しくなっ

て仕様がないんです、涙が出てなおの事自分の悪い所が聞きたくなる

んです」 

 奥さんは眼の (中:ｳﾁ)に涙をいっぱい (溜:ﾀ)めた。 

 

十九 

 

 始め (私:ﾜﾀｸｼ)は理解のある (女性:ﾆｮｼｮｳ)として奥さんに対していた。

私がその気で話しているうちに、奥さんの様子が次第に変って来た。

奥さんは私の頭脳に訴える代りに、私の (心臓:ﾊｰﾄ)を動かし始めた。自

分と夫の間には何の (蟠:ﾜﾀﾞｶ)まりもない、またないはずであるのに、

やはり何かある。
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それだのに眼を (開:ｱ)けて (見極:ﾐｷﾜ)めようとすると、やはり (何:ﾅﾝ)

にもない。奥さんの苦にする要点はここにあった。 

 奥さんは最初世の中を見る先生の眼が (厭世的:ｴﾝｾｲﾃｷ)だから、その

結果として自分も嫌われているのだと断言した。そう断言しておきな

がら、ちっともそこに落ち付いていられなかった。底を割ると、かえ

ってその逆を考えていた。先生は自分を嫌う結果、とうとう世の中ま

で (厭:ｲﾔ)になったのだろうと推測していた。けれどもどう骨を折って

も、その推測を突き留めて事実とする事ができなかった。先生の態度

はどこまでも (良人:ｵｯﾄ)らしかった。親切で優しかった。疑いの (塊:ｶ

ﾀﾏ)りをその日その日の (情合:ｼﾞｮｳｱｲ)で包んで、そっと胸の奥にしまっ

ておいた奥さんは、その晩その包みの中を私の前で開けて見せた。 

「あなたどう思って？」と聞いた。「私からああなったのか、それとも

あなたのいう (人世観:ｼﾞﾝｾｲｶﾝ)とか何とかいうものから、ああなったの

か。隠さずいって (頂戴:ﾁｮｳﾀﾞｲ)」 

 私は何も隠す気はなかった。けれども私の知らないあるものがそこ

に存在しているとすれば、私の答えが何であろうと、それが奥さんを

満足させるはずがなかった。そうして私はそこに私の知らないあるも

のがあると信じていた。 

「私には (解:ﾜｶ)りません」 

 奥さんは予期の (外:ﾊｽﾞ)れた時に見る (憐:ｱﾜ)れな表情をその (咄嗟:

ﾄｯｻ)に現わした。私はすぐ私の言葉を継ぎ足した。 

「しかし先生が奥さんを嫌っていらっしゃらない事だけは保証します。

私は先生自身の口から聞いた通りを奥さんに伝えるだけです。先生は 

(嘘:ｳｿ)を (吐:ﾂ)かない (方:ｶﾀ)でしょう」 

 奥さんは何とも答えなかった。しばらくしてからこういった。 

「実は私すこし思いあたる事があるんですけれども……」 

「先生がああいう (風:ﾌｳ)になった (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)についてですか」 

「ええ。もしそれが源因だとすれば、私の責任だけはなくなるんだか

ら、それだけでも私大変楽になれるんですが、……」 

「どんな事ですか」 
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 奥さんはいい渋って (膝:ﾋｻﾞ)の上に置いた自分の手を眺めていた。 

「あなた判断して下すって。いうから」 

「私にできる判断ならやります」 

「みんなはいえないのよ。みんないうと (叱:ｼｶ)られるから。叱られな

いところだけよ」 

 私は緊張して (唾液:ﾂﾊﾞｷ)を (呑:ﾉ)み込んだ。 

「先生がまだ大学にいる時分、大変仲の (好:ｲ)いお友達が一人あったの

よ。その (方:ｶﾀ)がちょうど卒業する少し前に死んだんです。急に死ん

だんです」 

 奥さんは私の耳に (私語:ｻｻﾔ)くような小さな声で、「実は変死したん

です」といった。それは「どうして」と聞き返さずにはいられないよ

うないい方であった。 

「それっ切りしかいえないのよ。けれどもその事があってから (後:ﾉﾁ)

なんです。先生の性質が段々変って来たのは。なぜその方が死んだの

か、私には解らないの。先生にもおそらく解っていないでしょう。け

れどもそれから先生が変って来たと思えば、そう思われない事もない

のよ」 

「その人の墓ですか、 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)にあるのは」 

「それもいわない事になってるからいいません。しかし人間は親友を

一人亡くしただけで、そんなに変化できるものでしょうか。私はそれ

が知りたくって (堪:ﾀﾏ)らないんです。だからそこを一つあなたに判断

して頂きたいと思うの」 

 私の判断はむしろ否定の方に傾いていた。 

 

二十 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は私のつらまえた事実の許す限り、奥さんを慰めようとし

た。奥さんもまたできるだけ私によって慰められたそうに見えた。そ

れで二人は同じ問題をいつまでも話し合った。けれども私はもともと

事の (大根:ｵｵﾈ)を (攫:ﾂｶ)んでいなかった。奥さんの不安も実はそこに 

(漂:ﾀﾀﾞﾖ)う薄い雲に似た疑惑から出て来ていた。事件の真相になると、

奥さん自身にも多くは知れていなかった。知れているところでも (悉

皆:ｽｯｶﾘ)は私に話す事ができなかった。したがって慰める私も、慰めら

れる奥さんも、共に波に浮いて、ゆらゆらしていた。
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ゆらゆらしながら、奥さんはどこまでも手を出して、 (覚束:ｵﾎﾞﾂｶ)ない

私の判断に (縋:ｽｶﾞ)り付こうとした。 

 十時(頃:ｺﾞﾛ)になって先生の靴の音が玄関に聞こえた時、奥さんは急

に今までのすべてを忘れたように、前に (坐:ｽﾜ)っている私をそっちの

けにして立ち上がった。そうして (格子:ｺｳｼ)を開ける先生をほとんど 

(出合:ﾃﾞｱ)い (頭:ｶﾞｼﾗ)に迎えた。私は取り残されながら、 (後:ｱﾄ)から

奥さんに (尾:ﾂ)いて行った。 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)だけは (仮寝:ｳﾀﾀﾈ)でもして

いたとみえて、ついに出て来なかった。 

 先生はむしろ機嫌がよかった。しかし奥さんの調子はさらによかっ

た。今しがた奥さんの美しい眼のうちに (溜:ﾀﾏ)った涙の光と、それか

ら黒い (眉毛:ﾏﾕｹﾞ)の根に寄せられた八の字を記憶していた私は、その

変化を異常なものとして注意深く (眺:ﾅｶﾞ)めた。もしそれが (詐:ｲﾂﾜ)

りでなかったならば、（実際それは詐りとは思えなかったが）、今まで

の奥さんの訴えは (感傷:ｾﾝﾁﾒﾝﾄ)を (玩:ﾓﾃｱｿ)ぶためにとくに私を相手

に (拵:ｺｼﾗ)えた、 (徒:ｲﾀｽﾞ)らな女性の遊戯と取れない事もなかった。

もっともその時の私には奥さんをそれほど批評的に見る気は起らなか

った。私は奥さんの態度の急に輝いて来たのを見て、むしろ安心した。

これならばそう心配する必要もなかったんだと考え直した。 

 先生は笑いながら「どうもご苦労さま、泥棒は来ませんでしたか」

と私に聞いた。それから「来ないんで (張合:ﾊﾘｱｲ)が抜けやしませんか」

といった。 

 帰る時、奥さんは「どうもお気の毒さま」と会釈した。その調子は

忙しいところを暇を (潰:ﾂﾌﾞ)させて気の毒だというよりも、せっかく来

たのに泥棒がはいらなくって気の毒だという冗談のように聞こえた。

奥さんはそういいながら、 (先刻:ｻｯｷ)出した西洋菓子の残りを、紙に包

んで私の手に持たせた。
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私はそれを (袂:ﾀﾓﾄ)へ入れて、人通りの少ない (夜寒:ﾖｻﾑ)の (小路:ｺｳ

ｼﾞ)を曲折して (賑:ﾆｷﾞ)やかな町の方へ急いだ。 

 私はその晩の事を記憶のうちから (抽:ﾋ)き抜いてここへ (詳:ｸﾜ)しく

書いた。これは書くだけの必要があるから書いたのだが、実をいうと、

奥さんに菓子を (貰:ﾓﾗ)って帰るときの気分では、それほど当夜の会話

を重く見ていなかった。私はその (翌日:ﾖｸｼﾞﾂ) (午飯:ﾋﾙﾒｼ)を食いに学

校から帰ってきて、 (昨夜:ﾕｳﾍﾞ)机の上に (載:ﾉ)せて置いた菓子の包み

を見ると、すぐその中からチョコレートを塗った (鳶色:ﾄﾋﾞｲﾛ)のカステ

ラを出して (頬張:ﾎｵﾊﾞ)った。そうしてそれを食う時に、 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)

この菓子を私にくれた二人の (男女:ﾅﾝﾆｮ)は、幸福な (一対:ｲｯﾂｲ)として

世の中に存在しているのだと自覚しつつ味わった。 

 秋が暮れて冬が来るまで格別の事もなかった。私は先生の (宅:ｳﾁ)へ 

(出:ﾃﾞ)はいりをするついでに、衣服の (洗:ｱﾗ)い (張:ﾊ)りや (仕立:ｼﾀ)

て (方:ｶﾀ)などを奥さんに頼んだ。それまで (繻絆:ｼﾞｭﾊﾞﾝ)というものを

着た事のない私が、シャツの上に黒い襟のかかったものを重ねるよう

になったのはこの時からであった。子供のない奥さんは、そういう世

話を焼くのがかえって (退屈凌:ﾀｲｸﾂｼﾉ)ぎになって、 (結句:ｹｯｸ) (身体:

ｶﾗﾀﾞ)の薬だぐらいの事をいっていた。 

「こりゃ (手織:ﾃｵ)りね。こんな (地:ｼﾞ)の (好:ｲ)い着物は今まで縫った

事がないわ。その代り縫い (悪:ﾆｸ)いのよそりゃあ。まるで針が立たな

いんですもの。お (蔭:ｶｹﾞ)で針を二本折りましたわ」 

 こんな苦情をいう時ですら、奥さんは別に (面倒:ﾒﾝﾄﾞｳ)くさいという

顔をしなかった。 

 

二十一 
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 冬が来た時、 (私:ﾜﾀｸｼ)は偶然国へ帰らなければならない事になった。

私の母から受け取った手紙の中に、父の病気の経過が面白くない様子

を書いて、今が今という心配もあるまいが、年が年だから、できるな

ら都合して帰って来てくれと頼むように付け足してあった。 

 父はかねてから (腎臓:ｼﾞﾝｿﾞｳ)を病んでいた。中年以後の人にしばし

ば見る通り、父のこの (病:ﾔﾏｲ)は慢性であった。その代り要心さえして

いれば急変のないものと当人も家族のものも信じて疑わなかった。現

に父は養生のお (蔭:ｶｹﾞ)一つで、 (今日:ｺﾝﾆﾁ)までどうかこうか (凌:ｼﾉ)

いで来たように客が来ると (吹聴:ﾌｲﾁｮｳ)していた。その父が、母の書信

によると、庭へ出て何かしている (機:ﾊｽﾞﾐ)に突然(眩暈:ﾒﾏｲ)がして引ッ

繰り返った。 (家内:ｶﾅｲ)のものは軽症の (脳溢血:ﾉｳｲｯｹﾂ)と思い違えて、

すぐその手当をした。 (後:ｱﾄ)で医者からどうもそうではないらしい、

やはり持病の結果だろうという判断を得て、始めて卒倒と腎臓病とを

結び付けて考えるようになったのである。 

 冬休みが来るにはまだ少し (間:ﾏ)があった。私は学期の終りまで待っ

ていても (差支:ｻｼﾂｶ)えあるまいと思って一日二日そのままにしておい

た。するとその一日二日の間に、父の寝ている様子だの、母の心配し

ている顔だのが時々眼に浮かんだ。そのたびに一種の心苦しさを (嘗:ﾅ)

めた私は、とうとう帰る決心をした。国から旅費を送らせる (手数:ﾃｶｽﾞ)

と時間を省くため、私は (暇乞:ｲﾄﾏｺﾞ)いかたがた先生の所へ行って、 

(要:ｲ)るだけの金を一時立て替えてもらう事にした。 

 先生は少し (風邪:ｶｾﾞ)の気味で、座敷へ出るのが (臆劫:ｵｯｸｳ)だとい

って、私をその書斎に通した。
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書斎の (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)から冬に (入:ｲ)って (稀:ﾏﾚ)に見るような懐か

しい (和:ﾔﾜ)らかな日光が (机掛:ﾂｸｴｶ)けの上に (射:ｻ)していた。先生は

この日あたりの (好:ｲ)い (室:ﾍﾔ)の中へ大きな火鉢を置いて、 (五徳:ｺﾞ

ﾄｸ)の上に懸けた (金盥:ｶﾅﾀﾞﾗｲ)から立ち (上:ｱｶﾞ)る (湯気:ﾕｹﾞ)で、 (呼

吸:ｲｷ)の苦しくなるのを防いでいた。 

「大病は (好:ｲ)いが、ちょっとした (風邪:ｶｾﾞ)などはかえって (厭:ｲﾔ)

なものですね」といった先生は、苦笑しながら私の顔を見た。 

 先生は病気という病気をした事のない人であった。先生の言葉を聞

いた私は笑いたくなった。 

「私は風邪ぐらいなら我慢しますが、それ以上の病気は (真平:ﾏｯﾋﾟﾗ)

です。先生だって同じ事でしょう。試みにやってご覧になるとよく (解:

ﾜｶ)ります」 

「そうかね。私は病気になるくらいなら、死病に (罹:ｶｶ)りたいと思っ

てる」 

 私は先生のいう事に格別注意を払わなかった。すぐ母の手紙の話を

して、金の無心を申し出た。 

「そりゃ困るでしょう。そのくらいなら今手元にあるはずだから持っ

て行きたまえ」 

 先生は奥さんを呼んで、必要の金額を私の前に並べさせてくれた。

それを奥の (茶箪笥:ﾁｬﾀﾞﾝｽ)か何かの (抽出:ﾋｷﾀﾞｼ)から出して来た奥さ

んは、白い半紙の上へ (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)に重ねて、「そりゃご心配ですね」と

いった。 

「 (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)も卒倒したんですか」と先生が聞いた。 

「手紙には何とも書いてありませんが。――そんなに何度も引ッ繰り

返るものですか」 

「ええ」 

 先生の奥さんの母親という人も私の父と同じ病気で亡くなったのだ

という事が始めて私に解った。 

「どうせむずかしいんでしょう」と私がいった。 

「そうさね。私が代られれば代ってあげても (好:ｲ)いが。―― (嘔気:ﾊ

ｷｹ)はあるんですか」 

「どうですか、何とも書いてないから、 (大方:ｵｵｶﾀ)ないんでしょう」 
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「吐気さえ来なければまだ大丈夫ですよ」と奥さんがいった。 

 私はその晩の汽車で東京を立った。 

 

二十二 

 

 父の病気は思ったほど悪くはなかった。それでも着いた時は、 (床:ﾄ

ｺ)の上に (胡坐:ｱｸﾞﾗ)をかいて、「みんなが心配するから、まあ我慢して

こう (凝:ｼﾞｯ)としている。なにもう起きても (好:ｲ)いのさ」といった。

しかしその (翌日:ﾖｸｼﾞﾂ)からは母が止めるのも聞かずに、とうとう床を

上げさせてしまった。母は (不承無性:ﾌｼｮｳﾌﾞｼｮｳ)に (太織:ﾌﾄｵ)りの (蒲

団:ﾌﾄﾝ)を畳みながら「お父さんはお前が帰って来たので、急に気が強

くおなりなんだよ」といった。 (私:ﾜﾀｸｼ)には父の挙動がさして虚勢を

張っているようにも思えなかった。 

 私の兄はある職を帯びて遠い九州にいた。これは万一の事がある場

合でなければ、容易に (父母:ﾁﾁﾊﾊ)の顔を見る自由の (利:ｷ)かない男で

あった。妹は他国へ (嫁:ﾄﾂ)いだ。これも急場の間に合うように、おい

それと呼び寄せられる女ではなかった。 (兄妹:ｷｮｳﾀﾞｲ)三人のうちで、

一番便利なのはやはり書生をしている私だけであった。その私が母の

いい付け通り学校の課業を (放:ﾎｳ)り出して、休み前に帰って来たとい

う事が、父には大きな満足であった。 

「これしきの病気に学校を休ませては気の毒だ。お母さんがあまり (仰

山:ｷﾞｮｳｻﾝ)な手紙を書くものだからいけない」 

 父は口ではこういった。こういったばかりでなく、今まで敷いてい

た (床:ﾄｺ)を上げさせて、いつものような元気を示した。 

「あんまり軽はずみをしてまた (逆回:ﾌﾞﾘｶｴ)すといけませんよ」 

 私のこの注意を父は愉快そうにしかし (極:ｷﾜ)めて軽く受けた。 

「なに大丈夫、これでいつものように (要心:ﾖｳｼﾞﾝ)さえしていれば」 

 実際父は大丈夫らしかった。
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家の中を自由に往来して、息も切れなければ、 (眩暈:ﾒﾏｲ)も感じなかっ

た。ただ顔色だけは普通の人よりも大変悪かったが、これはまた今始

まった症状でもないので、私たちは格別それを気に留めなかった。 

 私は先生に手紙を書いて (恩借:ｵﾝｼｬｸ)の礼を述べた。正月上京する時

に持参するからそれまで待ってくれるようにと断わった。そうして父

の病状の思ったほど険悪でない事、この分なら当分安心な事、眩暈も 

(嘔気:ﾊｷｹ)も皆無な事などを書き連ねた。最後に先生の (風邪:ﾌｳｼﾞｬ)に

ついても (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)の見舞を (附:ﾂ)け加えた。私は先生の風邪を実際

軽く見ていたので。 

 私はその手紙を出す時に決して先生の返事を予期していなかった。

出した後で父や母と先生の (噂:ｳﾜｻ)などをしながら、 (遥:ﾊﾙ)かに先生

の書斎を想像した。 

「こんど東京へ行くときには (椎茸:ｼｲﾀｹ)でも持って行ってお上げ」 

「ええ、しかし先生が干した椎茸なぞを食うかしら」 

「 (旨:ｳﾏ)くはないが、別に (嫌:ｷﾗ)いな人もないだろう」 

 私には椎茸と先生を結び付けて考えるのが変であった。 

 先生の返事が来た時、私はちょっと驚かされた。ことにその内容が

特別の用件を含んでいなかった時、驚かされた。先生はただ親切ずく

で、返事を書いてくれたんだと私は思った。そう思うと、その簡単な

一本の手紙が私には大層な喜びになった。もっともこれは私が先生か

ら受け取った第一の手紙には相違なかったが。 

 第一というと私と先生の間に書信の往復がたびたびあったように思

われるが、事実は決してそうでない事をちょっと断わっておきたい。

私は先生の生前にたった二通の手紙しか (貰:ﾓﾗ)っていない。その一通

は今いうこの簡単な返書で、あとの一通は先生の死ぬ前とくに私(宛:ｱﾃ)

で書いた大変長いものである。 
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 父は病気の性質として、運動を慎まなければならないので、床を上

げてからも、ほとんど (戸外:ｿﾄ)へは出なかった。一度天気のごく穏や

かな日の午後庭へ下りた事があるが、その時は万一を (気遣:ｷﾂﾞｶ)って、

私が引き添うように (傍:ｿﾊﾞ)に付いていた。私が心配して自分の肩へ手

を掛けさせようとしても、父は笑って応じなかった。 

 

二十三 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は退屈な父の相手としてよく (将碁盤:ｼｮｳｷﾞﾊﾞﾝ)に向かっ

た。二人とも無精な (性質:ﾀﾁ)なので、 (炬燵:ｺﾀﾂ)にあたったまま、盤

を (櫓:ﾔｸﾞﾗ)の上へ (載:ﾉ)せて、 (駒:ｺﾏ)を動かすたびに、わざわざ手を 

(掛蒲団:ｶｹﾌﾞﾄﾝ)の下から出すような事をした。時々 (持駒:ﾓﾁｺﾞﾏ)を (失:

ﾅ)くして、次の勝負の来るまで双方とも知らずにいたりした。それを母

が灰の中から (見付:ﾐﾂ)け出して、 (火箸:ﾋﾊﾞｼ)で (挟:ﾊｻ)み上げるとい

う (滑稽:ｺｯｹｲ)もあった。 

「 (碁:ｺﾞ)だと盤が高過ぎる上に、足が着いているから、炬燵の上では

打てないが、そこへ来ると将碁盤は (好:ｲ)いね、こうして楽に差せるか

ら。無精者には持って来いだ。もう一番やろう」 

 父は勝った時は必ずもう一番やろうといった。そのくせ負けた時に

も、もう一番やろうといった。要するに、勝っても負けても、炬燵に

あたって、将碁を差したがる男であった。始めのうちは珍しいので、

この (隠居:ｲﾝｷｮ)じみた娯楽が私にも相当の興味を与えたが、少し時日

が (経:ﾀ)つに (伴:ﾂ)れて、若い私の気力はそのくらいな (刺戟:ｼｹﾞｷ)で

満足できなくなった。私は (金:ｷﾝ)や (香車:ｷｮｳｼｬ)を握った (拳:ｺﾌﾞｼ)

を頭の上へ伸ばして、時々思い切ったあくびをした。 

 私は東京の事を考えた。
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そうして (漲:ﾐﾅｷﾞ)る心臓の血潮の奥に、活動活動と打ちつづける (鼓

動:ｺﾄﾞｳ)を聞いた。不思議にもその鼓動の音が、ある微妙な意識状態か

ら、先生の力で強められているように感じた。 

 私は心のうちで、父と先生とを比較して見た。両方とも世間から見

れば、生きているか死んでいるか分らないほど (大人:ｵﾄﾅ)しい男であっ

た。 (他:ﾋﾄ)に認められるという点からいえばどっちも (零:ﾚｲ)であった。

それでいて、この将碁を差したがる父は、単なる娯楽の相手としても

私には物足りなかった。かつて遊興のために (往来:ﾕｷｷ)をした (覚:ｵﾎﾞ)

えのない先生は、歓楽の交際から出る親しみ以上に、いつか私の頭に

影響を与えていた。ただ頭というのはあまりに (冷:ﾋﾔ)やか過ぎるから、

私は胸といい直したい。肉のなかに先生の力が (喰:ｸ)い込んでいるとい

っても、血のなかに先生の命が流れているといっても、その時の私に

は少しも誇張でないように思われた。私は父が私の本当の父であり、

先生はまたいうまでもなく、あかの他人であるという明白な事実を、

ことさらに眼の前に並べてみて、始めて大きな真理でも発見したかの

ごとくに驚いた。 

 私がのつそつし出すと前後して、父や母の眼にも今まで珍しかった

私が段々 (陳腐:ﾁﾝﾌﾟ)になって来た。これは夏休みなどに国へ帰る誰で

もが一様に経験する心持だろうと思うが、当座の一週間ぐらいは下に

も置かないように、ちやほや (歓待:ﾓﾃﾅ)されるのに、その峠を (定規通:

ﾃｲｷﾄﾞｵ)り通り越すと、あとはそろそろ家族の熱が冷めて来て、しまい

には有っても無くっても構わないもののように粗末に取り扱われがち

になるものである。私も滞在中にその峠を通り越した。その上私は国

へ帰るたびに、父にも母にも (解:ﾜｶ)らない変なところを東京から持っ

て帰った。
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昔でいうと、 (儒者:ｼﾞｭｼｬ)の家へ (切支丹:ｷﾘｼﾀﾝ)の (臭:ﾆｵ)いを持ち込

むように、私の持って帰るものは父とも母とも調和しなかった。無論

私はそれを隠していた。けれども元々身に着いているものだから、出

すまいと思っても、いつかそれが父や母の眼に (留:ﾄ)まった。私はつい

面白くなくなった。早く東京へ帰りたくなった。 

 父の病気は幸い現状維持のままで、少しも悪い方へ進む模様は見え

なかった。念のためにわざわざ遠くから相当の医者を招いたりして、

慎重に診察してもらってもやはり私の知っている以外に異状は認めら

れなかった。私は冬休みの尽きる少し前に国を立つ事にした。立つと

いい出すと、人情は妙なもので、父も母も反対した。 

「もう帰るのかい、まだ早いじゃないか」と母がいった。 

「まだ四、五日いても間に合うんだろう」と父がいった。 

 私は自分の (極:ｷ)めた (出立:ｼｭｯﾀﾂ)の日を動かさなかった。 

 

二十四 

 

 東京へ帰ってみると、 (松飾:ﾏﾂｶｻﾞﾘ)はいつか取り払われていた。町

は寒い風の吹くに任せて、どこを見てもこれというほどの正月めいた

景気はなかった。 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は (早速:ｻｯｿｸ)先生のうちへ金を返しに行った。例の (椎茸:

ｼｲﾀｹ)もついでに持って行った。ただ出すのは少し変だから、母がこれ

を差し上げてくれといいましたとわざわざ断って奥さんの前へ置いた。

椎茸は新しい菓子折に入れてあった。 (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)に礼を述べた奥さん

は、次の (間:ﾏ)へ立つ時、その折を持って見て、軽いのに驚かされたの

か、「こりゃ何の (御菓子:ｵｶｼ)」と聞いた。奥さんは懇意になると、こ

んなところに (極:ｷﾜ)めて (淡泊:ﾀﾝﾊﾟｸ)な (小供:ｺﾄﾞﾓ)らしい心を見せ

た。 

 二人とも父の病気について、色々 (掛念:ｹﾈﾝ)の問いを繰り返してくれ

た中に、先生はこんな事をいった。 
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「なるほど (容体:ﾖｳﾀﾞｲ)を聞くと、今が今どうという事もないようです

が、病気が病気だからよほど気をつけないといけません」 

 先生は (腎臓:ｼﾞﾝｿﾞｳ)の (病:ﾔﾏｲ)について私の知らない事を多く知っ

ていた。 

「自分で病気に (罹:ｶｶ)っていながら、気が付かないで平気でいるのが

あの病の特色です。私の知ったある (士官:ｼｶﾝ)は、とうとうそれでやら

れたが、全く (嘘:ｳｿ)のような死に方をしたんですよ。何しろ (傍:ｿﾊﾞ)

に寝ていた (細君:ｻｲｸﾝ)が看病をする暇もなんにもないくらいなんです

からね。夜中にちょっと苦しいといって、細君を起したぎり、 (翌:ｱｸ)

る朝はもう死んでいたんです。しかも細君は夫が寝ているとばかり思

ってたんだっていうんだから」 

 今まで楽天的に傾いていた私は急に不安になった。 

「私の (父:ｵﾔｼﾞ)もそんなになるでしょうか。ならんともいえないです

ね」 

「医者は何というのです」 

「医者は (到底:ﾄﾃﾓ)治らないというんです。けれども当分のところ心配

はあるまいともいうんです」 

「それじゃ (好:ｲ)いでしょう。医者がそういうなら。私の今話したのは

気が付かずにいた人の事で、しかもそれがずいぶん乱暴な軍人なんだ

から」 

 私はやや安心した。私の変化を (凝:ｼﾞｯ)と見ていた先生は、それから

こう付け足した。 

「しかし人間は健康にしろ病気にしろ、どっちにしても (脆:ﾓﾛ)いもの

ですね。いつどんな事でどんな死にようをしないとも限らないから」 

「先生もそんな事を考えてお (出:ｲﾃﾞ)ですか」 

「いくら丈夫の私でも、 (満更:ﾏﾝｻﾞﾗ)考えない事もありません」 

 先生の口元には微笑の影が見えた。 

「よくころりと死ぬ人があるじゃありませんか。自然に。それからあ

っと思う (間:ﾏ)に死ぬ人もあるでしょう。不自然な暴力で」 

「不自然な暴力って何ですか」 

「何だかそれは私にも (解:ﾜｶ)らないが、自殺する人はみんな不自然な

暴力を使うんでしょう」 

「すると殺されるのも、やはり不自然な暴力のお (蔭:ｶｹﾞ)ですね」 
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「殺される方はちっとも考えていなかった。なるほどそういえばそう

だ」 

 その日はそれで帰った。帰ってからも父の病気はそれほど苦になら

なかった。先生のいった自然に死ぬとか、不自然の暴力で死ぬとかい

う言葉も、その場限りの浅い印象を与えただけで、 (後:ｱﾄ)は何らのこ

だわりを私の頭に残さなかった。私は今まで (幾度:ｲｸﾀﾋﾞ)か手を着けよ

うとしては手を引っ込めた卒業論文を、いよいよ本式に書き始めなけ

ればならないと思い出した。 

 

二十五 

 

 その年の六月に卒業するはずの (私:ﾜﾀｸｼ)は、ぜひともこの論文を 

(成規通:ｾｲｷﾄﾞｵ)り四月いっぱいに書き上げてしまわなければならなか

った。二、三、四と指を折って余る時日を勘定して見た時、私は少し

自分の度胸を (疑:ｳﾀｸﾞ)った。 (他:ﾎｶ)のものはよほど前から材料を (蒐:

ｱﾂ)めたり、ノートを (溜:ﾀ)めたりして、 (余所目:ﾖｿﾒ)にも (忙:ｲｿｶﾞ)し

そうに見えるのに、私だけはまだ何にも手を着けずにいた。私にはた

だ年が改まったら大いにやろうという決心だけがあった。私はその決

心でやり出した。そうして (忽:ﾀﾁﾏ)ち動けなくなった。今まで大きな問

題を (空:ｸｳ)に (描:ｴｶﾞ)いて、骨組みだけはほぼでき上っているくらい

に考えていた私は、頭を (抑:ｵｻ)えて悩み始めた。私はそれから論文の

問題を小さくした。そうして練り上げた思想を系統的に (纏:ﾏﾄ)める手

数を省くために、ただ書物の中にある材料を並べて、それに相当な結

論をちょっと付け加える事にした。 

 私の選択した問題は先生の専門と縁故の近いものであった。私がか

つてその選択について先生の意見を尋ねた時、先生は (好:ｲ)いでしょう

といった。 (狼狽:ﾛｳﾊﾞｲ)した気味の私は、 (早速:ｻｯｿｸ)先生の所へ出掛

けて、私の読まなければならない参考書を聞いた。
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先生は自分の知っている限りの知識を、快く私に与えてくれた上に、

必要の書物を、二、三冊貸そうといった。しかし先生はこの点につい

て (毫:ｺﾞｳ)も私を指導する任に当ろうとしなかった。 

「 (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)はあんまり書物を読まないから、新しい事は知りません

よ。学校の先生に聞いた方が好いでしょう」 

 先生は一時非常の読書家であったが、その (後:ｺﾞ)どういう訳か、前

ほどこの方面に興味が働かなくなったようだと、かつて奥さんから聞

いた事があるのを、私はその時ふと思い出した。私は論文をよそにし

て、そぞろに口を開いた。 

「先生はなぜ元のように書物に興味をもち得ないんですか」 

「なぜという訳もありませんが。……つまりいくら本を読んでもそれ

ほどえらくならないと思うせいでしょう。それから……」 

「それから、まだあるんですか」 

「まだあるというほどの理由でもないが、以前はね、人の前へ出たり、

人に聞かれたりして知らないと恥のようにきまりが悪かったものだが、

近頃は知らないという事が、それほどの恥でないように見え出したも

のだから、つい無理にも本を読んでみようという元気が出なくなった

のでしょう。まあ早くいえば老い込んだのです」 

 先生の言葉はむしろ平静であった。世間に背中を向けた人の (苦味:ｸ

ﾐ)を帯びていなかっただけに、私にはそれほどの (手応:ﾃｺﾞﾀ)えもなか

った。私は先生を老い込んだとも思わない代りに、偉いとも感心せず

に帰った。 

 それからの私はほとんど論文に (祟:ﾀﾀ)られた精神病者のように眼を

赤くして苦しんだ。私は一年(前:ｾﾞﾝ)に卒業した友達について、色々様

子を聞いてみたりした。そのうちの (一人:ｲﾁﾆﾝ)は (締切:ｼﾒｷﾘ)の日に車

で事務所へ (馳:ｶ)けつけて (漸:ﾖｳﾔ)く間に合わせたといった。
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他の一人は五時を十五分ほど (後:ｵｸ)らして持って行ったため、 (危:ｱﾔ

ｳ)く (跳:ﾊ)ね付けられようとしたところを、主任教授の好意でやっと受

理してもらったといった。私は不安を感ずると共に度胸を (据:ｽ)えた。

毎日机の前で精根のつづく限り働いた。でなければ、薄暗い書庫には

いって、高い本棚のあちらこちらを (見廻:ﾐﾏﾜ)した。私の眼は (好事家:

ｺｳｽﾞｶ)が (骨董:ｺｯﾄｳ)でも掘り出す時のように背表紙の金文字をあさっ

た。 

 梅が咲くにつけて寒い風は段々 (向:ﾑｷ)を南へ (更:ｶ)えて行った。そ

れが (一仕切:ﾋﾄｼｷﾘ) (経:ﾀ)つと、桜の (噂:ｳﾜｻ)がちらほら私の耳に聞こ

え出した。それでも私は馬車馬のように正面ばかり見て、論文に (鞭:ﾑ

ﾁ)うたれた。私はついに四月の下旬が来て、やっと予定通りのものを書

き上げるまで、先生の敷居を (跨:ﾏﾀ)がなかった。 

 

二十六 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)の自由になったのは、 (八重桜:ﾔｴｻﾞｸﾗ)の散った枝にいつし

か青い葉が (霞:ｶｽ)むように伸び始める初夏の季節であった。私は (籠:

ｶｺﾞ)を抜け出した小鳥の心をもって、広い天地を (一目:ﾋﾄﾒ)に見渡しな

がら、自由に (羽搏:ﾊﾊﾞﾀ)きをした。私はすぐ先生の (家:ｳﾁ)へ行った。 

(枳殻:ｶﾗﾀﾁ)の垣が黒ずんだ枝の上に、 (萌:ﾓｴ)るような芽を吹いていた

り、 (柘榴:ｻﾞｸﾛ)の枯れた幹から、つやつやしい茶褐色の葉が、柔らか

そうに日光を映していたりするのが、道々私の眼を引き付けた。私は

生れて初めてそんなものを見るような珍しさを覚えた。 

 先生は (嬉:ｳﾚ)しそうな私の顔を見て、「もう論文は片付いたんですか、

結構ですね」といった。私は「お (蔭:ｶｹﾞ)でようやく済みました。もう

何にもする事はありません」といった。 
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 実際その時の私は、自分のなすべきすべての仕事がすでに (結了:ｹﾂﾘ

ｮｳ)して、これから先は威張って遊んでいても構わないような晴やかな

心持でいた。私は書き上げた自分の論文に対して充分の自信と満足を

もっていた。私は先生の前で、しきりにその内容を (喋々:ﾁｮｳﾁｮｳ)した。

先生はいつもの調子で、「なるほど」とか、「そうですか」とかいって

くれたが、それ以上の批評は少しも加えなかった。私は物足りないと

いうよりも、 (聊:ｲｻｻ)か拍子抜けの気味であった。それでもその日私の

気力は、 (因循:ｲﾝｼﾞｭﾝ)らしく見える先生の態度に逆襲を試みるほどに 

(生々:ｲｷｲｷ)していた。私は青く (蘇生:ﾖﾐｶﾞｴ)ろうとする大きな自然の中

に、先生を誘い出そうとした。 

「先生どこかへ散歩しましょう。外へ出ると大変(好:ｲ)い心持です」 

「どこへ」 

 私はどこでも構わなかった。ただ先生を (伴:ﾂ)れて郊外へ出たかった。 

 一時間の (後:ﾉﾁ)、先生と私は目的どおり市を離れて、村とも町とも

区別の付かない静かな所を (宛:ｱﾃ)もなく歩いた。私はかなめの垣から

若い柔らかい葉を 《も》ぎ取って (芝笛:ｼﾊﾞﾌﾞｴ)を鳴らした。ある (鹿

児島人:ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾝ)を友達にもって、その人の (真似:ﾏﾈ)をしつつ自然に習

い覚えた私は、この芝笛というものを鳴らす事が上手であった。私が

得意にそれを吹きつづけると、先生は知らん顔をしてよそを向いて歩

いた。 

 やがて若葉に (鎖:ﾄ)ざされたように (蓊欝:ｺﾝﾓﾘ)した小高い (一構:ﾋﾄ

ｶﾏ)えの下に細い (路:ﾐﾁ)が (開:ﾋﾗ)けた。門の柱に打ち付けた標札に

何々園とあるので、その個人の邸宅でない事がすぐ知れた。先生はだ

らだら (上:ﾉﾎﾞ)りになっている入口を (眺:ﾅｶﾞ)めて、「はいってみよう

か」といった。私はすぐ「植木屋ですね」と答えた。 
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  (植込:ｳｴｺﾐ)の中を (一:ﾋﾄ)うねりして奥へ (上:ﾉﾎﾞ)ると左側に (家:ｳ

ﾁ)があった。明け放った (障子:ｼｮｳｼﾞ)の内はがらんとして人の影も見え

なかった。ただ (軒先:ﾉｷｻｷ)に据えた大きな鉢の中に飼ってある金魚が

動いていた。 

「静かだね。断わらずにはいっても構わないだろうか」 

「構わないでしょう」 

 二人はまた奥の方へ進んだ。しかしそこにも人影は見えなかった。 

(躑躅:ﾂﾂｼﾞ)が燃えるように咲き乱れていた。先生はそのうちで (樺色:ｶ

ﾊﾞｲﾛ)の (丈:ﾀｹ)の高いのを指して、「これは (霧島:ｷﾘｼﾏ)でしょう」とい

った。 

  (芍薬:ｼｬｸﾔｸ)も (十坪:ﾄﾂﾎﾞ)あまり一面に植え付けられていたが、ま

だ季節が来ないので花を着けているのは一本もなかった。この芍薬(畠:

ﾊﾞﾀｹ)の (傍:ｿﾊﾞ)にある古びた縁台のようなものの上に先生は大の字な

りに寝た。私はその余った (端:ﾊｼﾞ)の方に腰をおろして (烟草:ﾀﾊﾞｺ)を

吹かした。先生は (蒼:ｱｵ)い (透:ｽ)き (徹:ﾄｵ)るような空を見ていた。私

は私を包む若葉の色に心を奪われていた。その若葉の色をよくよく 

(眺:ﾅｶﾞ)めると、一々違っていた。同じ (楓:ｶｴﾃﾞ)の (樹:ｷ)でも同じ色を

枝に着けているものは一つもなかった。細い杉苗の (頂:ｲﾀﾀﾞｷ)に投げ 

(被:ｶﾌﾞ)せてあった先生の帽子が風に吹かれて落ちた。 

 

二十七 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)はすぐその帽子を取り上げた。 (所々:ﾄｺﾛﾄﾞｺﾛ)に着いてい

る赤土を (爪:ﾂﾒ)で (弾:ﾊｼﾞ)きながら先生を呼んだ。 

「先生帽子が落ちました」 

「ありがとう」 

  (身体:ｶﾗﾀﾞ)を半分起してそれを受け取った先生は、起きるとも寝る

とも片付かないその姿勢のままで、変な事を私に聞いた。 

「突然だが、君の (家:ｳﾁ)には財産がよっぽどあるんですか」 

「あるというほどありゃしません」 

「まあどのくらいあるのかね。失礼のようだが」 
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「どのくらいって、山と (田地:ﾃﾞﾝﾁﾞ)が少しあるぎりで、金なんかまる

でないんでしょう」 

 先生が私の (家:ｲｴ)の経済について、問いらしい問いを掛けたのはこ

れが始めてであった。私の方はまだ先生の暮し向きに関して、何も聞

いた事がなかった。先生と知り合いになった始め、私は先生がどうし

て遊んでいられるかを (疑:ｳﾀｸﾞ)った。その後もこの疑いは絶えず私の

胸を去らなかった。しかし私はそんな (露骨:ｱﾗﾜ)な問題を先生の前に持

ち出すのをぶしつけとばかり思っていつでも控えていた。若葉の色で

疲れた眼を休ませていた私の心は、偶然またその疑いに触れた。 

「先生はどうなんです。どのくらいの財産をもっていらっしゃるんで

すか」 

「私は財産家と見えますか」 

 先生は平生からむしろ質素な (服装:ﾅﾘ)をしていた。それに (家内:ｶﾅ

ｲ)は (小人数:ｺﾆﾝｽﾞ)であった。したがって住宅も決して広くはなかった。

けれどもその生活の物質的に豊かな事は、内輪にはいり込まない私の

眼にさえ明らかであった。要するに先生の暮しは (贅沢:ｾﾞｲﾀｸ)といえな

いまでも、あたじけなく切り詰めた無弾力性のものではなかった。 

「そうでしょう」と私がいった。 

「そりゃそのくらいの金はあるさ、けれども決して財産家じゃありま

せん。財産家ならもっと大きな (家:ｳﾁ)でも造るさ」 

 この時先生は起き上って、縁台の上に (胡坐:ｱｸﾞﾗ)をかいていたが、

こういい終ると、竹の (杖:ﾂｴ)の先で地面の上へ円のようなものを (描:

ｶ)き始めた。それが済むと、今度はステッキを突き刺すように (真直:ﾏ

ｯｽｸﾞ)に立てた。 

「これでも元は財産家なんだがなあ」 

 先生の言葉は半分(独:ﾋﾄ)り (言:ｺﾞﾄ)のようであった。それですぐ (後:

ｱﾄ)に (尾:ﾂ)いて行き損なった私は、つい黙っていた。 

「これでも元は財産家なんですよ、君」といい直した先生は、次に私

の顔を見て微笑した。私はそれでも何とも答えなかった。むしろ不調

法で答えられなかったのである。
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すると先生がまた問題を (他:ﾖｿ)へ移した。 

「あなたのお父さんの病気はその後どうなりました」 

 私は父の病気について正月以後何にも知らなかった。月々国から送

ってくれる (為替:ｶﾜｾ)と共に来る簡単な手紙は、例の通り父の (手蹟:ｼ

ｭｾｷ)であったが、病気の訴えはそのうちにほとんど見当らなかった。そ

の上書体も確かであった。この種の病人に見る (顫:ﾌﾙ)えが少しも筆の 

(運:ﾊｺ)びを乱していなかった。 

「何ともいって来ませんが、もう (好:ｲ)いんでしょう」 

「 (好:ﾖ)ければ結構だが、――病症が病症なんだからね」 

「やっぱり駄目ですかね。でも当分は持ち合ってるんでしょう。何と

もいって来ませんよ」 

「そうですか」 

 私は先生が私のうちの財産を聞いたり、私の父の病気を尋ねたりす

るのを、普通の談話――胸に浮かんだままをその通り口にする、普通

の談話と思って聞いていた。ところが先生の言葉の底には両方を結び

付ける大きな意味があった。先生自身の経験を持たない私は無論そこ

に気が付くはずがなかった。 

 

二十八 

 

「君のうちに財産があるなら、今のうちによく始末をつけてもらって

おかないといけないと思うがね、余計なお世話だけれども。君のお父

さんが達者なうちに、 (貰:ﾓﾗ)うものはちゃんと貰っておくようにした

らどうですか。万一の事があったあとで、一番面倒の起るのは財産の

問題だから」 

「ええ」 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は先生の言葉に大した注意を払わなかった。私の家庭でそ

んな心配をしているものは、私に限らず、父にしろ母にしろ、一人も

ないと私は信じていた。その上先生のいう事の、先生として、あまり

に実際的なのに私は少し驚かされた。しかしそこは年長者に対する平

生の敬意が私を無口にした。 

「あなたのお父さんが亡くなられるのを、今から予想してかかるよう

な (言葉遣:ｺﾄﾊﾞﾂﾞｶ)いをするのが気に (触:ｻﾜ)ったら許してくれたまえ。

しかし人間は死ぬものだからね。
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どんなに達者なものでも、いつ死ぬか分らないものだからね」 

 先生の (口気:ｺｳｷ)は珍しく苦々しかった。 

「そんな事をちっとも気に掛けちゃいません」と私は弁解した。 

「君の (兄弟:ｷｮｳﾀﾞｲ)は何人でしたかね」と先生が聞いた。 

 先生はその上に私の家族の (人数:ﾆﾝｽﾞ)を聞いたり、親類の有無を尋

ねたり、 (叔父:ｵｼﾞ)や (叔母:ｵﾊﾞ)の様子を問いなどした。そうして最後

にこういった。 

「みんな (善:ｲ)い人ですか」 

「別に悪い人間というほどのものもいないようです。大抵(田舎者:ｲﾅｶﾓ

ﾉ)ですから」 

「田舎者はなぜ悪くないんですか」 

 私はこの (追窮:ﾂｲｷｭｳ)に苦しんだ。しかし先生は私に返事を考えさせ

る余裕さえ与えなかった。 

「田舎者は都会のものより、かえって悪いくらいなものです。それか

ら、君は今、君の (親戚:ｼﾝｾｷ)なぞの (中:ｳﾁ)に、これといって、悪い人

間はいないようだといいましたね。しかし悪い人間という一種の人間

が世の中にあると君は思っているんですか。そんな (鋳型:ｲｶﾀ)に入れた

ような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平生はみんな善人な

んです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという

間際に、急に悪人に変るんだから恐ろしいのです。だから油断ができ

ないんです」 

 先生のいう事は、ここで切れる様子もなかった。私はまたここで何

かいおうとした。すると (後:ｳｼ)ろの方で犬が急に (吠:ﾎ)え出した。先

生も私も驚いて後ろを振り返った。 

 縁台の横から後部へ掛けて植え付けてある杉苗の (傍:ｿﾊﾞ)に、 (熊笹:

ｸﾏｻﾞｻ)が (三坪:ﾐﾂﾎﾞ)ほど地を隠すように茂って生えていた。犬はその

顔と背を熊笹の上に現わして、盛んに吠え立てた。そこへ (十:ﾄｵ)ぐら

いの (小供:ｺﾄﾞﾓ)が (馳:ｶ)けて来て犬を (叱:ｼｶ)り付けた。小供は (徽章:

ｷｼｮｳ)の着いた黒い帽子を (被:ｶﾌﾞ)ったまま先生の前へ (廻:ﾏﾜ)って礼

をした。 
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「叔父さん、はいって来る時、 (家:ｳﾁ)に (誰:ﾀﾞﾚ)もいなかったかい」

と聞いた。 

「誰もいなかったよ」 

「姉さんやおっかさんが勝手の方にいたのに」 

「そうか、いたのかい」 

「ああ。叔父さん、 (今日:ｺﾝﾁ)はって、断ってはいって来ると (好:ﾖ)

かったのに」 

 先生は苦笑した。 (懐中:ﾌﾄｺﾛ)から (蟇口:ｶﾞﾏｸﾞﾁ)を出して、五銭の 

(白銅:ﾊｸﾄﾞｳ)を小供の手に握らせた。 

「おっかさんにそういっとくれ。少しここで休まして下さいって」 

 小供は (怜悧:ﾘｺｳ)そうな眼に (笑:ﾜﾗ)いを (漲:ﾐﾅｷﾞ)らして、 (首肯:ｳ

ﾅｽﾞ)いて見せた。 

「今(斥候長:ｾｯｺｳﾁｮｳ)になってるところなんだよ」 

 小供はこう断って、 (躑躅:ﾂﾂｼﾞ)の間を下の方へ駈け下りて行った。

犬も (尻尾:ｼｯﾎﾟ)を高く巻いて小供の後を追い掛けた。しばらくすると

同じくらいの年格好の小供が二、三人、これも斥候長の下りて行った

方へ駈けていった。 

 

二十九 

 

 先生の談話は、この犬と小供のために、結末まで進行する事ができ

なくなったので、私はついにその要領を得ないでしまった。先生の気

にする財産(云々:ｳﾝﾇﾝ)の (掛念:ｹﾈﾝ)はその時の (私:ﾜﾀｸｼ)には全くなか

った。私の性質として、また私の境遇からいって、その時の私には、

そんな利害の念に頭を悩ます余地がなかったのである。考えるとこれ

は私がまだ世間に出ないためでもあり、また実際その場に臨まないた

めでもあったろうが、とにかく若い私にはなぜか金の問題が遠くの方

に見えた。 

 先生の話のうちでただ一つ底まで聞きたかったのは、人間がいざと

いう間際に、誰でも悪人になるという言葉の意味であった。単なる言

葉としては、これだけでも私に (解:ﾜｶ)らない事はなかった。しかし私

はこの句についてもっと知りたかった。 

 犬と (小供:ｺﾄﾞﾓ)が去ったあと、広い若葉の園は再び (故:ﾓﾄ)の静かさ

に帰った。
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そうして我々は沈黙に (鎖:ﾄ)ざされた人のようにしばらく動かずにい

た。うるわしい空の色がその時次第に光を失って来た。眼の前にある 

(樹:ｷ)は大概(楓:ｶｴﾃﾞ)であったが、その枝に (滴:ｼﾀﾀ)るように吹いた軽

い緑の若葉が、段々暗くなって行くように思われた。遠い往来を荷車

を引いて行く響きがごろごろと聞こえた。私はそれを村の男が植木か

何かを載せて (縁日:ｴﾝﾆﾁ)へでも出掛けるものと想像した。先生はその

音を聞くと、急に (瞑想:ﾒｲｿｳ)から (呼息:ｲｷ)を吹き返した人のように立

ち上がった。 

「もう、そろそろ帰りましょう。 (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)日が永くなったようだが、

やっぱりこう安閑としているうちには、いつの間にか暮れて行くんだ

ね」 

 先生の背中には、さっき縁台の上に (仰向:ｱｵﾑ)きに寝た (痕:ｱﾄ)がい

っぱい着いていた。私は両手でそれを払い落した。 

「ありがとう。 (脂:ﾔﾆ)がこびり着いてやしませんか」 

「 (綺麗:ｷﾚｲ)に落ちました」 

「この羽織はつい (此間:ｺﾅｲﾀﾞ) (拵:ｺｼﾗ)えたばかりなんだよ。だからむ

やみに汚して帰ると、 (妻:ｻｲ)に (叱:ｼｶ)られるからね。有難う」 

 二人はまただらだら (坂:ｻﾞｶ)の中途にある (家:ｳﾁ)の前へ来た。はい

る時には誰もいる (気色:ｹｼｷ)の見えなかった (縁:ｴﾝ)に、お (上:ｶﾐ)さん

が、十五、六の娘を相手に、糸巻へ糸を巻きつけていた。二人は大き

な金魚鉢の横から、「どうもお (邪魔:ｼﾞｬﾏ)をしました」と (挨拶:ｱｲｻﾂ)

した。お上さんは「いいえお (構:ｶﾏ)い申しも致しませんで」と礼を返

した (後:ｱﾄ)、 (先刻:ｻｯｷ)小供にやった (白銅:ﾊｸﾄﾞｳ)の礼を述べた。 

  (門口:ｶﾄﾞｸﾞﾁ)を出て二、三(町:ﾁｮｳ)来た時、私はついに先生に向かっ

て口を切った。 
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「さきほど先生のいわれた、人間は (誰:ﾀﾞﾚ)でもいざという間際に悪人

になるんだという意味ですね。あれはどういう意味ですか」 

「意味といって、深い意味もありません。――つまり事実なんですよ。

理屈じゃないんだ」 

「事実で (差支:ｻｼﾂｶ)えありませんが、私の伺いたいのは、いざという

間際という意味なんです。一体どんな場合を指すのですか」 

 先生は笑い出した。あたかも (時機:ｼﾞｷ)の過ぎた今、もう熱心に説明

する張合いがないといった (風:ﾌｳ)に。 

「 (金:ｶﾈ)さ君。金を見ると、どんな (君子:ｸﾝｼ)でもすぐ悪人になるの

さ」 

 私には先生の返事があまりに平凡過ぎて (詰:ﾂﾏ)らなかった。先生が

調子に乗らないごとく、私も拍子抜けの気味であった。私は澄まして

さっさと歩き出した。いきおい先生は少し (後:ｵｸ)れがちになった。先

生はあとから「おいおい」と声を掛けた。 

「そら見たまえ」 

「何をですか」 

「君の気分だって、私の返事一つですぐ変るじゃないか」 

 待ち合わせるために振り向いて (立:ﾀ)ち (留:ﾄﾞ)まった私の顔を見て、

先生はこういった。 

 

三十 

 

 その時の (私:ﾜﾀｸｼ)は腹の中で先生を憎らしく思った。肩を並べて歩

き出してからも、自分の聞きたい事をわざと聞かずにいた。しかし先

生の方では、それに気が付いていたのか、いないのか、まるで私の態

度に (拘泥:ｺﾀﾞﾜ)る様子を見せなかった。いつもの通り沈黙がちに落ち

付き払った歩調をすまして運んで行くので、私は少し (業腹:ｺﾞｳﾊﾗ)にな

った。何とかいって一つ先生をやっ付けてみたくなって来た。 

「先生」 

「何ですか」 

「先生はさっき少し (昂奮:ｺｳﾌﾝ)なさいましたね。あの植木屋の庭で休

んでいる時に。私は先生の昂奮したのを (滅多:ﾒｯﾀ)に見た事がないんで

すが、今日は珍しいところを拝見したような気がします」 

 先生はすぐ返事をしなかった。私はそれを (手応:ﾃｺﾞﾀ)えのあったよ

うにも思った。また (的:ﾏﾄ)が (外:ﾊｽﾞ)れたようにも感じた。
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仕方がないから (後:ｱﾄ)はいわない事にした。すると先生がいきなり道

の (端:ﾊｼﾞ)へ寄って行った。そうして (綺麗:ｷﾚｲ)に刈り込んだ (生垣:ｲ

ｹｶﾞｷ)の下で、 (裾:ｽｿ)をまくって小便をした。私は先生が用を足す間ぼ

んやりそこに立っていた。 

「やあ失敬」 

 先生はこういってまた歩き出した。私はとうとう先生をやり込める

事を断念した。私たちの通る道は段々 (賑:ﾆｷﾞ)やかになった。今までち

らほらと見えた広い (畠:ﾊﾀｹ)の斜面や (平地:ﾋﾗﾁ)が、全く眼に (入:ｲ)

らないように左右の (家並:ｲｴﾅﾐ)が (揃:ｿﾛ)ってきた。それでも (所々:ﾄ

ｺﾛﾄﾞｺﾛ)宅地の隅などに、 (豌豆:ｴﾝﾄﾞｳ)の (蔓:ﾂﾙ)を竹にからませたり、 

(金網:ｶﾅｱﾐ)で (鶏:ﾆﾜﾄﾘ)を囲い飼いにしたりするのが閑静に (眺:ﾅｶﾞ)め

られた。市中から帰る (駄馬:ﾀﾞﾊﾞ)が仕切りなく (擦:ｽ)れ違って行った。

こんなものに始終気を (奪:ﾄ)られがちな私は、さっきまで胸の中にあっ

た問題をどこかへ振り落してしまった。先生が突然そこへ (後戻:ｱﾄﾓﾄﾞ)

りをした時、私は実際それを忘れていた。 

「私は (先刻:ｻｯｷ)そんなに昂奮したように見えたんですか」 

「そんなにというほどでもありませんが、少し……」 

「いや見えても構わない。実際(昂奮:ｺｳﾌﾝ)するんだから。私は財産の事

をいうときっと昂奮するんです。君にはどう見えるか知らないが、私

はこれで大変執念深い男なんだから。人から受けた屈辱や損害は、十

年たっても二十年たっても忘れやしないんだから」 

 先生の言葉は元よりもなお昂奮していた。しかし私の驚いたのは、

決してその調子ではなかった。むしろ先生の言葉が私の耳に訴える意

味そのものであった。先生の口からこんな自白を聞くのは、いかな私

にも全くの意外に相違なかった。
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私は先生の性質の特色として、こんな (執着力:ｼｭｳｼﾞｬｸﾘｮｸ)をいまだか

つて想像した事さえなかった。私は先生をもっと弱い人と信じていた。

そうしてその弱くて高い (処:ﾄｺﾛ)に、私の懐かしみの根を置いていた。

一時の気分で先生にちょっと (盾:ﾀﾃ)を突いてみようとした私は、この

言葉の前に小さくなった。先生はこういった。 

「私は (他:ﾋﾄ)に (欺:ｱｻﾞﾑ)かれたのです。しかも血のつづいた (親戚:ｼ

ﾝｾｷ)のものから欺かれたのです。私は決してそれを忘れないのです。私

の父の前には善人であったらしい彼らは、父の死ぬや (否:ｲﾅ)や許しが

たい不徳義漢に変ったのです。私は彼らから受けた屈辱と損害を (小

供:ｺﾄﾞﾓ)の時から (今日:ｷｮｳ)まで (背負:ｼｮ)わされている。恐らく死ぬま

で背負わされ通しでしょう。私は死ぬまでそれを忘れる事ができない

んだから。しかし私はまだ (復讐:ﾌｸｼｭｳ)をしずにいる。考えると私は個

人に対する復讐以上の事を現にやっているんだ。私は彼らを憎むばか

りじゃない、彼らが代表している人間というものを、一般に憎む事を

覚えたのだ。私はそれで沢山だと思う」 

 私は (慰藉:ｲｼｬ)の言葉さえ口へ出せなかった。 

 

三十一 

 

 その日の談話もついにこれぎりで発展せずにしまった。 (私:ﾜﾀｸｼ)は

むしろ先生の態度に (畏縮:ｲｼｭｸ)して、先へ進む気が起らなかったので

ある。 

 二人は市の (外:ﾊｽﾞ)れから電車に乗ったが、車内ではほとんど口を聞

かなかった。電車を降りると間もなく別れなければならなかった。別

れる時の先生は、また変っていた。常よりは晴やかな調子で、「これか

ら六月までは一番気楽な時ですね。ことによると生涯で一番気楽かも

知れない。精出して遊びたまえ」といった。私は笑って帽子を (脱:ﾄ)

った。その時私は先生の顔を見て、先生ははたして心のどこで、一般

の人間を憎んでいるのだろうかと (疑:ｳﾀｸﾞ)った。
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その眼、その口、どこにも (厭世的:ｴﾝｾｲﾃｷ)の影は (射:ｻ)していなかっ

た。 

 私は思想上の問題について、大いなる利益を先生から受けた事を自

白する。しかし同じ問題について、利益を受けようとしても、受けら

れない事が (間々:ﾏﾏ)あったといわなければならない。先生の談話は時

として (不得要領:ﾌﾄｸﾖｳﾘｮｳ)に終った。その日二人の間に起った郊外の

談話も、この不得要領の一例として私の胸の (裏:ｳﾁ)に残った。 

 無遠慮な私は、ある時ついにそれを先生の前に打ち明けた。先生は

笑っていた。私はこういった。 

「頭が鈍くて要領を得ないのは構いませんが、ちゃんと (解:ﾜｶ)ってる

くせに、はっきりいってくれないのは困ります」 

「私は何にも隠してやしません」 

「隠していらっしゃいます」 

「あなたは私の思想とか意見とかいうものと、私の過去とを、ごちゃ

ごちゃに考えているんじゃありませんか。私は貧弱な思想家ですけれ

ども、自分の頭で (纏:ﾏﾄ)め上げた考えをむやみに人に隠しやしません。

隠す必要がないんだから。けれども私の過去を (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)くあなたの前

に物語らなくてはならないとなると、それはまた別問題になります」 

「別問題とは思われません。先生の過去が生み出した思想だから、私

は重きを置くのです。二つのものを切り離したら、私にはほとんど価

値のないものになります。私は魂の吹き込まれていない人形を与えら

れただけで、満足はできないのです」 

 先生はあきれたといった (風:ﾌｳ)に、私の顔を見た。 (巻烟草:ﾏｷﾀﾊﾞｺ)

を持っていたその手が少し (顫:ﾌﾙ)えた。 

「あなたは大胆だ」 

「ただ (真面目:ﾏｼﾞﾒ)なんです。真面目に人生から教訓を受けたいので

す」 

「私の過去を (訐:ｱﾊﾞ)いてもですか」 

 訐くという言葉が、突然恐ろしい (響:ﾋﾋﾞ)きをもって、私の耳を打っ

た。私は今私の前に (坐:ｽﾜ)っているのが、一人の (罪人:ｻﾞｲﾆﾝ)であっ

て、不断から尊敬している先生でないような気がした。
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先生の顔は (蒼:ｱｵ)かった。 

「あなたは本当に真面目なんですか」と先生が念を押した。「私は過去

の (因果:ｲﾝｶﾞ)で、人を (疑:ｳﾀｸﾞ)りつけている。だから実はあなたも疑

っている。しかしどうもあなただけは疑りたくない。あなたは疑るに

はあまりに単純すぎるようだ。私は死ぬ前にたった一人で (好:ｲ)いから、 

(他:ﾋﾄ)を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人にな

れますか。なってくれますか。あなたははらの底から真面目ですか」 

「もし私の命が真面目なものなら、私の今いった事も真面目です」 

 私の声は顫えた。 

「よろしい」と先生がいった。「話しましょう。私の過去を残らず、あ

なたに話して上げましょう。その代り……。いやそれは構わない。し

かし私の過去はあなたに取ってそれほど有益でないかも知れませんよ。

聞かない方が (増:ﾏｼ)かも知れませんよ。それから、――今は話せない

んだから、そのつもりでいて下さい。適当の時機が来なくっちゃ話さ

ないんだから」 

 私は下宿へ帰ってからも一種の圧迫を感じた。 

 

三十二 

 

 私の論文は自分が評価していたほどに、教授の眼にはよく見えなか

ったらしい。それでも私は予定通り及第した。卒業式の日、私は (黴臭:

ｶﾋﾞｸｻ)くなった古い冬服を (行李:ｺｳﾘ)の中から出して着た。式場になら

ぶと、どれもこれもみな暑そうな顔ばかりであった。私は風の通らな

い (厚羅紗:ｱﾂﾗｼｬ)の下に密封された自分の (身体:ｶﾗﾀﾞ)を持て余した。

しばらく立っているうちに手に持ったハンケチがぐしょぐしょになっ

た。 

 私は式が済むとすぐ帰って (裸体:ﾊﾀﾞｶ)になった。下宿の二階の窓を

あけて、 (遠眼鏡:ﾄｵﾒｶﾞﾈ)のようにぐるぐる巻いた卒業証書の穴から、

見えるだけの世の中を見渡した。それからその卒業証書を机の上に放

り出した。そうして大の字なりになって、 (室:ﾍﾔ)の真中に寝そべった。

私は寝ながら自分の過去を顧みた。また自分の未来を想像した。
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するとその間に立って一区切りを付けているこの卒業証書なるものが、

意味のあるような、また意味のないような変な紙に思われた。 

 私はその晩先生の家へ (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)に招かれて行った。これはもし

卒業したらその日の (晩餐:ﾊﾞﾝｻﾝ)はよそで (喰:ｸ)わずに、先生の食卓で

済ますという前からの約束であった。 

 食卓は約束通り座敷の (縁:ｴﾝ)近くに据えられてあった。模様の織り

出された厚い (糊:ﾉﾘ)の (硬:ｺﾜ)い (卓布:ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｰｽ)が美しくかつ清ら

かに電燈の光を (射返:ｲｶｴ)していた。先生のうちで (飯:ﾒｼ)を食うと、

きっとこの西洋料理店に見るような白いリンネルの上に、 (箸:ﾊｼ)や 

(茶碗:ﾁｬﾜﾝ)が置かれた。そうしてそれが必ず洗濯したての (真白:ﾏｯｼﾛ)

なものに限られていた。 

「カラやカフスと同じ事さ。汚れたのを用いるくらいなら、 (一層:ｲｯｿ) 

(始:ﾊｼﾞ)めから色の着いたものを使うが (好:ｲ)い。白ければ純白でなく

っちゃ」 

 こういわれてみると、なるほど先生は潔癖であった。書斎なども実

に (整然:ｷﾁﾘ)と片付いていた。 (無頓着:ﾑﾄﾝｼﾞｬｸ)な私には、先生のそう

いう特色が折々著しく眼に留まった。 

「先生は (癇性:ｶﾝｼｮｳ)ですね」とかつて奥さんに告げた時、奥さんは「で

も着物などは、それほど気にしないようですよ」と答えた事があった。

それを (傍:ｿﾊﾞ)に聞いていた先生は、「本当をいうと、私は精神的に癇

性なんです。それで始終苦しいんです。考えると実に (馬鹿馬鹿:ﾊﾞｶﾊﾞ

ｶ)しい (性分:ｼｮｳﾌﾞﾝ)だ」といって笑った。精神的に癇性という意味は、

俗にいう神経質という意味か、または倫理的に潔癖だという意味か、

私には (解:ﾜｶ)らなかった。奥さんにも (能:ﾖ)く通じないらしかった。 

 その晩私は先生と向い合せに、例の白い (卓布:ﾀｸﾌ)の前に (坐:ｽﾜ)っ

た。
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奥さんは二人を左右に置いて、 (独:ﾋﾄ)り庭の方を正面にして席を占め

た。 

「お目出とう」といって、先生が私のために (杯:ｻｶｽﾞｷ)を上げてくれた。

私はこの (盃:ｻｶｽﾞｷ)に対してそれほど (嬉:ｳﾚ)しい気を起さなかった。

無論私自身の心がこの言葉に反響するように、飛び立つ嬉しさをもっ

ていなかったのが、一つの (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)であった。けれども先生のいい

方も決して私の (嬉:ｳﾚ)しさを (唆:ｿｿ)る (浮々:ｳｷｳｷ)した調子を帯びて

いなかった。先生は笑って (杯:ｻｶｽﾞｷ)を上げた。私はその笑いのうちに、 

(些:ﾁｯ)とも意地の悪いアイロニーを認めなかった。同時に目出たいとい

う真情も (汲:ｸ)み取る事ができなかった。先生の笑いは、「世間はこん

な場合によくお目出とうといいたがるものですね」と私に物語ってい

た。 

 奥さんは私に「結構ね。さぞお (父:ﾄｳ)さんやお (母:ｶｱ)さんはお喜び

でしょう」といってくれた。私は突然病気の父の事を考えた。早くあ

の卒業証書を持って行って見せてやろうと思った。 

「先生の卒業証書はどうしました」と私が聞いた。 

「どうしたかね。――まだどこかにしまってあったかね」と先生が奥

さんに聞いた。 

「ええ、たしかしまってあるはずですが」 

 卒業証書の (在処:ｱﾘﾄﾞｺﾛ)は二人ともよく知らなかった。 

 

三十三 

 

  (飯:ﾒｼ)になった時、奥さんは (傍:ｿﾊﾞ)に (坐:ｽﾜ)っている (下女:ｹﾞｼﾞ

ｮ)を次へ立たせて、自分で (給仕:ｷｭｳｼﾞ)の役をつとめた。これが表立た

ない客に対する先生の家の (仕来:ｼｷﾀ)りらしかった。始めの一、二回は 

(私:ﾜﾀｸｼ)も窮屈を感じたが、度数の重なるにつけ、 (茶碗:ﾁｬﾜﾝ)を奥さ

んの前へ出すのが、何でもなくなった。 

「お茶？ ご (飯:ﾊﾝ)？ ずいぶんよく食べるのね」 

 奥さんの方でも思い切って遠慮のない事をいうことがあった。
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しかしその日は、時候が時候なので、そんなに (調戯:ｶﾗｶ)われるほど食

欲が進まなかった。 

「もうおしまい。あなた (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)大変(小食:ｼｮｳｼｮｸ)になったのね」 

「小食になったんじゃありません。暑いんで食われないんです」 

 奥さんは下女を呼んで食卓を片付けさせた後へ、改めてアイスクリ

ームと (水菓子:ﾐｽﾞｶﾞｼ)を運ばせた。 

「これは (宅:ｳﾁ)で (拵:ｺｼﾗ)えたのよ」 

 用のない奥さんには、手製のアイスクリームを客に (振舞:ﾌﾙﾏ)うだけ

の余裕があると見えた。私はそれを二杯(更:ｶ)えてもらった。 

「君もいよいよ卒業したが、これから何をする気ですか」と先生が聞

いた。先生は半分縁側の方へ席をずらして、 (敷居際:ｼｷｲｷﾞﾜ)で背中を 

(障子:ｼｮｳｼﾞ)に (靠:ﾓ)たせていた。 

 私にはただ卒業したという自覚があるだけで、これから何をしよう

という (目的:ｱﾃ)もなかった。返事にためらっている私を見た時、奥さ

んは「教師？」と聞いた。それにも答えずにいると、今度は、「じゃお 

(役人:ﾔｸﾆﾝ)？」とまた聞かれた。私も先生も笑い出した。 

「本当いうと、まだ何をする考えもないんです。実は職業というもの

について、全く考えた事がないくらいなんですから。だいちどれが (善:

ｲ)いか、どれが悪いか、自分がやって見た上でないと (解:ﾜｶ)らないん

だから、選択に困る訳だと思います」 

「それもそうね。けれどもあなたは (必竟:ﾋｯｷｮｳ)財産があるからそんな 

(呑気:ﾉﾝｷ)な事をいっていられるのよ。これが困る人でご覧なさい。な

かなかあなたのように落ち付いちゃいられないから」 

 私の友達には卒業しない前から、中学教師の口を探している人があ

った。私は腹の中で奥さんのいう事実を認めた。しかしこういった。 

「少し先生にかぶれたんでしょう」 

「 (碌:ﾛｸ)なかぶれ方をして下さらないのね」 

 先生は苦笑した。 
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「かぶれても構わないから、その代りこの間いった通り、お父さんの

生きてるうちに、相当の財産を分けてもらってお置きなさい。それで

ないと決して油断はならない」 

 私は先生といっしょに、郊外の植木屋の広い庭の奥で話した、あの 

(躑躅:ﾂﾂｼﾞ)の咲いている五月の初めを思い出した。あの時帰り (途:ﾐﾁ)

に、先生が (昂奮:ｺｳﾌﾝ)した語気で、私に物語った強い言葉を、再び耳

の底で繰り返した。それは強いばかりでなく、むしろ (凄:ｽｺﾞ)い言葉で

あった。けれども事実を知らない私には同時に徹底しない言葉でもあ

った。 

「奥さん、お (宅:ﾀｸ)の財産はよッぽどあるんですか」 

「何だってそんな事をお聞きになるの」 

「先生に聞いても教えて下さらないから」 

 奥さんは笑いながら先生の顔を見た。 

「教えて上げるほどないからでしょう」 

「でもどのくらいあったら先生のようにしていられるか、 (宅:ｳﾁ)へ帰

って一つ父に談判する時の参考にしますから聞かして下さい」 

 先生は庭の方を向いて、澄まして (烟草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かしていた。相手

は自然奥さんでなければならなかった。 

「どのくらいってほどありゃしませんわ。まあこうしてどうかこうか

暮してゆかれるだけよ、あなた。――そりゃどうでも (宜:ｲ)いとして、

あなたはこれから何か (為:ﾅ)さらなくっちゃ本当にいけませんよ。先生

のようにごろごろばかりしていちゃ……」 

「ごろごろばかりしていやしないさ」 

 先生はちょっと顔だけ向け直して、奥さんの言葉を否定した。 

 

三十四 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)はその夜十時過ぎに先生の家を辞した。二、三日うちに帰

国するはずになっていたので、座を立つ前に私はちょっと (暇乞:ｲﾄﾏｺﾞ)

いの言葉を述べた。 

「また当分お目にかかれませんから」 

「九月には出ていらっしゃるんでしょうね」 

 私はもう卒業したのだから、必ず九月に出て来る必要もなかった。

しかし暑い盛りの八月を東京まで来て送ろうとも考えていなかった。
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私には位置を求めるための貴重な時間というものがなかった。 

「まあ九月(頃:ｺﾞﾛ)になるでしょう」 

「じゃずいぶんご (機嫌:ｷｹﾞﾝ)よう。私たちもこの夏はことによるとど

こかへ行くかも知れないのよ。ずいぶん暑そうだから。行ったらまた 

(絵端書:ｴﾊｶﾞｷ)でも送って上げましょう」 

「どちらの見当です。もしいらっしゃるとすれば」 

 先生はこの問答をにやにや笑って聞いていた。 

「何まだ行くとも行かないとも (極:ｷ)めていやしないんです」 

 席を立とうとした時、先生は急に私をつらまえて、「時にお父さんの

病気はどうなんです」と聞いた。私は父の健康についてほとんど知る

ところがなかった。何ともいって来ない以上、悪くはないのだろうく

らいに考えていた。 

「そんなに (容易:ﾀﾔｽ)く考えられる病気じゃありませんよ。 (尿毒症:ﾆ

ｮｳﾄﾞｸｼｮｳ)が出ると、もう (駄目:ﾀﾞﾒ)なんだから」 

 尿毒症という言葉も意味も私には (解:ﾜｶ)らなかった。この前の冬休

みに国で医者と会見した時に、私はそんな術語をまるで聞かなかった。 

「本当に大事にしてお上げなさいよ」と奥さんもいった。「毒が脳へ 

(廻:ﾏﾜ)るようになると、もうそれっきりよ、あなた。笑い事じゃないわ」 

 無経験な私は気味を悪がりながらも、にやにやしていた。 

「どうせ助からない病気だそうですから、いくら心配したって仕方が

ありません」 

「そう思い切りよく考えれば、それまでですけれども」 

 奥さんは昔同じ病気で死んだという自分のお母さんの事でも (憶:ｵﾓ)

い出したのか、沈んだ調子でこういったなり下を向いた。私も父の運

命が本当に気の毒になった。 

 すると先生が突然奥さんの方を向いた。 

「 (静:ｼｽﾞ)、お前はおれより先へ死ぬだろうかね」 

「なぜ」 

「なぜでもない、ただ聞いてみるのさ。それとも (己:ｵﾚ)の方がお前よ

り前に片付くかな。
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大抵世間じゃ (旦那:ﾀﾞﾝﾅ)が先で、 (細君:ｻｲｸﾝ)が後へ残るのが当り前の

ようになってるね」 

「そう (極:ｷﾏ)った訳でもないわ。けれども男の (方:ﾎｳ)はどうしても、

そら年が上でしょう」 

「だから先へ死ぬという理屈なのかね。すると己もお前より先にあの

世へ行かなくっちゃならない事になるね」 

「あなたは特別よ」 

「そうかね」 

「だって丈夫なんですもの。ほとんど (煩:ﾜｽﾞﾗ)った (例:ﾀﾒｼ)がないじ

ゃありませんか。そりゃどうしたって私の方が先だわ」 

「先かな」 

「え、きっと先よ」 

 先生は私の顔を見た。私は笑った。 

「しかしもしおれの方が先へ行くとするね。そうしたらお前どうする」 

「どうするって……」 

 奥さんはそこで (口籠:ｸﾁｺﾞﾓ)った。先生の死に対する想像的な悲哀が、

ちょっと奥さんの胸を襲ったらしかった。けれども再び顔をあげた時

は、もう気分を (更:ｶ)えていた。 

「どうするって、仕方がないわ、ねえあなた。 (老少不定:ﾛｳｼｮｳﾌｼﾞｮｳ)

っていうくらいだから」 

 奥さんはことさらに私の方を見て (笑談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)らしくこういった。 

 

三十五 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)は立て掛けた腰をまたおろして、話の区切りの付くまで二

人の相手になっていた。 

「君はどう思います」と先生が聞いた。 

 先生が先へ死ぬか、奥さんが早く亡くなるか、 (固:ﾓﾄ)より私に判断

のつくべき問題ではなかった。私はただ笑っていた。 

「寿命は分りませんね。私にも」 

「こればかりは本当に寿命ですからね。生れた時にちゃんと (極:ｷﾏ)っ

た年数をもらって来るんだから仕方がないわ。先生のお (父:ﾄｳ)さんや

お母さんなんか、ほとんど (同:ｵﾝﾅ)じよ、あなた、亡くなったのが」 

「亡くなられた日がですか」 

「まさか日まで同じじゃないけれども。でもまあ同じよ。だって続い

て亡くなっちまったんですもの」 
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 この知識は私にとって新しいものであった。私は不思議に思った。 

「どうしてそう一度に死なれたんですか」 

 奥さんは私の問いに答えようとした。先生はそれを (遮:ｻｴｷﾞ)った。 

「そんな話はお (止:ﾖ)しよ。つまらないから」 

 先生は手に持った (団扇:ｳﾁﾜ)をわざとばたばたいわせた。そうしてま

た奥さんを顧みた。 

「 (静:ｼｽﾞ)、おれが死んだらこの (家:ｳﾁ)をお前にやろう」 

 奥さんは笑い出した。 

「ついでに地面も下さいよ」 

「地面は (他:ﾋﾄ)のものだから仕方がない。その代りおれの持ってるも

のは (皆:ﾐﾝ)なお前にやるよ」 

「どうも有難う。けれども横文字の本なんか (貰:ﾓﾗ)っても仕様がない

わね」 

「古本屋に売るさ」 

「売ればいくらぐらいになって」 

 先生はいくらともいわなかった。けれども先生の話は、容易に自分

の死という遠い問題を離れなかった。そうしてその死は必ず奥さんの

前に起るものと仮定されていた。奥さんも最初のうちは、わざとたわ

いのない受け答えをしているらしく見えた。それがいつの間にか、感

傷的な女の心を重苦しくした。 

「おれが死んだら、おれが死んだらって、まあ (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)おっしゃる

の。 (後生:ｺﾞｼｮｳ)だからもう (好:ｲ)い加減にして、おれが死んだらは 

(止:ﾖ)して (頂戴:ﾁｮｳﾀﾞｲ)。 (縁喜:ｴﾝｷﾞ)でもない。あなたが死んだら、

何でもあなたの思い通りにして上げるから、それで好いじゃありませ

んか」 

 先生は庭の方を向いて笑った。しかしそれぎり奥さんの (厭:ｲﾔ)がる

事をいわなくなった。私もあまり長くなるので、すぐ席を立った。先

生と奥さんは玄関まで送って出た。 

「ご病人をお (大事:ﾀﾞｲｼﾞ)に」と奥さんがいった。 

「また九月に」と先生がいった。 

 私は (挨拶:ｱｲｻﾂ)をして (格子:ｺｳｼ)の外へ足を踏み出した。玄関と門

の間にあるこんもりした (木犀:ﾓｸｾｲ)の (一株:ﾋﾄｶﾌﾞ)が、私の (行手:ﾕｸ

ﾃ)を (塞:ﾌｻ)ぐように、 (夜陰:ﾔｲﾝ)のうちに枝を張っていた。
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私は二、三歩動き出しながら、黒ずんだ葉に (被:ｵｵ)われているその (梢:

ｺｽﾞｴ)を見て、来たるべき秋の花と香を (想:ｵﾓ)い浮べた。私は先生の 

(宅:ｳﾁ)とこの木犀とを、以前から心のうちで、離す事のできないものの

ように、いっしょに記憶していた。私が偶然その (樹:ｷ)の前に立って、

再びこの宅の玄関を (跨:ﾏﾀ)ぐべき次の秋に思いを (馳:ﾊ)せた時、今ま

で格子の間から (射:ｻ)していた玄関の電燈がふっと消えた。先生夫婦は

それぎり奥へはいったらしかった。私は一人暗い表へ出た。 

 私はすぐ下宿へは戻らなかった。国へ帰る前に (調:ﾄﾄﾉ)える買物もあ

ったし、ご (馳走:ﾁｿｳ)を詰めた胃袋にくつろぎを与える必要もあったの

で、ただ (賑:ﾆｷﾞ)やかな町の方へ歩いて行った。町はまだ宵の口であっ

た。用事もなさそうな (男女:ﾅﾝﾆｮ)がぞろぞろ動く中に、私は今日私と

いっしょに卒業したなにがしに会った。彼は私を無理やりにある (酒

場:ﾊﾞｰ)へ連れ込んだ。私はそこで (麦酒:ﾋﾞｰﾙ)の泡のような彼の (気:ｷｴ

ﾝ)を聞かされた。私の下宿へ帰ったのは十二時過ぎであった。 

 

三十六 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)はその (翌日:ﾖｸｼﾞﾂ)も暑さを (冒:ｵｶ)して、頼まれものを買

い集めて歩いた。手紙で注文を受けた時は何でもないように考えてい

たのが、いざとなると大変(臆劫:ｵｯｸｳ)に感ぜられた。私は電車の中で汗

を (拭:ﾌ)きながら、 (他:ﾋﾄ)の時間と手数に気の毒という観念をまるで

もっていない (田舎者:ｲﾅｶﾓﾉ)を憎らしく思った。 

 私はこの (一夏:ﾋﾄﾅﾂ)を無為に過ごす気はなかった。国へ帰ってから

の日程というようなものをあらかじめ作っておいたので、それを (履

行:ﾘｺｳ)するに必要な書物も手に入れなければならなかった。
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私は半日を (丸善:ﾏﾙｾﾞﾝ)の二階で (潰:ﾂﾌﾞ)す覚悟でいた。私は自分に関

係の深い部門の書籍棚の前に立って、隅から隅まで一冊ずつ点検して

行った。 

 買物のうちで一番私を困らせたのは女の (半襟:ﾊﾝｴﾘ)であった。小僧

にいうと、いくらでも出してはくれるが、さてどれを選んでいいのか、

買う段になっては、ただ迷うだけであった。その上(価:ｱﾀｲ)が (極:ｷﾜ)

めて不定であった。安かろうと思って聞くと、非常に高かったり、高

かろうと考えて、聞かずにいると、かえって大変安かったりした。あ

るいはいくら比べて見ても、どこから価格の差違が出るのか見当の付

かないのもあった。私は全く弱らせられた。そうして心のうちで、な

ぜ先生の奥さんを (煩:ﾜｽﾞﾗ)わさなかったかを悔いた。 

 私は (鞄:ｶﾊﾞﾝ)を買った。無論和製の下等な品に過ぎなかったが、そ

れでも金具やなどがぴかぴかしているので、田舎ものを (威嚇:ｵﾄﾞ)かす

には充分であった。この鞄を買うという事は、私の母の注文であった。

卒業したら新しい鞄を買って、そのなかに (一切:ｲｯｻｲ)の (土産:ﾐﾔｹﾞ)

ものを入れて帰るようにと、わざわざ手紙の中に書いてあった。私は

その文句を読んだ時に笑い出した。私には母の (料簡:ﾘｮｳｹﾝ)が (解:ﾜｶ)

らないというよりも、その言葉が一種の (滑稽:ｺｯｹｲ)として訴えたので

ある。 

 私は (暇乞:ｲﾄﾏｺﾞ)いをする時先生夫婦に述べた通り、それから三日目

の汽車で東京を立って国へ帰った。この冬以来父の病気について先生

から色々の注意を受けた私は、一番心配しなければならない地位にあ

りながら、どういうものか、それが大して苦にならなかった。私はむ

しろ父がいなくなったあとの母を想像して気の毒に思った。そのくら

いだから私は心のどこかで、父はすでに亡くなるべきものと覚悟して

いたに違いなかった。



こころ《スピーチオ文庫》  73/238 

九州にいる兄へやった手紙のなかにも、私は父の (到底:ﾄﾃﾓ) (故:ﾓﾄ)の

ような健康体になる見込みのない事を述べた。一度などは職務の都合

もあろうが、できるなら繰り合せてこの夏ぐらい一度顔だけでも見に

帰ったらどうだとまで書いた。その上年寄が二人ぎりで田舎にいるの

は (定:ｻﾀﾞ)めて心細いだろう、我々も子として (遺憾:ｲｶﾝ)の (至:ｲﾀ)り

であるというような感傷的な文句さえ使った。私は実際心に浮ぶまま

を書いた。けれども書いたあとの気分は書いた時とは違っていた。 

 私はそうした矛盾を汽車の中で考えた。考えているうちに自分が自

分に気の変りやすい軽薄もののように思われて来た。私は不愉快にな

った。私はまた先生夫婦の事を (想:ｵﾓ)い浮べた。ことに二、三日前(晩

食:ﾊﾞﾝﾒｼ)に呼ばれた時の会話を (憶:ｵﾓ)い出した。 

「どっちが先へ死ぬだろう」 

 私はその晩先生と奥さんの間に起った疑問をひとり口の内で繰り返

してみた。そうしてこの疑問には誰も自信をもって答える事ができな

いのだと思った。しかしどっちが先へ死ぬと (判然:ﾊｯｷﾘ)分っていたな

らば、先生はどうするだろう。奥さんはどうするだろう。先生も奥さ

んも、今のような態度でいるより (外:ﾎｶ)に仕方がないだろうと思った。

（死に近づきつつある父を国元に控えながら、この私がどうする事も

できないように）。私は人間を (果敢:ﾊｶ)ないものに観じた。人間のどう

する事もできない持って生れた軽薄を、果敢ないものに観じた。 

［＃改ページ］ 

 

 

 

中 両親と私 

 

 

一 

 

  (宅:ｳﾁ)へ帰って案外に思ったのは、父の元気がこの前見た時と大し

て変っていない事であった。 

「ああ帰ったかい。そうか、それでも卒業ができてまあ結構だった。

ちょっとお待ち、今顔を洗って来るから」 

 父は庭へ出て何かしていたところであった。
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古い (麦藁帽:ﾑｷﾞﾜﾗﾎﾞｳ)の後ろへ、 (日除:ﾋﾖｹ)のために (括:ｸｸ)り付けた 

(薄汚:ｳｽｷﾞﾀ)ないハンケチをひらひらさせながら、井戸のある裏手の方

へ (廻:ﾏﾜ)って行った。 

 学校を卒業するのを普通の人間として当然のように考えていた (私:

ﾜﾀｸｼ)は、それを予期以上に喜んでくれる父の前に恐縮した。 

「卒業ができてまあ結構だ」 

 父はこの言葉を (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)も繰り返した。私は心のうちでこの父の

喜びと、卒業式のあった晩先生の (家:ｳﾁ)の食卓で、「お目出とう」とい

われた時の先生の (顔付:ｶｵﾂｷ)とを比較した。私には口で祝ってくれな

がら、腹の底でけなしている先生の方が、それほどにもないものを珍

しそうに (嬉:ｳﾚ)しがる父よりも、かえって高尚に見えた。私はしまい

に父の無知から出る (田舎臭:ｲﾅｶｸｻ)いところに不快を感じ出した。 

「大学ぐらい卒業したって、それほど結構でもありません。卒業する

ものは毎年何百人だってあります」 

 私はついにこんな口の (利:ｷ)きようをした。すると父が変な顔をした。 

「何も卒業したから結構とばかりいうんじゃない。そりゃ卒業は結構

に違いないが、おれのいうのはもう少し意味があるんだ。それがお前

に (解:ﾜｶ)っていてくれさえすれば、……」 

 私は父からその (後:ｱﾄ)を聞こうとした。父は話したくなさそうであ

ったが、とうとうこういった。 

「つまり、おれが結構という事になるのさ。おれはお前の知ってる通

りの病気だろう。去年の冬お前に会った時、ことによるともう (三月:ﾐ

ﾂｷ)か (四月:ﾖﾂｷ)ぐらいなものだろうと思っていたのさ。それがどうい

う (仕合:ｼｱﾜ)せか、今日までこうしている。 (起居:ﾀﾁｲ)に不自由なくこ

うしている。そこへお前が卒業してくれた。だから (嬉:ｳﾚ)しいのさ。
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せっかく (丹精:ﾀﾝｾｲ)した息子が、自分のいなくなった (後:ｱﾄ)で卒業し

てくれるよりも、丈夫なうちに学校を出てくれる方が親の身になれば 

(嬉:ｳﾚ)しいだろうじゃないか。大きな考えをもっているお前から見たら、 

(高:ﾀｶ)が大学を卒業したぐらいで、結構だ結構だといわれるのは余り面

白くもないだろう。しかしおれの方から見てご覧、立場が少し違って

いるよ。つまり卒業はお前に取ってより、このおれに取って結構なん

だ。解ったかい」 

 私は (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)もなかった。 (詫:ｱﾔ)まる以上に恐縮して (俯向:ｳﾂ

ﾑ)いていた。父は平気なうちに自分の死を覚悟していたものとみえる。

しかも私の卒業する前に死ぬだろうと思い定めていたとみえる。その

卒業が父の心にどのくらい響くかも考えずにいた私は全く (愚:ｵﾛ)かも

のであった。私は (鞄:ｶﾊﾞﾝ)の中から卒業証書を取り出して、それを大

事そうに父と母に見せた。証書は何かに (圧:ｵ)し (潰:ﾂﾌﾞ)されて、元の

形を失っていた。父はそれを (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)に (伸:ﾉ)した。 

「こんなものは巻いたなり手に持って来るものだ」 

「中に (心:ｼﾝ)でも入れると (好:ﾖ)かったのに」と母も (傍:ｶﾀﾜﾗ)から注

意した。 

 父はしばらくそれを (眺:ﾅｶﾞ)めた (後:ｱﾄ)、 (起:ﾀ)って (床:ﾄｺ)の間の

所へ行って、 (誰:ﾀﾞﾚ)の目にもすぐはいるような正面へ証書を置いた。

いつもの私ならすぐ何とかいうはずであったが、その時の私はまるで 

(平生:ﾍｲｾﾞｲ)と違っていた。父や母に対して少しも逆らう気が起らなか

った。私はだまって父の (為:ﾅ)すがままに任せておいた。 (一旦:ｲｯﾀﾝ)

癖のついた (鳥:ﾄﾘ)の (子紙:ｺｶﾞﾐ)の証書は、なかなか父の自由にならな

かった。適当な位置に置かれるや (否:ｲﾅ)や、すぐ (己:ｵﾉ)れに自然な 

(勢:ｲｷｵ)いを得て倒れようとした。 

 

二 
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  (私:ﾜﾀｸｼ)は母を (蔭:ｶｹﾞ)へ呼んで父の病状を尋ねた。 

「お父さんはあんなに元気そうに庭へ出たり何かしているが、あれで

いいんですか」 

「もう何ともないようだよ。 (大方:ｵｵｶﾀ)好くおなりなんだろう」 

 母は案外平気であった。都会から (懸:ｶ)け隔たった森や田の中に住ん

でいる女の常として、母はこういう事に掛けてはまるで無知識であっ

た。それにしてもこの前父が卒倒した時には、あれほど驚いて、あん

なに心配したものを、と私は心のうちで独り (異:ｲ)な感じを (抱:ｲﾀﾞ)

いた。 

「でも医者はあの時(到底:ﾄﾃﾓ)むずかしいって宣告したじゃありません

か」 

「だから人間の (身体:ｶﾗﾀﾞ)ほど不思議なものはないと思うんだよ。あ

れほどお医者が (手重:ﾃｵﾓ)くいったものが、今までしゃんしゃんしてい

るんだからね。お母さんも始めのうちは心配して、なるべく動かさな

いようにと思ってたんだがね。それ、あの気性だろう。養生はしなさ

るけれども、 (強情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)でねえ。自分が (好:ｲ)いと思い込んだら、

なかなか (私:ﾜﾀｼ)のいう事なんか、聞きそうにもなさらないんだから

ね」 

 私はこの前帰った時、無理に (床:ﾄｺ)を上げさして、 (髭:ﾋｹﾞ)を (剃:

ｿ)った父の様子と態度とを思い出した。「もう大丈夫、お母さんがあん

まり (仰山:ｷﾞｮｳｻﾝ)過ぎるからいけないんだ」といったその時の言葉を

考えてみると、 (満更:ﾏﾝｻﾞﾗ)母ばかり責める気にもなれなかった。「し

かし (傍:ﾊﾀ)でも少しは注意しなくっちゃ」といおうとした私は、とう

とう遠慮して何にも口へ出さなかった。ただ父の (病:ﾔﾏｲ)の性質につい

て、私の知る限りを教えるように話して聞かせた。しかしその大部分

は先生と先生の奥さんから得た材料に過ぎなかった。母は別に感動し

た様子も見せなかった。ただ「へえ、やっぱり (同:ｵﾝﾅ)じ病気でね。お

気の毒だね。
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いくつでお亡くなりかえ、その (方:ｶﾀ)は」などと聞いた。 

 私は仕方がないから、母をそのままにしておいて直接父に向かった。

父は私の注意を母よりは (真面目:ﾏｼﾞﾒ)に聞いてくれた。「もっともだ。

お前のいう通りだ。けれども、 (己:ｵﾚ)の (身体:ｶﾗﾀﾞ)は (必竟:ﾋｯｷｮｳ)

己の身体で、その己の身体についての養生法は、多年の経験上、己が

一番(能:ﾖ)く心得ているはずだからね」といった。それを聞いた母は苦

笑した。「それご覧な」といった。 

「でも、あれでお父さんは自分でちゃんと覚悟だけはしているんです

よ。今度私が卒業して帰ったのを大変喜んでいるのも、全くそのため

なんです。生きてるうちに卒業はできまいと思ったのが、達者なうち

に免状を持って来たから、それが (嬉:ｳﾚ)しいんだって、お父さんは自

分でそういっていましたぜ」 

「そりゃ、お前、口でこそそうおいいだけれどもね。お (腹:ﾅｶ)のなか

ではまだ大丈夫だと思ってお (出:ｲﾃﾞ)のだよ」 

「そうでしょうか」 

「まだまだ十年も二十年も生きる気でお出のだよ。もっとも時々はわ

たしにも心細いような事をおいいだがね。おれもこの分じゃもう長い

事もあるまいよ、おれが死んだら、お前はどうする、一人でこの (家:ｳ

ﾁ)にいる気かなんて」 

 私は急に父がいなくなって母一人が取り残された時の、古い広い (田

舎家:ｲﾅｶﾔ)を想像して見た。この (家:ｲｴ)から父一人を引き去った (後:ｱ

ﾄ)は、そのままで立ち行くだろうか。兄はどうするだろうか。母は何と

いうだろうか。そう考える私はまたここの土を離れて、東京で気楽に

暮らして行けるだろうか。私は母を眼の前に置いて、先生の注意――

父の丈夫でいるうちに、分けて (貰:ﾓﾗ)うものは、分けて貰って置けと

いう注意を、偶然思い出した。 

「なにね、自分で死ぬ死ぬっていう人に死んだ (試:ﾀﾒ)しはないんだか

ら安心だよ。
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お父さんなんぞも、死ぬ死ぬっていいながら、これから先まだ何年生

きなさるか分るまいよ。それよりか黙ってる丈夫の人の方が (剣呑:ｹﾝﾉ

ﾝ)さ」 

 私は理屈から出たとも統計から来たとも知れない、この (陳腐:ﾁﾝﾌﾟ)

なような母の言葉を (黙然:ﾓｸﾈﾝ)と聞いていた。 

 

三 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)のために赤い (飯:ﾒｼ)を (炊:ﾀ)いて客をするという相談が

父と母の間に起った。私は帰った当日から、あるいはこんな事になる

だろうと思って、心のうちで (暗:ｱﾝ)にそれを恐れていた。私はすぐ断

わった。 

「あんまり (仰山:ｷﾞｮｳｻﾝ)な事は (止:ﾖ)してください」 

 私は (田舎:ｲﾅｶ)の客が嫌いだった。飲んだり食ったりするのを、最後

の目的としてやって来る彼らは、何か事があれば (好:ｲ)いといった (風:

ﾌｳ)の人ばかり (揃:ｿﾛ)っていた。私は子供の時から彼らの席に (侍:ｼﾞ)

するのを心苦しく感じていた。まして自分のために彼らが来るとなる

と、私の苦痛はいっそう (甚:ﾊﾅﾊﾀﾞ)しいように想像された。しかし私は

父や母の手前、あんな (野鄙:ﾔﾋ)な人を集めて騒ぐのは止せともいいか

ねた。それで私はただあまり仰山だからとばかり主張した。 

「仰山仰山とおいいだが、 (些:ﾁｯ)とも仰山じゃないよ。生涯に二度と

ある事じゃないんだからね、お客ぐらいするのは当り前だよ。そう遠

慮をお (為:ｼ)でない」 

 母は私が大学を卒業したのを、ちょうど嫁でも (貰:ﾓﾗ)ったと同じ程

度に、重く見ているらしかった。 

「呼ばなくっても (好:ｲ)いが、呼ばないとまた何とかいうから」 

 これは父の言葉であった。父は彼らの陰口を気にしていた。実際彼

らはこんな場合に、自分たちの予期通りにならないと、すぐ何とかい

いたがる人々であった。 

「東京と違って田舎は (蒼蠅:ｳﾙｻ)いからね」 

 父はこうもいった。 

「お父さんの顔もあるんだから」と母がまた付け加えた。 
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 私は (我:ｶﾞ)を張る訳にも行かなかった。どうでも二人の都合の (好:

ｲ)いようにしたらと思い出した。 

「つまり私のためなら、 (止:ﾖ)して下さいというだけなんです。陰で何

かいわれるのが (厭:ｲﾔ)だからというご (主意:ｼｭｲ)なら、そりゃまた別

です。あなたがたに不利益な事を私が強いて主張したって仕方があり

ません」 

「そう理屈をいわれると困る」 

 父は苦い顔をした。 

「何もお前のためにするんじゃないとお父さんがおっしゃるんじゃな

いけれども、お前だって世間への義理ぐらいは知っているだろう」 

 母はこうなると女だけにしどろもどろな事をいった。その代り口数

からいうと、父と私を二人寄せてもなかなか (敵:ｶﾅ)うどころではなか

った。 

「学問をさせると人間がとかく理屈っぽくなっていけない」 

 父はただこれだけしかいわなかった。しかし私はこの簡単な一句の

うちに、父が (平生:ﾍｲｾﾞｲ)から私に対してもっている不平の全体を見た。

私はその時自分の言葉使いの (角張:ｶﾄﾞﾊﾞ)ったところに気が付かずに、

父の不平の方ばかりを無理のように思った。 

 父はその (夜:ﾖ)また気を (更:ｶ)えて、客を呼ぶなら (何日:ｲﾂ)にする

かと私の都合を聞いた。都合の (好:ｲ)いも悪いもなしにただぶらぶら古

い家の中に (寝起:ﾈｵ)きしている私に、こんな問いを掛けるのは、父の

方が折れて出たのと同じ事であった。私はこの穏やかな父の前に (拘

泥:ｺﾀﾞﾜ)らない頭を下げた。私は父と相談の上(招待:ｼｮｳﾀﾞｲ)の日取りを 

(極:ｷ)めた。 

 その日取りのまだ来ないうちに、ある大きな事が起った。それは (明

治天皇:ﾒｲｼﾞﾃﾝﾉｳ)のご病気の報知であった。新聞紙ですぐ日本中へ知れ

渡ったこの事件は、一軒の (田舎家:ｲﾅｶﾔ)のうちに多少の曲折を経てよ

うやく (纏:ﾏﾄ)まろうとした私の卒業祝いを、 (塵:ﾁﾘ)のごとくに吹き払

った。 
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「まあ、ご遠慮申した方がよかろう」 

  (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)を掛けて新聞を見ていた父はこういった。父は黙って自

分の病気の事も考えているらしかった。私はついこの間の卒業式に例

年の通り大学へ (行幸:ｷﾞｮｳｺｳ)になった陛下を (憶:ｵﾓ)い出したりした。 

 

四 

 

  (小勢:ｺｾﾞｲ)な (人数:ﾆﾝｽﾞ)には広過ぎる古い家がひっそりしている

中に、 (私:ﾜﾀｸｼ)は (行李:ｺｳﾘ)を解いて書物を (繙:ﾋﾓﾄ)き始めた。なぜ

か私は気が落ち付かなかった。あの (目眩:ﾒﾏｸﾞ)るしい東京の下宿の二

階で、遠く走る電車の音を耳にしながら、 (頁:ﾍﾟｰｼﾞ)を一枚一枚にまく

って行く方が、気に張りがあって心持よく勉強ができた。 

 私はややともすると机にもたれて (仮寝:ｳﾀﾀﾈ)をした。時にはわざわ

ざ (枕:ﾏｸﾗ)さえ出して本式に昼寝を (貪:ﾑｻ)ぼる事もあった。眼が覚め

ると、 (蝉:ｾﾐ)の声を聞いた。うつつから続いているようなその声は、

急に (八釜:ﾔｶﾏ)しく耳の底を (掻:ｶ)き乱した。私は (凝:ｼﾞｯ)とそれを聞

きながら、時に悲しい思いを胸に (抱:ｲﾀﾞ)いた。 

 私は筆を (執:ﾄ)って友達のだれかれに短い (端書:ﾊｶﾞｷ)または長い手

紙を書いた。その友達のあるものは東京に残っていた。あるものは遠

い故郷に帰っていた。返事の来るのも、 (音信:ﾀﾖﾘ)の届かないのもあっ

た。私は (固:ﾓﾄ)より先生を忘れなかった。原稿紙へ (細字:ｻｲｼﾞ)で三枚

ばかり国へ帰ってから以後の自分というようなものを題目にして書き 

(綴:ﾂﾂﾞ)ったのを送る事にした。私はそれを封じる時、先生ははたして

まだ東京にいるだろうかと (疑:ｳﾀｸﾞ)った。
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先生が奥さんといっしょに (宅:ｳﾁ)を (空:ｱ)ける場合には、五十(恰好:ｶﾞ

ｯｺｳ)の (切下:ｷﾘｻｹﾞ)の女の人がどこからか来て、留守番をするのが例に

なっていた。私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら、先生は

何と見えますかと聞き返した。私はその人を先生の親類と思い違えて

いた。先生は「私には親類はありませんよ」と答えた。先生の郷里に

いる続きあいの人々と、先生は (一向:ｲｯｺｳ)音信の (取:ﾄ)り (遣:ﾔ)りを

していなかった。私の疑問にしたその留守番の女の人は、先生とは縁

のない奥さんの方の (親戚:ｼﾝｾｷ)であった。私は先生に郵便を出す時、

ふと幅の細い帯を楽に後ろで結んでいるその人の姿を思い出した。も

し先生夫婦がどこかへ避暑にでも行ったあとへこの郵便が届いたら、

あの切下のお (婆:ﾊﾞｱ)さんは、それをすぐ転地先へ送ってくれるだけの

気転と親切があるだろうかなどと考えた。そのくせその手紙のうちに

はこれというほどの必要の事も書いてないのを、私は (能:ﾖ)く承知して

いた。ただ私は (淋:ｻﾋﾞ)しかった。そうして先生から返事の来るのを予

期してかかった。しかしその返事はついに来なかった。 

 父はこの前の冬に帰って来た時ほど (将棋:ｼｮｳｷﾞ)を差したがらなく

なった。将棋盤はほこりの (溜:ﾀﾏ)ったまま、 (床:ﾄｺ)の (間:ﾏ)の隅に片

寄せられてあった。ことに陛下のご病気以後父は (凝:ｼﾞｯ)と考え込んで

いるように見えた。毎日新聞の来るのを待ち受けて、自分が一番先へ

読んだ。それからその (読:ﾖﾐ)がらをわざわざ私のいる所へ持って来て

くれた。 

「おいご覧、今日も天子さまの事が詳しく出ている」 

 父は陛下のことを、つねに天子さまといっていた。 

「 (勿体:ﾓｯﾀｲ)ない話だが、天子さまのご病気も、お父さんのとまあ似

たものだろうな」 

 こういう父の顔には深い (掛念:ｹﾈﾝ)の (曇:ｸﾓ)りがかかっていた。
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こういわれる私の胸にはまた父がいつ (斃:ﾀｵ)れるか分らないという心

配がひらめいた。 

「しかし大丈夫だろう。おれのような (下:ｸﾀﾞ)らないものでも、まだこ

うしていられるくらいだから」 

 父は自分の達者な保証を自分で与えながら、今にも (己:ｵﾉ)れに落ち

かかって来そうな危険を予感しているらしかった。 

「お父さんは本当に病気を (怖:ｺﾜ)がってるんですよ。お母さんのおっ

しゃるように、十年も二十年も生きる気じゃなさそうですぜ」 

 母は私の言葉を聞いて当惑そうな顔をした。 

「ちょっとまた将棋でも差すように勧めてご覧な」 

 私は床の間から将棋盤を取りおろして、ほこりを (拭:ﾌ)いた。 

 

五 

 

 父の元気は次第に衰えて行った。 (私:ﾜﾀｸｼ)を驚かせたハンケチ付き

の古い (麦藁帽子:ﾑｷﾞﾜﾗﾎﾞｳｼ)が自然と (閑却:ｶﾝｷｬｸ)されるようになっ

た。私は黒い (煤:ｽｽ)けた棚の上に (載:ﾉ)っているその帽子を (眺:ﾅｶﾞ)

めるたびに、父に対して気の毒な思いをした。父が以前のように、軽々

と動く間は、もう少し (慎:ﾂﾂｼ)んでくれたらと心配した。父が (凝:ｼﾞｯ)

と (坐:ｽﾜ)り込むようになると、やはり元の方が達者だったのだという

気が起った。私は父の健康についてよく母と話し合った。 

「まったく気のせいだよ」と母がいった。母の頭は陛下の (病:ﾔﾏｲ)と父

の病とを結び付けて考えていた。私にはそうばかりとも思えなかった。 

「気じゃない。本当に (身体:ｶﾗﾀﾞ)が悪かないんでしょうか。どうも気

分より健康の方が悪くなって行くらしい」 

 私はこういって、心のうちでまた遠くから相当の医者でも呼んで、

一つ見せようかしらと思案した。 

「今年の夏はお前も (詰:ﾂﾏ)らなかろう。せっかく卒業したのに、お祝

いもして上げる事ができず、お父さんの (身体:ｶﾗﾀﾞ)もあの通りだし。

それに天子様のご病気で。
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――いっその事、帰るすぐにお客でも呼ぶ方が好かったんだよ」 

 私が帰ったのは七月の五、六日で、父や母が私の卒業を祝うために

客を呼ぼうといいだしたのは、それから一週間(後:ｺﾞ)であった。そうし

ていよいよと (極:ｷ)めた日はそれからまた一週間の余も先になってい

た。時間に束縛を許さない悠長な (田舎:ｲﾅｶ)に帰った私は、お (蔭:ｶｹﾞ)

で好もしくない社交上の苦痛から救われたも同じ事であったが、私を

理解しない母は少しもそこに気が付いていないらしかった。 

  (崩御:ﾎｳｷﾞｮ)の報知が伝えられた時、父はその新聞を手にして、「あ

あ、ああ」といった。 

「ああ、ああ、天子様もとうとうおかくれになる。 (己:ｵﾚ)も……」 

 父はその (後:ｱﾄ)をいわなかった。 

 私は黒いうすものを買うために町へ出た。それで (旗竿:ﾊﾀｻﾞｵ)の (球:

ﾀﾏ)を包んで、それで旗竿の先へ三(寸幅:ｽﾞﾝﾊﾊﾞ)のひらひらを付けて、

門の扉の横から斜めに往来へさし出した。旗も黒いひらひらも、風の

ない空気のなかにだらりと下がった。私の (宅:ｳﾁ)の古い門の屋根は 

(藁:ﾜﾗ)で (葺:ﾌ)いてあった。雨や風に打たれたりまた吹かれたりしたそ

の藁の色はとくに変色して、薄く灰色を帯びた上に、 (所々:ﾄｺﾛﾄﾞｺﾛ)

の (凸凹:ﾃﾞｺﾎﾞｺ)さえ眼に着いた。私はひとり門の外へ出て、黒いひら

ひらと、白いめりんすの (地:ｼﾞ)と、地のなかに染め出した赤い日の丸

の色とを (眺:ﾅｶﾞ)めた。それが薄汚ない屋根の藁に映るのも眺めた。私

はかつて先生から「あなたの宅の構えはどんな体裁ですか。私の郷里

の方とは (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)趣が違っていますかね」と聞かれた事を思い出し

た。私は自分の生れたこの古い家を、先生に見せたくもあった。また

先生に見せるのが恥ずかしくもあった。 

 私はまた一人家のなかへはいった。
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自分の机の置いてある所へ来て、新聞を読みながら、遠い東京の有様

を想像した。私の想像は日本一の大きな都が、どんなに暗いなかでど

んなに動いているだろうかの画面に集められた。私はその黒いなりに

動かなければ仕末のつかなくなった都会の、不安でざわざわしている

なかに、一点の燈火のごとくに先生の家を見た。私はその時この燈火

が音のしない (渦:ｳｽﾞ)の中に、自然と (捲:ﾏ)き込まれている事に気が付

かなかった。しばらくすれば、その (灯:ﾋ)もまたふっと消えてしまうべ

き運命を、 (眼:ﾒ)の前に控えているのだとは (固:ﾓﾄ)より気が付かなか

った。 

 私は今度の事件について先生に手紙を書こうかと思って、筆を (執:ﾄ)

りかけた。私はそれを十行ばかり書いて (已:ﾔ)めた。書いた所は (寸々:

ｽﾝｽﾞﾝ)に引き裂いて (屑籠:ｸｽﾞｶｺﾞ)へ投げ込んだ。（先生に (宛:ｱ)ててそ

ういう事を書いても仕方がないとも思ったし、前例に (徴:ﾁｮｳ)してみる

と、とても返事をくれそうになかったから）。私は (淋:ｻﾋﾞ)しかった。

それで手紙を書くのであった。そうして返事が来れば (好:ｲ)いと思うの

であった。 

 

六 

 

 八月の (半:ﾅｶ)ばごろになって、 (私:ﾜﾀｸｼ)はある (朋友:ﾎｳﾕｳ)から手

紙を受け取った。その中に地方の中学教員の口があるが行かないかと

書いてあった。この朋友は経済の必要上、自分でそんな位地を探し (廻:

ﾏﾜ)る男であった。この口も始めは自分の所へかかって来たのだが、も

っと (好:ｲ)い地方へ相談ができたので、余った方を私に譲る気で、わざ

わざ知らせて来てくれたのであった。私はすぐ返事を出して断った。

知り合いの中には、ずいぶん骨を折って、教師の職にありつきたがっ

ているものがあるから、その方へ (廻:ﾏﾜ)してやったら (好:ﾖ)かろうと

書いた。 

 私は返事を出した後で、父と母にその話をした。二人とも私の断っ

た事に異存はないようであった。 
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「そんな所へ行かないでも、まだ (好:ｲ)い口があるだろう」 

 こういってくれる裏に、私は二人が私に対してもっている過分な希

望を読んだ。 (迂闊:ｳｶﾂ)な父や母は、不相当な地位と収入とを卒業した

ての私から期待しているらしかったのである。 

「相当の口って、 (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)じゃそんな (旨:ｳﾏ)い口はなかなかある

ものじゃありません。ことに兄さんと私とは専門も違うし、時代も違

うんだから、二人を同じように考えられちゃ少し困ります」 

「しかし卒業した以上は、少なくとも独立してやって行ってくれなく

っちゃこっちも困る。人からあなたの所のご (二男:ｼﾞﾅﾝ)は、大学を卒

業なすって何をしてお (出:ｲﾃﾞ)ですかと聞かれた時に返事ができない

ようじゃ、おれも肩身が狭いから」 

 父は (渋面:ｼｭｳﾒﾝ)をつくった。父の考えは、古く住み慣れた郷里から

外へ出る事を知らなかった。その郷里の (誰彼:ﾀﾞﾚｶﾚ)から、大学を卒業

すればいくらぐらい月給が取れるものだろうと聞かれたり、まあ百円

ぐらいなものだろうかといわれたりした父は、こういう人々に対して、

外聞の悪くないように、卒業したての私を片付けたかったのである。

広い都を根拠地として考えている私は、父や母から見ると、まるで足

を空に向けて歩く (奇体:ｷﾀｲ)な人間に異ならなかった。私の方でも、実

際そういう人間のような気持を折々起した。私はあからさまに自分の

考えを打ち明けるには、あまりに距離の (懸隔:ｹﾝｶｸ)の (甚:ﾊﾅﾊﾀﾞ)しい

父と母の前に (黙然:ﾓｸﾈﾝ)としていた。 

「お前のよく先生先生という方にでもお願いしたら (好:ｲ)いじゃない

か。こんな時こそ」 

 母はこうより (外:ﾎｶ)に先生を解釈する事ができなかった。その先生

は私に国へ帰ったら父の生きているうちに早く財産を分けて貰えと勧

める人であった。卒業したから、地位の周旋をしてやろうという人で

はなかった。 

「その先生は何をしているのかい」と父が聞いた。 
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「何にもしていないんです」と私が答えた。 

 私はとくの昔から先生の何もしていないという事を父にも母にも告

げたつもりでいた。そうして父はたしかにそれを記憶しているはずで

あった。 

「何もしていないというのは、またどういう訳かね。お前がそれほど

尊敬するくらいな人なら何かやっていそうなものだがね」 

 父はこういって、私を (諷:ﾌｳ)した。父の考えでは、役に立つものは

世の中へ出てみんな相当の地位を得て働いている。 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)やくざ

だから遊んでいるのだと結論しているらしかった。 

「おれのような人間だって、月給こそ貰っちゃいないが、これでも遊

んでばかりいるんじゃない」 

 父はこうもいった。私はそれでもまだ黙っていた。 

「お前のいうような偉い方なら、きっと何か口を探して下さるよ。頼

んでご覧なのかい」と母が聞いた。 

「いいえ」と私は答えた。 

「じゃ仕方がないじゃないか。なぜ頼まないんだい。手紙でも (好:ｲ)

いからお出しな」 

「ええ」 

 私は (生返事:ﾅﾏﾍﾝｼﾞ)をして席を立った。 

 

七 

 

 父は明らかに自分の病気を恐れていた。しかし医者の来るたびに (蒼

蠅:ｳﾙｻ)い質問を掛けて相手を困らす (質:ﾀﾁ)でもなかった。医者の方で

もまた遠慮して何ともいわなかった。 

 父は死後の事を考えているらしかった。少なくとも自分がいなくな

った (後:ｱﾄ)のわが (家:ｲｴ)を想像して見るらしかった。 

「 (小供:ｺﾄﾞﾓ)に学問をさせるのも、 (好:ﾖ)し (悪:ｱ)しだね。せっかく

修業をさせると、その小供は決して (宅:ｳﾁ)へ帰って来ない。これじゃ

手もなく親子を隔離するために学問させるようなものだ」 

 学問をした結果兄は今(遠国:ｴﾝｺﾞｸ)にいた。教育を受けた因果で、 (私:

ﾜﾀｸｼ)はまた東京に住む覚悟を固くした。こういう子を育てた父の (愚

痴:ｸﾞﾁ)はもとより不合理ではなかった。
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永年住み古した (田舎家:ｲﾅｶﾔ)の中に、たった一人取り残されそうな母

を (描:ｴｶﾞ)き出す父の想像はもとより (淋:ｻﾋﾞ)しいに違いなかった。 

 わが (家:ｲｴ)は動かす事のできないものと父は信じ切っていた。その

中に住む母もまた命のある間は、動かす事のできないものと信じてい

た。自分が死んだ (後:ｱﾄ)、この孤独な母を、たった一人(伽藍堂:ｶﾞﾗﾝﾄﾞ

ｳ)のわが家に取り残すのもまた (甚:ﾊﾅﾊ)だしい不安であった。それだの

に、東京で (好:ｲ)い地位を求めろといって、私を (強:ｼ)いたがる父の頭

には矛盾があった。私はその矛盾をおかしく思ったと同時に、そのお 

(蔭:ｶｹﾞ)でまた東京へ出られるのを喜んだ。 

 私は父や母の手前、この地位をできるだけの努力で求めつつあるご

とくに装おわなくてはならなかった。私は先生に手紙を書いて、家の

事情を (精:ｸﾜ)しく述べた。もし自分の力でできる事があったら何でも

するから周旋してくれと頼んだ。私は先生が私の依頼に取り合うまい

と思いながらこの手紙を書いた。また取り合うつもりでも、世間の狭

い先生としてはどうする事もできまいと思いながらこの手紙を書いた。

しかし私は先生からこの手紙に対する返事がきっと来るだろうと思っ

て書いた。 

 私はそれを封じて出す前に母に向かっていった。 

「先生に手紙を書きましたよ。あなたのおっしゃった通り。ちょっと

読んでご覧なさい」 

 母は私の想像したごとくそれを読まなかった。 

「そうかい、それじゃ早くお出し。そんな事は (他:ﾋﾄ)が気を付けない

でも、自分で早くやるものだよ」 

 母は私をまだ子供のように思っていた。私も実際子供のような感じ

がした。 

「しかし手紙じゃ用は足りませんよ。どうせ、九月にでもなって、私

が東京へ出てからでなくっちゃ」 

「そりゃそうかも知れないけれども、またひょっとして、どんな (好:ｲ)

い口がないとも限らないんだから、早く頼んでおくに越した事はない

よ」 

「ええ。とにかく返事は来るに (極:ｷﾏ)ってますから、そうしたらまた

お話ししましょう」 
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 私はこんな事に掛けて (几帳面:ｷﾁｮｳﾒﾝ)な先生を信じていた。私は先

生の返事の来るのを心待ちに待った。けれども私の予期はついに (外:ﾊ

ｽﾞ)れた。先生からは一週間(経:ﾀ)っても何の (音信:ﾀﾖﾘ)もなかった。 

「 (大方:ｵｵｶﾀ)どこかへ避暑にでも行っているんでしょう」 

 私は母に向かって (言訳:ｲｲﾜｹ)らしい言葉を使わなければならなかっ

た。そうしてその言葉は母に対する言訳ばかりでなく、自分の心に対

する言訳でもあった。私は (強:ｼ)いても何かの事情を仮定して先生の態

度を弁護しなければ不安になった。 

 私は時々父の病気を忘れた。いっそ早く東京へ出てしまおうかと思

ったりした。その父自身もおのれの病気を忘れる事があった。未来を

心配しながら、未来に対する所置は一向取らなかった。私はついに先

生の忠告通り財産分配の事を父にいい出す機会を得ずに過ぎた。 

 

八 

 

 九月始めになって、 (私:ﾜﾀｸｼ)はいよいよまた東京へ出ようとした。

私は父に向かって当分今まで通り学資を送ってくれるようにと頼んだ。 

「ここにこうしていたって、あなたのおっしゃる通りの地位が得られ

るものじゃないですから」 

 私は父の希望する地位を (得:ｳ)るために東京へ行くような事をいっ

た。 

「無論口の見付かるまでで (好:ｲ)いですから」ともいった。 

 私は心のうちで、その口は到底私の頭の上に落ちて来ないと思って

いた。けれども事情にうとい父はまたあくまでもその反対を信じてい

た。 

「そりゃ (僅:ﾜｽﾞｶ)の (間:ｱｲﾀﾞ)の事だろうから、どうにか都合してやろ

う。その代り永くはいけないよ。相当の地位を (得:ｴ)次第独立しなくっ

ちゃ。元来学校を出た以上、出たあくる日から (他:ﾋﾄ)の世話になんぞ

なるものじゃないんだから。今の若いものは、金を使う道だけ心得て

いて、金を取る方は全く考えていないようだね」 

 父はこの (外:ﾎｶ)にもまだ色々の (小言:ｺｺﾞﾄ)をいった。
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その中には、「昔の親は子に食わせてもらったのに、今の親は子に食わ

れるだけだ」などという言葉があった。それらを私はただ黙って聞い

ていた。 

 小言が一通り済んだと思った時、私は静かに席を立とうとした。父

はいつ行くかと私に尋ねた。私には早いだけが (好:ﾖ)かった。 

「お母さんに日を見てもらいなさい」 

「そうしましょう」 

 その時の私は父の前に (存外:ｿﾞﾝｶﾞｲ)おとなしかった。私はなるべく

父の機嫌に逆らわずに、 (田舎:ｲﾅｶ)を出ようとした。父はまた私を (引:

ﾋ)き (留:ﾄ)めた。 

「お前が東京へ行くと (宅:ｳﾁ)はまた (淋:ｻﾐ)しくなる。何しろ (己:ｵﾚ)

とお母さんだけなんだからね。そのおれも (身体:ｶﾗﾀﾞ)さえ達者なら 

(好:ｲ)いが、この様子じゃいつ急にどんな事がないともいえないよ」 

 私はできるだけ父を慰めて、自分の机を置いてある所へ帰った。私

は取り散らした書物の間に (坐:ｽﾜ)って、心細そうな父の態度と言葉と

を、 (幾度:ｲｸﾀﾋﾞ)か繰り返し眺めた。私はその時また (蝉:ｾﾐ)の声を聞

いた。その声はこの (間中:ｱｲﾀﾞｼﾞｭｳ)聞いたのと違って、つくつく (法

師:ﾎﾞｳｼ)の声であった。私は夏郷里に帰って、煮え付くような蝉の声の

中に (凝:ｼﾞｯ)と坐っていると、変に悲しい心持になる事がしばしばあっ

た。私の哀愁はいつもこの虫の (烈:ﾊｹﾞ)しい (音:ﾈ)と共に、心の底に 

(沁:ｼ)み込むように感ぜられた。私はそんな時にはいつも動かずに、一

人で一人を見詰めていた。 

 私の哀愁はこの夏帰省した以後次第に情調を変えて来た。油蝉の声

がつくつく法師の声に変るごとくに、私を取り巻く人の運命が、大き

な (輪廻:ﾘﾝﾈ)のうちに、そろそろ動いているように思われた。私は (淋:

ｻﾋﾞ)しそうな父の態度と言葉を繰り返しながら、手紙を出しても返事を

寄こさない先生の事をまた (憶:ｵﾓ)い浮べた。
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先生と父とは、まるで反対の印象を私に与える点において、比較の上

にも、連想の上にも、いっしょに私の頭に (上:ﾉﾎﾞ)りやすかった。 

 私はほとんど父のすべても知り (尽:ﾂｸ)していた。もし父を離れると

すれば、 (情合:ｼﾞｮｳｱｲ)の上に親子の心残りがあるだけであった。先生

の多くはまだ私に (解:ﾜｶ)っていなかった。話すと約束されたその人の

過去もまだ聞く機会を得ずにいた。要するに先生は私にとって薄暗か

った。私はぜひともそこを通り越して、明るい所まで行かなければ気

が済まなかった。先生と関係の絶えるのは私にとって大いな苦痛であ

った。私は母に日を見てもらって、東京へ立つ日取りを (極:ｷ)めた。 

 

九 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)がいよいよ立とうという間際になって、（たしか二日前の夕

方の事であったと思うが、）父はまた突然(引:ﾋ)っ (繰:ｸ)り (返:ｶｴ)った。

私はその時書物や衣類を詰めた (行李:ｺｳﾘ)をからげていた。父は (風呂:

ﾌﾛ)へ入ったところであった。父の背中を流しに行った母が大きな声を

出して私を呼んだ。私は (裸体:ﾊﾀﾞｶ)のまま母に後ろから抱かれている

父を見た。それでも座敷へ (伴:ﾂ)れて戻った時、父はもう大丈夫だとい

った。念のために (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)に (坐:ｽﾜ)って、 (濡手拭:ﾇﾚﾃﾇｸﾞｲ)で父

の頭を (冷:ﾋﾔ)していた私は、九時(頃:ｺﾞﾛ)になってようやく (形:ｶﾀ)ば

かりの夜食を済ました。 

  (翌日:ﾖｸｼﾞﾂ)になると父は思ったより元気が (好:ﾖ)かった。 (留:ﾄ)

めるのも聞かずに歩いて便所へ行ったりした。 

「もう大丈夫」 

 父は去年の暮倒れた時に私に向かっていったと同じ言葉をまた繰り

返した。その時ははたして口でいった通りまあ大丈夫であった。私は

今度もあるいはそうなるかも知れないと思った。
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しかし医者はただ用心が肝要だと注意するだけで、念を押しても (判

然:ﾊｯｷﾘ)した事を話してくれなかった。私は不安のために、 (出立:ｼｭｯﾀ

ﾂ)の日が来てもついに東京へ立つ気が起らなかった。 

「もう少し様子を見てからにしましょうか」と私は母に相談した。 

「そうしておくれ」と母が頼んだ。 

 母は父が庭へ出たり (背戸:ｾﾄﾞ)へ下りたりする元気を見ている間だ

けは平気でいるくせに、こんな事が起るとまた必要以上に心配したり

気を (揉:ﾓ)んだりした。 

「お前は今日東京へ行くはずじゃなかったか」と父が聞いた。 

「ええ、少し延ばしました」と私が答えた。 

「おれのためにかい」と父が聞き返した。 

 私はちょっと (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)した。そうだといえば、父の病気の重いの

を裏書きするようなものであった。私は父の神経を過敏にしたくなか

った。しかし父は私の心をよく見抜いているらしかった。 

「気の毒だね」といって、庭の方を向いた。 

 私は自分の部屋にはいって、そこに放り出された行李を眺めた。行

李はいつ持ち出しても (差支:ｻｼﾂｶ)えないように、堅く (括:ｸｸ)られたま

まであった。私はぼんやりその前に立って、また縄を解こうかと考え

た。 

 私は坐ったまま腰を浮かした時の落ち付かない気分で、また三、四

日を過ごした。すると父がまた卒倒した。医者は絶対に (安臥:ｱﾝｶﾞ)を

命じた。 

「どうしたものだろうね」と母が父に聞こえないような小さな声で私

にいった。母の顔はいかにも心細そうであった。私は兄と (妹:ｲﾓﾄ)に電

報を打つ用意をした。けれども寝ている父にはほとんど何の (苦悶:ｸﾓﾝ)

もなかった。話をするところなどを見ると、 (風邪:ｶｾﾞ)でも引いた時と

全く同じ事であった。その上食欲は不断よりも進んだ。 (傍:ﾊﾀ)のもの

が、注意しても容易にいう事を聞かなかった。 

「どうせ死ぬんだから、 (旨:ｳﾏ)いものでも食って死ななくっちゃ」 
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 私には旨いものという父の言葉が (滑稽:ｺｯｹｲ)にも (悲酸:ﾋｻﾝ)にも聞

こえた。父は旨いものを口に入れられる都には住んでいなかったので

ある。 (夜:ﾖ)に (入:ｲ)ってかき (餅:ﾓﾁ)などを焼いてもらってぼりぼり 

(噛:ｶ)んだ。 

「どうしてこう (渇:ｶﾜ)くのかね。やっぱり (心:ｼﾝ)に丈夫の所があるの

かも知れないよ」 

 母は失望していいところにかえって頼みを置いた。そのくせ病気の

時にしか使わない渇くという昔風の言葉を、何でも食べたがる意味に

用いていた。 

  (伯父:ｵｼﾞ)が見舞に来たとき、父はいつまでも引き留めて帰さなかっ

た。 (淋:ｻﾑ)しいからもっといてくれというのが (重:ｵﾓ)な理由であった

が、母や私が、食べたいだけ物を食べさせないという不平を訴えるの

も、その目的の一つであったらしい。 

 

十 

 

 父の病気は同じような状態で一週間以上つづいた。 (私:ﾜﾀｸｼ)はその

間に長い手紙を九州にいる兄(宛:ｱﾃ)で出した。 (妹:ｲﾓﾄ)へは母から出さ

せた。私は腹の中で、おそらくこれが父の健康に関して二人へやる最

後の (音信:ﾀﾖﾘ)だろうと思った。それで両方へいよいよという場合には

電報を打つから出て来いという意味を書き込めた。 

 兄は忙しい職にいた。妹は妊娠中であった。だから父の危険が眼の

前に (逼:ｾﾏ)らないうちに呼び寄せる自由は (利:ｷ)かなかった。といっ

て、折角都合して来たには来たが、 (間:ﾏ)に合わなかったといわれるの

も (辛:ﾂﾗ)かった。私は電報を掛ける時機について、人の知らない責任

を感じた。 

「そう (判然:ﾊｯｷ)りした事になると私にも分りません。しかし危険はい

つ来るか分らないという事だけは承知していて下さい」 

  (停車場:ｽﾃｰｼｮﾝ)のある町から迎えた医者は私にこういった。
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私は母と相談して、その医者の周旋で、町の病院から看護婦を一人頼

む事にした。父は (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)へ来て (挨拶:ｱｲｻﾂ)する白い服を着た女

を見て変な顔をした。 

 父は死病に (罹:ｶｶ)っている事をとうから自覚していた。それでいて、

眼前にせまりつつある死そのものには気が付かなかった。 

「今に (癒:ﾅｵ)ったらもう (一返:ｲｯﾍﾟﾝ)東京へ遊びに行ってみよう。人

間はいつ死ぬか分らないからな。何でもやりたい事は、生きてるうち

にやっておくに限る」 

 母は仕方なしに「その時は私もいっしょに (伴:ﾂ)れて行って頂きまし

ょう」などと調子を合せていた。 

 時とするとまた非常に (淋:ｻﾐ)しがった。 

「おれが死んだら、どうかお母さんを大事にしてやってくれ」 

 私はこの「おれが死んだら」という言葉に一種の記憶をもっていた。

東京を立つ時、先生が奥さんに向かって (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)もそれを繰り返し

たのは、私が卒業した日の晩の事であった。私は (笑:ﾜﾗ)いを帯びた先

生の顔と、 (縁喜:ｴﾝｷﾞ)でもないと耳を (塞:ﾌｻ)いだ奥さんの様子とを 

(憶:ｵﾓ)い出した。あの時の「おれが死んだら」は単純な仮定であった。

今私が聞くのはいつ起るか分らない事実であった。私は先生に対する

奥さんの態度を学ぶ事ができなかった。しかし口の先では何とか父を

紛らさなければならなかった。 

 

「そんな弱い事をおっしゃっちゃいけませんよ。今に (癒:ﾅｵ)ったら東

京へ遊びにいらっしゃるはずじゃありませんか。お母さんといっしょ

に。今度いらっしゃるときっと (吃驚:ﾋﾞｯｸﾘ)しますよ、変っているんで。

電車の新しい線路だけでも大変(増:ﾌ)えていますからね。電車が通るよ

うになれば自然(町並:ﾏﾁﾅﾐ)も変るし、その上に市区改正もあるし、東京

が (凝:ｼﾞｯ)としている時は、まあ (二六時中:ﾆﾛｸｼﾞﾁｭｳ)一分もないとい

っていいくらいです」 
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 私は仕方がないからいわないでいい事まで (喋舌:ｼｬﾍﾞ)った。父はま

た、満足らしくそれを聞いていた。 

 病人があるので自然(家:ｲｴ)の出入りも多くなった。近所にいる親類な

どは、二日に一人ぐらいの割で代る代る見舞に来た。中には比較的遠

くにいて (平生:ﾍｲｾﾞｲ)疎遠なものもあった。「どうかと思ったら、この

様子じゃ大丈夫だ。話も自由だし、だいち顔がちっとも (瘠:ﾔ)せていな

いじゃないか」などといって帰るものがあった。私の帰った当時はひ

っそりし過ぎるほど静かであった家庭が、こんな事で段々ざわざわし

始めた。 

 その中に動かずにいる父の病気は、ただ面白くない方へ移って行く

ばかりであった。私は母や (伯父:ｵｼﾞ)と相談して、とうとう兄と (妹:ｲ

ﾓﾄ)に電報を打った。兄からはすぐ行くという返事が来た。妹の夫から

も立つという (報知:ｼﾗｾ)があった。妹はこの前(懐妊:ｶｲﾆﾝ)した時に流産

したので、今度こそは癖にならないように大事を取らせるつもりだと、

かねていい越したその夫は、妹の代りに自分で出て来るかも知れなか

った。 

 

十一 

 

 こうした落ち付きのない間にも、 (私:ﾜﾀｸｼ)はまだ静かに (坐:ｽﾜ)る余

裕をもっていた。 (偶:ﾀﾏ)には書物を開けて十(頁:ﾍﾟｰｼﾞ)もつづけざまに

読む時間さえ出て来た。 (一旦:ｲｯﾀﾝ)堅く (括:ｸｸ)られた私の (行李:ｺｳﾘ)

は、いつの間にか解かれてしまった。私は (要:ｲ)るに任せて、その中か

ら色々なものを取り出した。私は東京を立つ時、心のうちで (極:ｷ)めた、

この夏中の日課を顧みた。私のやった事はこの日課の (三:ｻﾝ)が (一:ｲﾁ)

にも足らなかった。私は今までもこういう不愉快を何度となく重ねて

来た。しかしこの夏ほど思った通り仕事の運ばない (例:ﾀﾒｼ)も少なかっ

た。
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これが人の世の常だろうと思いながらも私は (厭:ｲﾔ)な気持に (抑:ｵｻ)

え付けられた。 

 私はこの不快の (裏:ｳﾁ)に坐りながら、一方に父の病気を考えた。父

の死んだ (後:ｱﾄ)の事を想像した。そうしてそれと同時に、先生の事を

一方に思い浮べた。私はこの不快な心持の両端に地位、教育、性格の

全然異なった二人の面影を (眺:ﾅｶﾞ)めた。 

 私が父の (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)を離れて、独り取り乱した書物の中に腕組みを

しているところへ母が顔を出した。 

「少し (午眠:ﾋﾙﾈ)でもおしよ。お前もさぞ (草臥:ｸﾀﾋﾞ)れるだろう」 

 母は私の気分を了解していなかった。私も母からそれを予期するほ

どの子供でもなかった。私は (単簡:ﾀﾝｶﾝ)に礼を述べた。母はまだ (室:

ﾍﾔ)の入口に立っていた。 

「お父さんは？」と私が聞いた。 

「今よく寝てお (出:ｲﾃﾞ)だよ」と母が答えた。 

 母は突然はいって来て私の (傍:ｿﾊﾞ)に (坐:ｽﾜ)った。 

「先生からまだ何ともいって来ないかい」と聞いた。 

 母はその時の私の言葉を信じていた。その時の私は先生からきっと

返事があると母に保証した。しかし父や母の希望するような返事が来

るとは、その時の私もまるで期待しなかった。私は心得があって母を 

(欺:ｱｻﾞﾑ)いたと同じ結果に陥った。 

「もう (一遍:ｲｯﾍﾟﾝ)手紙を出してご覧な」と母がいった。 

 役に立たない手紙を何通書こうと、それが母の慰安になるなら、手

数を (厭:ｲﾄ)うような私ではなかった。けれどもこういう用件で先生に

せまるのは私の苦痛であった。私は父に (叱:ｼｶ)られたり、母の機嫌を

損じたりするよりも、先生から見下げられるのを (遥:ﾊﾙ)かに恐れてい

た。あの依頼に対して今まで返事の (貰:ﾓﾗ)えないのも、あるいはそう

した訳からじゃないかしらという邪推もあった。 

「手紙を書くのは訳はないですが、こういう事は郵便じゃとても (埒:ﾗ

ﾁ)は明きませんよ。
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どうしても自分で東京へ出て、じかに頼んで (廻:ﾏﾜ)らなくっちゃ」 

「だってお父さんがあの様子じゃ、お前、いつ東京へ出られるか分ら

ないじゃないか」 

「だから出やしません。 (癒:ﾅｵ)るとも癒らないとも片付かないうちは、

ちゃんとこうしているつもりです」 

「そりゃ (解:ﾜｶ)り切った話だね。今にもむずかしいという大病人を 

(放:ﾎｳ)ちらかしておいて、誰が勝手に東京へなんか行けるものかね」 

 私は始め心のなかで、何も知らない母を (憐:ｱﾜ)れんだ。しかし母が

なぜこんな問題をこのざわざわした際に持ち出したのか理解できなか

った。私が父の病気をよそに、静かに坐ったり書見したりする余裕の

あるごとくに、母も眼の前の病人を忘れて、 (外:ﾎｶ)の事を考えるだけ、

胸に (空地:ｽｷﾏ)があるのかしらと (疑:ｳﾀｸﾞ)った。その時「実はね」と

母がいい出した。 

「実はお父さんの生きてお (出:ｲﾃﾞ)のうちに、お前の口が (極:ｷﾏ)った

らさぞ安心なさるだろうと思うんだがね。この様子じゃ、とても間に

合わないかも知れないけれども、それにしても、まだああやって口も 

(慥:ﾀｼ)かなら気も慥かなんだから、ああしてお出のうちに喜ばして上げ

るように親孝行をおしな」 

 憐れな私は親孝行のできない境遇にいた。私はついに一行の手紙も

先生に出さなかった。 

 

十二 

 

 兄が帰って来た時、父は寝ながら新聞を読んでいた。父は (平生:ﾍｲｾﾞ

ｲ)から何を (措:ｵ)いても新聞だけには眼を通す習慣であったが、 (床:ﾄ

ｺ)についてからは、退屈のため (猶更:ﾅｵｻﾗ)それを読みたがった。母も 

(私:ﾜﾀｸｼ)も (強:ｼ)いては反対せずに、なるべく病人の思い通りにさせて

おいた。 

「そういう元気なら結構なものだ。よっぽど悪いかと思って来たら、

大変(好:ｲ)いようじゃありませんか」 

 兄はこんな事をいいながら父と話をした。
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その (賑:ﾆｷﾞ)やか過ぎる調子が私にはかえって不調和に聞こえた。それ

でも父の前を (外:ﾊｽﾞ)して私と差し向いになった時は、むしろ沈んでい

た。 

「新聞なんか読ましちゃいけなかないか」 

「 (私:ﾜﾀｼ)もそう思うんだけれども、読まないと承知しないんだから、

仕様がない」 

 兄は私の弁解を黙って聞いていた。やがて、「よく (解:ﾜｶ)るのかな」

といった。兄は父の理解力が病気のために、平生よりはよっぽど (鈍:ﾆ

ﾌﾞ)っているように観察したらしい。 

「そりゃ (慥:ﾀｼ)かです。 (私:ﾜﾀｼ)はさっき二十分ばかり (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)

に (坐:ｽﾜ)って色々話してみたが、調子の狂ったところは少しもないで

す。あの様子じゃことによるとまだなかなか持つかも知れませんよ」 

 兄と前後して着いた (妹:ｲﾓﾄ)の夫の意見は、我々よりもよほど楽観的

であった。父は彼に向かって妹の事をあれこれと尋ねていた。「 (身体:

ｶﾗﾀﾞ)が身体だからむやみに汽車になんぞ乗って (揺:ﾕ)れない方が好い。

無理をして見舞に来られたりすると、かえってこっちが心配だから」

といっていた。「なに今に治ったら赤ん坊の顔でも見に、久しぶりにこ

っちから出掛けるから (差支:ｻｼﾂｶ)えない」ともいっていた。 

  (乃木大将:ﾉｷﾞﾀﾞｲｼｮｳ)の死んだ時も、父は一番さきに新聞でそれを知

った。 

「大変だ大変だ」といった。 

 何事も知らない私たちはこの突然な言葉に驚かされた。 

「あの時はいよいよ頭が変になったのかと思って、ひやりとした」と

後で兄が私にいった。「 (私:ﾜﾀｼ)も実は驚きました」と妹の夫も同感ら

しい言葉つきであった。 

 その (頃:ｺﾛ)の新聞は実際(田舎:ｲﾅｶ)ものには日ごとに待ち受けられ

るような記事ばかりあった。私は父の枕元に坐って (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)にそれ

を読んだ。読む時間のない時は、そっと自分の (室:ﾍﾔ)へ持って来て、

残らず眼を通した。
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私の眼は長い間、軍服を着た乃木大将と、それから (官女:ｶﾝｼﾞｮ)みたよ

うな (服装:ﾅﾘ)をしたその夫人の姿を忘れる事ができなかった。 

 悲痛な風が田舎の隅まで吹いて来て、眠たそうな (樹:ｷ)や草を震わせ

ている (最中:ｻｲﾁｭｳ)に、突然私は一通の電報を先生から受け取った。洋

服を着た人を見ると犬が (吠:ﾎ)えるような所では、一通の電報すら大事

件であった。それを受け取った母は、はたして驚いたような様子をし

て、わざわざ私を人のいない所へ呼び出した。 

「何だい」といって、私の封を開くのを (傍:ｿﾊﾞ)に立って待っていた。 

 電報にはちょっと会いたいが来られるかという意味が簡単に書いて

あった。私は首を傾けた。 

「きっとお (頼:ﾀﾉ)もうしておいた口の事だよ」と母が推断してくれた。 

 私もあるいはそうかも知れないと思った。しかしそれにしては少し

変だとも考えた。とにかく兄や (妹:ｲﾓﾄ)の夫まで呼び寄せた私が、父の

病気を (打遣:ｳﾁﾔ)って、東京へ行く訳には行かなかった。私は母と相談

して、行かれないという返電を打つ事にした。できるだけ簡略な言葉

で父の病気の (危篤:ｷﾄｸ)に陥りつつある (旨:ﾑﾈ)も付け加えたが、それ

でも気が済まなかったから、 (委細:ｲｻｲ)手紙として、細かい事情をその

日のうちに (認:ｼﾀﾀ)めて郵便で出した。頼んだ位地の事とばかり信じ切

った母は、「本当に (間:ﾏ)の悪い時は仕方のないものだね」といって残

念そうな顔をした。 

 

十三 

 

  (私:ﾜﾀｸｼ)の書いた手紙はかなり長いものであった。母も私も今度こ

そ先生から何とかいって来るだろうと考えていた。すると手紙を出し

て二日目にまた電報が私(宛:ｱﾃ)で届いた。それには来ないでもよろしい

という文句だけしかなかった。私はそれを母に見せた。 

「 (大方:ｵｵｶﾀ)手紙で何とかいってきて下さるつもりだろうよ」 
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 母はどこまでも先生が私のために衣食の口を周旋してくれるものと

ばかり解釈しているらしかった。私もあるいはそうかとも考えたが、

先生の平生から (推:ｵ)してみると、どうも変に思われた。「先生が口を

探してくれる」。これはあり (得:ｳ)べからざる事のように私には見えた。 

「とにかく私の手紙はまだ向うへ着いていないはずだから、この電報

はその前に出したものに違いないですね」 

 私は母に向かってこんな分り切った事をいった。母はまたもっとも

らしく思案しながら「そうだね」と答えた。私の手紙を読まない前に、

先生がこの電報を打ったという事が、先生を解釈する上において、何

の役にも立たないのは知れているのに。 

 その日はちょうど主治医が町から院長を連れて来るはずになってい

たので、母と私はそれぎりこの事件について話をする機会がなかった。

二人の医者は立ち合いの上、病人に (浣腸:ｶﾝﾁｮｳ)などをして帰って行っ

た。 

 父は医者から (安臥:ｱﾝｶﾞ)を命ぜられて以来、両便とも寝たまま (他:

ﾋﾄ)の手で始末してもらっていた。潔癖な父は、最初の間こそ (甚:ﾊﾅﾊ)

だしくそれを (忌:ｲ)み嫌ったが、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)が (利:ｷ)かないので、や

むを得ずいやいや (床:ﾄｺ)の上で用を足した。それが病気の加減で頭が

だんだん鈍くなるのか何だか、日を (経:ﾌ)るに従って、無精な (排泄:ﾊ

ｲｾﾂ)を意としないようになった。たまには (蒲団:ﾌﾄﾝ)や敷布を汚して、 

(傍:ﾊﾀ)のものが (眉:ﾏﾕ)を寄せるのに、当人はかえって平気でいたりし

た。もっとも尿の量は病気の性質として、極めて少なくなった。医者

はそれを苦にした。食欲も次第に衰えた。たまに何か欲しがっても、

舌が欲しがるだけで、 (咽喉:ﾉﾄﾞ)から下へはごく (僅:ﾜｽﾞｶ)しか通らな

かった。好きな新聞も手に取る気力がなくなった。 
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 (枕:ﾏｸﾗ)の (傍:ｿﾊﾞ)にある (老眼鏡:ﾛｳｶﾞﾝｷｮｳ)は、いつまでも黒い (鞘:

ｻﾔ)に納められたままであった。子供の時分から仲の好かった (作:ｻｸ)

さんという今では一(里:ﾘ)ばかり隔たった所に住んでいる人が見舞に来

た時、父は「ああ作さんか」といって、どんよりした眼を作さんの方

に向けた。 

「作さんよく来てくれた。作さんは丈夫で (羨:ｳﾗﾔ)ましいね。 (己:ｵﾚ)

はもう (駄目:ﾀﾞﾒ)だ」 

「そんな事はないよ。お前なんか子供は二人とも大学を卒業するし、

少しぐらい病気になったって、申し分はないんだ。おれをご覧よ。か

かあには死なれるしさ、子供はなしさ。ただこうして生きているだけ

の事だよ。達者だって何の楽しみもないじゃないか」 

  (浣腸:ｶﾝﾁｮｳ)をしたのは作さんが来てから二、三日あとの事であった。

父は医者のお (蔭:ｶｹﾞ)で大変楽になったといって喜んだ。少し自分の寿

命に対する度胸ができたという (風:ﾌｳ)に機嫌が直った。 (傍:ｿﾊﾞ)にい

る母は、それに釣り込まれたのか、病人に気力を付けるためか、先生

から電報のきた事を、あたかも私の位置が父の希望する通り東京にあ

ったように話した。 (傍:ｿﾊﾞ)にいる私はむずがゆい心持がしたが、母の

言葉を (遮:ｻｴｷﾞ)る訳にもゆかないので、黙って聞いていた。病人は (嬉:

ｳﾚ)しそうな顔をした。 

「そりゃ結構です」と (妹:ｲﾓﾄ)の夫もいった。 

「何の口だかまだ分らないのか」と兄が聞いた。 

 私は今更それを否定する勇気を失った。自分にも何とも訳の分らな

い (曖昧:ｱｲﾏｲ)な返事をして、わざと席を立った。 

 

十四 

 

 父の病気は最後の一撃を待つ (間際:ﾏｷﾞﾜ)まで進んで来て、そこでし

ばらく (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)するようにみえた。
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家のものは運命の宣告が、今日(下:ｸﾀﾞ)るか、今日下るかと思って、毎

夜(床:ﾄｺ)にはいった。 

 父は (傍:ﾊﾀ)のものを (辛:ﾂﾗ)くするほどの苦痛をどこにも感じてい

なかった。その点になると看病はむしろ楽であった。要心のために、

誰か一人ぐらいずつ代る代る起きてはいたが、あとのものは相当の時

間に (各自:ﾒｲﾒｲ)の寝床へ引き取って (差支:ｻｼﾂｶ)えなかった。何かの拍

子で眠れなかった時、病人の (唸:ｳﾅ)るような声を (微:ｶｽ)かに聞いたと

思い誤った (私:ﾜﾀｸｼ)は、一(遍:ﾍﾟﾝ) (半夜:ﾖﾅｶ)に床を抜け出して、念の

ため父の (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)まで行ってみた事があった。その (夜:ﾖ)は母が起

きている番に当っていた。しかしその母は父の横に (肱:ﾋｼﾞ)を曲げて枕

としたなり寝入っていた。父も深い眠りの (裏:ｳﾁ)にそっと置かれた人

のように静かにしていた。私は忍び足でまた自分の寝床へ帰った。 

 私は兄といっしょの (蚊帳:ｶﾔ)の中に寝た。 (妹:ｲﾓﾄ)の夫だけは、客

扱いを受けているせいか、独り離れた座敷に (入:ｲ)って休んだ。 

「 (関:ｾｷ)さんも気の毒だね。ああ幾日も引っ張られて帰れなくっちゃ

あ」 

 関というのはその人の (苗字:ﾐｮｳｼﾞ)であった。 

「しかしそんな忙しい (身体:ｶﾗﾀﾞ)でもないんだから、ああして泊って

いてくれるんでしょう。関さんよりも兄さんの方が困るでしょう、こ

う長くなっちゃ」 

「困っても仕方がない。 (外:ﾎｶ)の事と違うからな」 

 兄と (床:ﾄｺ)を並べて寝る私は、こんな寝物語をした。兄の頭にも私

の胸にも、父はどうせ助からないという考えがあった。どうせ助から

ないものならばという考えもあった。我々は子として親の死ぬのを待

っているようなものであった。しかし子としての我々はそれを言葉の

上に表わすのを (憚:ﾊﾊﾞ)かった。そうしてお互いにお互いがどんな事を

思っているかをよく理解し合っていた。 
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「お父さんは、まだ治る気でいるようだな」と兄が私にいった。 

 実際兄のいう通りに見えるところもないではなかった。近所のもの

が見舞にくると、父は必ず会うといって承知しなかった。会えばきっ

と、私の卒業祝いに呼ぶ事ができなかったのを残念がった。その代り

自分の病気が治ったらというような事も時々付け加えた。 

「お前の卒業祝いは (已:ﾔ)めになって結構だ。おれの時には弱ったから

ね」と兄は私の記憶を突ッついた。私はアルコールに (煽:ｱｵ)られたそ

の時の乱雑な有様を (想:ｵﾓ)い出して苦笑した。飲むものや食うものを 

(強:ｼ)いて (廻:ﾏﾜ)る父の態度も、にがにがしく私の眼に映った。 

 私たちはそれほど仲の (好:ｲ)い兄弟ではなかった。 (小:ﾁ)さいうちは 

(好:ﾖ)く (喧嘩:ｹﾝｶ)をして、年の少ない私の方がいつでも泣かされた。

学校へはいってからの専門の相違も、全く性格の相違から出ていた。

大学にいる時分の私は、ことに先生に接触した私は、遠くから兄を (眺:

ﾅｶﾞ)めて、常に動物的だと思っていた。私は長く兄に会わなかったので、

また懸け隔たった遠くにいたので、時からいっても距離からいっても、

兄はいつでも私には近くなかったのである。それでも久しぶりにこう

落ち合ってみると、兄弟の (優:ﾔｻ)しい心持がどこからか自然に (湧:ﾜ)

いて出た。場合が場合なのもその大きな (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)になっていた。二

人に共通な父、その父の死のうとしている (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)で、兄と私は握

手したのであった。 

「お前これからどうする」と兄は聞いた。私はまた全く見当の違った

質問を兄に掛けた。 

「一体(家:ｳﾁ)の財産はどうなってるんだろう」 

「おれは知らない。お父さんはまだ何ともいわないから。しかし財産

っていったところで金としては (高:ﾀｶ)の知れたものだろう」 

 母はまた母で先生の返事の来るのを苦にしていた。 

「まだ手紙は来ないかい」と私を責めた。 
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十五 

 

「先生先生というのは一体(誰:ﾀﾞﾚ)の事だい」と兄が聞いた。 

「こないだ話したじゃないか」と (私:ﾜﾀｸｼ)は答えた。私は自分で質問

をしておきながら、すぐ (他:ﾋﾄ)の説明を忘れてしまう兄に対して不快

の念を起した。 

「聞いた事は聞いたけれども」 

 兄は (必竟:ﾋｯｷｮｳ)聞いても (解:ﾜｶ)らないというのであった。私から

見ればなにも無理に先生を兄に理解してもらう必要はなかった。けれ

ども腹は立った。また例の兄らしい所が出て来たと思った。 

 先生先生と私が尊敬する以上、その人は必ず著名の士でなくてはな

らないように兄は考えていた。少なくとも大学の教授ぐらいだろうと

推察していた。名もない人、何もしていない人、それがどこに価値を

もっているだろう。兄の腹はこの点において、父と全く同じものであ

った。けれども父が何もできないから遊んでいるのだと速断するのに

引きかえて、兄は何かやれる能力があるのに、ぶらぶらしているのは 

(詰:ﾂﾏ)らん人間に限るといった (風:ﾌｳ)の (口吻:ｺｳﾌﾝ)を (洩:ﾓ)らした。 

「イゴイストはいけないね。何もしないで生きていようというのは横

着な (了簡:ﾘｮｳｹﾝ)だからね。人は自分のもっている才能をできるだけ働

かせなくっちゃ (嘘:ｳｿ)だ」 

 私は兄に向かって、自分の使っているイゴイストという言葉の意味

がよく (解:ﾜｶ)るかと聞き返してやりたかった。 

「それでもその人のお (蔭:ｶｹﾞ)で地位ができればまあ結構だ。お (父:ﾄ

ｳ)さんも喜んでるようじゃないか」 

 兄は後からこんな事をいった。先生から (明瞭:ﾒｲﾘｮｳ)な手紙の来ない

以上、私はそう信ずる事もできず、またそう口に出す勇気もなかった。

それを母の (早呑:ﾊﾔﾉ)み (込:ｺ)みでみんなにそう (吹聴:ﾌｲﾁｮｳ)してし

まった今となってみると、私は急にそれを打ち消す訳に行かなくなっ

た。私は母に催促されるまでもなく、先生の手紙を待ち受けた。
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そうしてその手紙に、どうかみんなの考えているような衣食の口の事

が書いてあればいいがと念じた。私は死に (瀕:ﾋﾝ)している父の手前、

その父に幾分でも安心させてやりたいと祈りつつある母の手前、働か

なければ人間でないようにいう兄の手前、その (他:ﾀ) (妹:ｲﾓﾄ)の夫だの 

(伯父:ｵｼﾞ)だの (叔母:ｵﾊﾞ)だのの手前、私のちっとも (頓着:ﾄﾝｼﾞｬｸ)して

いない事に、神経を悩まさなければならなかった。 

 父が変な黄色いものも (嘔:ﾊ)いた時、私はかつて先生と奥さんから聞

かされた危険を思い出した。「ああして長く寝ているんだから胃も悪く

なるはずだね」といった母の顔を見て、何も知らないその人の前に涙

ぐんだ。 

 兄と私が茶の間で落ち合った時、兄は「聞いたか」といった。それ

は医者が帰り際に兄に向っていった事を聞いたかという意味であった。

私には説明を待たないでもその意味がよく解っていた。 

「お前ここへ帰って来て、 (宅:ｳﾁ)の事を監理する気がないか」と兄が

私を顧みた。私は何とも答えなかった。 

「お母さん一人じゃ、どうする事もできないだろう」と兄がまたいっ

た。兄は私を土の (臭:ﾆｵ)いを (嗅:ｶ)いで朽ちて行っても惜しくないよ

うに見ていた。 

「本を読むだけなら、 (田舎:ｲﾅｶ)でも充分できるし、それに働く必要も

なくなるし、ちょうど (好:ｲ)いだろう」 

「兄さんが帰って来るのが順ですね」と私がいった。 

「おれにそんな事ができるものか」と兄は (一口:ﾋﾄｸﾁ)に (斥:ｼﾘｿﾞ)けた。

兄の腹の中には、世の中でこれから仕事をしようという気が (充:ﾐ)ち 

(満:ﾐ)ちていた。 

「お前がいやなら、まあ伯父さんにでも世話を頼むんだが、それにし

てもお母さんはどっちかで引き取らなくっちゃなるまい」 

「お母さんがここを動くか動かないかがすでに大きな疑問ですよ」 

 兄弟はまだ父の死なない前から、父の死んだ (後:ｱﾄ)について、こん

な風に語り合った。 

 

十六 
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 父は時々 (囈語:ｳﾜｺﾄ)をいうようになった。 

「 (乃木大将:ﾉｷﾞﾀｲｼｮｳ)に済まない。実に (面目次第:ﾒﾝﾎﾞｸｼﾀﾞｲ)がない。

いえ私もすぐお (後:ｱﾄ)から」 

 こんな言葉をひょいひょい出した。母は気味を悪がった。なるべく

みんなを (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)へ集めておきたがった。気のたしかな時は (頻:ｼ

ｷ)りに (淋:ｻﾋﾞ)しがる病人にもそれが希望らしく見えた。ことに (室:ﾍ

ﾔ)の (中:ｳﾁ)を (見廻:ﾐﾏﾜ)して母の影が見えないと、父は必ず「お (光:

ﾐﾂ)は」と聞いた。聞かないでも、眼がそれを物語っていた。 (私:ﾜﾀｸｼ)

はよく (起:ﾀ)って母を呼びに行った。「何かご用ですか」と、母が (仕

掛:ｼｶ)けた用をそのままにしておいて病室へ来ると、父はただ母の顔を

見詰めるだけで何もいわない事があった。そうかと思うと、まるで懸

け離れた話をした。突然「お光お (前:ﾏｴ)にも色々世話になったね」な

どと (優:ﾔｻ)しい言葉を出す時もあった。母はそういう言葉の前にきっ

と涙ぐんだ。そうした後ではまたきっと丈夫であった昔の父をその対

照として (想:ｵﾓ)い出すらしかった。 

「あんな (憐:ｱﾜ)れっぽい事をお言いだがね、あれでもとはずいぶん 

(酷:ﾋﾄﾞ)かったんだよ」 

 母は父のために (箒:ﾎｳｷ)で背中をどやされた時の事などを話した。今

まで (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)もそれを聞かされた私と兄は、いつもとはまるで違っ

た気分で、母の言葉を父の (記念:ｶﾀﾐ)のように耳へ受け入れた。 

 父は自分の眼の前に薄暗く映る死の影を眺めながら、まだ (遺言:ﾕｲ

ｺﾞﾝ)らしいものを口に出さなかった。 

「今のうち何か聞いておく必要はないかな」と兄が私の顔を見た。 

「そうだなあ」と私は答えた。私はこちらから進んでそんな事を持ち

出すのも病人のために (好:ﾖ)し (悪:ｱ)しだと考えていた。
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二人は決しかねてついに (伯父:ｵｼﾞ)に相談をかけた。伯父も首を傾けた。 

「いいたい事があるのに、いわないで死ぬのも残念だろうし、といっ

て、こっちから催促するのも悪いかも知れず」 

 話はとうとう (愚図愚図:ｸﾞｽﾞｸﾞｽﾞ)になってしまった。そのうちに 

(昏睡:ｺﾝｽｲ)が来た。例の通り何も知らない母は、それをただの眠りと思

い違えてかえって喜んだ。「まあああして楽に寝られれば、 (傍:ﾊﾀ)にい

るものも助かります」といった。 

 父は時々眼を開けて、 (誰:ﾀﾞﾚ)はどうしたなどと突然聞いた。その誰

はつい (先刻:ｻｯｷ)までそこに (坐:ｽﾜ)っていた人の名に限られていた。

父の意識には暗い所と明るい所とできて、その明るい所だけが、 (闇:ﾔ

ﾐ)を縫う白い糸のように、ある距離を置いて連続するようにみえた。母

が (昏睡:ｺﾝｽｲ)状態を普通の眠りと取り違えたのも無理はなかった。 

 そのうち舌が段々 (縺:ﾓﾂ)れて来た。何かいい出しても (尻:ｼﾘ)が (不

明瞭:ﾌﾒｲﾘｮｳ)に (了:ｵﾜ)るために、要領を得ないでしまう事が多くあった。

そのくせ話し始める時は、危篤の病人とは思われないほど、強い声を

出した。我々は (固:ﾓﾄ)より不断以上に調子を張り上げて、耳元へ口を

寄せるようにしなければならなかった。 

「頭を冷やすと (好:ｲ)い心持ですか」 

「うん」 

 私は看護婦を相手に、父の (水枕:ﾐｽﾞﾏｸﾗ)を取り (更:ｶ)えて、それか

ら新しい氷を入れた (氷嚢:ﾋｮｳﾉｳ)を頭の上へ (載:ﾉ)せた。がさがさに割

られて (尖:ﾄｶﾞ)り切った氷の破片が、 (嚢:ﾌｸﾛ)の中で落ちつく間、私は

父の (禿:ﾊ)げ上った額の (外:ﾊｽﾞﾚ)でそれを柔らかに (抑:ｵｻ)えていた。

その時兄が (廊下伝:ﾛｳｶﾂﾞﾀ)いにはいって来て、一通の郵便を無言のま

ま私の手に渡した。 
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 (空:ｱ)いた方の左手を出して、その郵便を受け取った私はすぐ不審を起

した。 

 それは普通の手紙に比べるとよほど目方の重いものであった。 (並:ﾅ

ﾐ)の (状袋:ｼﾞｮｳﾌﾞｸﾛ)にも入れてなかった。また並の状袋に入れられべ

き分量でもなかった。半紙で包んで、封じ目を (鄭寧:ﾃｲﾈｲ)に (糊:ﾉﾘ)

で (貼:ﾊ)り付けてあった。私はそれを兄の手から受け取った時、すぐそ

の書留である事に気が付いた。裏を返して見るとそこに先生の名がつ

つしんだ字で書いてあった。手の放せない私は、すぐ封を切る訳に行

かないので、ちょっとそれを (懐:ﾌﾄｺﾛ)に差し込んだ。 

 

十七 

 

 その日は病人の出来がことに悪いように見えた。 (私:ﾜﾀｸｼ)が (厠:ｶﾜ

ﾔ)へ行こうとして席を立った時、廊下で行き合った兄は「どこへ行く」

と番兵のような口調で (誰何:ｽｲｶ)した。 

「どうも様子が少し変だからなるべく (傍:ｿﾊﾞ)にいるようにしなくっ

ちゃいけないよ」と注意した。 

 私もそう思っていた。 (懐中:ｶｲﾁｭｳ)した手紙はそのままにしてまた病

室へ帰った。父は眼を開けて、そこに並んでいる人の名前を母に尋ね

た。母があれは誰、これは誰と一々説明してやると、父はそのたびに (首

肯:ｳﾅｽﾞ)いた。首肯かない時は、母が声を張りあげて、何々さんです、

分りましたかと念を押した。 

「どうも色々お世話になります」 

 父はこういった。そうしてまた昏睡状態に陥った。 (枕辺:ﾏｸﾗﾍﾞ)を取

り巻いている人は無言のまましばらく病人の様子を見詰めていた。や

がてその (中:ｳﾁ)の一人が立って次の (間:ﾏ)へ出た。するとまた一人立

った。私も三人目にとうとう席を (外:ﾊｽﾞ)して、自分の (室:ﾍﾔ)へ来た。

私には (先刻:ｻｯｷ) (懐:ﾌﾄｺﾛ)へ入れた郵便物の中を開けて見ようという

目的があった。それは病人の枕元でも容易にできる (所作:ｼｮｻ)には違い

なかった。
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しかし書かれたものの分量があまりに多過ぎるので、 (一息:ﾋﾄｲｷ)にそ

こで読み通す訳には行かなかった。私は特別の時間を (偸:ﾇｽ)んでそれ

に (充:ｱ)てた。 

 私は繊維の強い包み紙を引き掻くように (裂:ｻ)き破った。中から出た

ものは、 (縦横:ﾀﾃﾖｺ)に引いた (罫:ｹｲ)の中へ行儀よく書いた原稿(様:ﾖｳ)

のものであった。そうして封じる便宜のために、 (四:ﾖ)つ (折:ｵﾘ)に (畳:

ﾀﾀ)まれてあった。私は癖のついた西洋紙を、逆に折り返して読みやす

いように平たくした。 

 私の心はこの多量の紙と (印気:ｲﾝｷ)が、私に何事を語るのだろうかと

思って驚いた。私は同時に病室の事が気にかかった。私がこのかきも

のを読み始めて、読み終らない前に、父はきっとどうかなる、少なく

とも、私は兄からか母からか、それでなければ (伯父:ｵｼﾞ)からか、呼ば

れるに (極:ｷﾏ)っているという (予覚:ﾖｶｸ)があった。私は落ち付いて先

生の書いたものを読む気になれなかった。私はそわそわしながらただ

最初の一(頁:ﾍﾟｰｼﾞ)を読んだ。その頁は (下:ｼﾓ)のように (綴:ﾂﾂﾞ)られて

いた。 

「あなたから過去を問いただされた時、答える事のできなかった勇気

のない私は、今あなたの前に、それを明白に物語る自由を得たと信じ

ます。しかしその自由はあなたの上京を待っているうちにはまた失わ

れてしまう世間的の自由に過ぎないのであります。したがって、それ

を利用できる時に利用しなければ、私の過去をあなたの頭に間接の経

験として教えて上げる機会を永久に (逸:ｲｯ)するようになります。そう

すると、あの時あれほど堅く約束した言葉がまるで (嘘:ｳｿ)になります。

私はやむを得ず、口でいうべきところを、筆で申し上げる事にしまし

た」 

 私はそこまで読んで、始めてこの長いものが何のために書かれたの

か、その理由を明らかに知る事ができた。
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私の衣食の口、そんなものについて先生が手紙を寄こす (気遣:ｷﾂﾞｶ)い

はないと、私は初手から信じていた。しかし筆を (執:ﾄ)ることの嫌いな

先生が、どうしてあの事件をこう長く書いて、私に見せる気になった

のだろう。先生はなぜ私の上京するまで待っていられないだろう。 

「自由が来たから話す。しかしその自由はまた永久に失われなければ

ならない」 

 私は心のうちでこう繰り返しながら、その意味を知るに苦しんだ。

私は突然不安に襲われた。私はつづいて (後:ｱﾄ)を読もうとした。その

時病室の方から、私を呼ぶ大きな兄の声が聞こえた。私はまた驚いて

立ち上った。廊下を (馳:ｶ)け抜けるようにしてみんなのいる方へ行った。

私はいよいよ父の上に最後の瞬間が来たのだと覚悟した。 

 

十八 

 

 病室にはいつの間にか医者が来ていた。なるべく病人を楽にすると

いう主意からまた (浣腸:ｶﾝﾁｮｳ)を試みるところであった。看護婦は (昨

夜:ﾕｳﾍﾞ)の疲れを休めるために別室で寝ていた。慣れない兄は (起:ﾀ)っ

てまごまごしていた。 (私:ﾜﾀｸｼ)の顔を見ると、「ちょっと手をお (貸:ｶ)

し」といったまま、自分は席に着いた。私は兄に代って、 (油紙:ｱﾌﾞﾗｶﾞ

ﾐ)を父の (尻:ｼﾘ)の下に (宛:ｱ)てがったりした。 

 父の様子は少しくつろいで来た。三十分ほど (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)に (坐:ｽﾜ)

っていた医者は、 (浣腸:ｶﾝﾁｮｳ)の結果を認めた上、また来るといって、

帰って行った。帰り (際:ｷﾞﾜ)に、もしもの事があったらいつでも呼んで

くれるようにわざわざ断っていた。 

 私は今にも (変:ﾍﾝ)がありそうな病室を (退:ｼﾘｿﾞ)いてまた先生の手

紙を読もうとした。しかし私はすこしも (寛:ﾕｯ)くりした気分になれな

かった。机の前に坐るや (否:ｲﾅ)や、また兄から大きな声で呼ばれそう

でならなかった。
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そうして今度呼ばれれば、それが最後だという (畏怖:ｲﾌ)が私の手を 

(顫:ﾌﾙ)わした。私は先生の手紙をただ無意味に (頁:ﾍﾟｰｼﾞ)だけ (剥繰:ﾊ

ｸﾞ)って行った。私の眼は (几帳面:ｷﾁｮｳﾒﾝ)に (枠:ﾜｸ)の中に (篏:ﾊ)めら

れた (字画:ｼﾞｶｸ)を見た。けれどもそれを読む余裕はなかった。拾い読

みにする余裕すら (覚束:ｵﾎﾞﾂｶ)なかった。私は一番しまいの頁まで順々

に開けて見て、またそれを元の通りに (畳:ﾀﾀ)んで机の上に置こうとし

た。その時ふと結末に近い一句が私の眼にはいった。 

「この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいない

でしょう。とくに死んでいるでしょう」 

 私ははっと思った。今までざわざわと動いていた私の胸が一度に (凝

結:ｷﾞｮｳｹﾂ)したように感じた。私はまた逆に頁をはぐり返した。そうし

て一枚に一句ぐらいずつの割で (倒:ｻｶｻ)に読んで行った。私は (咄嗟:ﾄ

ｯｻ)の (間:ｱｲﾀﾞ)に、私の知らなければならない事を知ろうとして、ちら

ちらする (文字:ﾓﾝｼﾞ)を、眼で刺し通そうと試みた。その時私の知ろう

とするのは、ただ先生の安否だけであった。先生の過去、かつて先生

が私に話そうと約束した薄暗いその過去、そんなものは私に取って、

全く無用であった。私は (倒:ｻｶｻ)まに頁をはぐりながら、私に必要な知

識を容易に与えてくれないこの長い手紙を (自烈:ｼﾞﾚｯ)たそうに畳んだ。 

 私はまた父の様子を見に病室の戸口まで行った。病人の (枕辺:ﾏｸﾗﾍﾞ)

は (存外:ｿﾞﾝｶﾞｲ)静かであった。頼りなさそうに疲れた顔をしてそこに

坐っている母を (手招:ﾃﾏﾈ)ぎして、「どうですか様子は」と聞いた。母

は「今少し持ち合ってるようだよ」と答えた。私は父の眼の前へ顔を

出して、「どうです、浣腸して少しは心持が好くなりましたか」と尋ね

た。父は (首肯:ｳﾅｽﾞ)いた。父ははっきり「有難う」といった。
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父の精神は存外(朦朧:ﾓｳﾛｳ)としていなかった。 

 私はまた病室を (退:ｼﾘｿﾞ)いて自分の部屋に帰った。そこで時計を見

ながら、汽車の発着表を調べた。私は突然立って帯を締め直して、 (袂:

ﾀﾓﾄ)の中へ先生の手紙を投げ込んだ。それから勝手口から表へ出た。私

は夢中で医者の家へ (馳:ｶ)け込んだ。私は医者から父がもう (二:ﾆ)、 

(三日:ｻﾝﾁ) (保:ﾓ)つだろうか、そこのところを (判然:ﾊｯｷﾘ)聞こうとした。

注射でも何でもして、保たしてくれと頼もうとした。医者は (生憎:ｱｲﾆ

ｸ)留守であった。私には (凝:ｼﾞｯ)として彼の帰るのを待ち受ける時間が

なかった。心の (落:ｵ)ち (付:ﾂ)きもなかった。私はすぐ (俥:ｸﾙﾏ)を (停

車場:ｽﾃｰｼｮﾝ)へ急がせた。 

 私は停車場の壁へ (紙片:ｶﾐｷﾞﾚ)を (宛:ｱ)てがって、その上から鉛筆で

母と兄あてで手紙を書いた。手紙はごく簡単なものであったが、断ら

ないで走るよりまだ増しだろうと思って、それを急いで (宅:ｳﾁ)へ届け

るように (車夫:ｼｬﾌ)に頼んだ。そうして思い切った (勢:ｲｷｵ)いで東京行

きの汽車に飛び乗ってしまった。私はごうごう鳴る三等列車の中で、

また (袂:ﾀﾓﾄ)から先生の手紙を出して、ようやく始めからしまいまで眼

を通した。 

［＃改ページ］ 

 

 

 

下 先生と遺書 

 

 

一 

 

「…… (私:ﾜﾀｸｼ)はこの夏あなたから二、三度手紙を受け取りました。

東京で相当の地位を得たいから (宜:ﾖﾛ)しく頼むと書いてあったのは、

たしか二度目に手に (入:ｲ)ったものと記憶しています。私はそれを読ん

だ時(何:ﾅﾝ)とかしたいと思ったのです。少なくとも返事を上げなければ

済まんとは考えたのです。しかし自白すると、私はあなたの依頼に対

して、まるで努力をしなかったのです。



こころ《スピーチオ文庫》  112/238 

ご承知の通り、交際区域の狭いというよりも、世の中にたった一人で

暮しているといった方が適切なくらいの私には、そういう努力をあえ

てする余地が全くないのです。しかしそれは問題ではありません。実

をいうと、私はこの自分をどうすれば (好:ｲ)いのかと思い (煩:ﾜｽﾞﾗ)っ

ていたところなのです。このまま人間の中に取り残されたミイラのよ

うに存在して行こうか、それとも……その時分の私は「それとも」と

いう言葉を心のうちで繰り返すたびにぞっとしました。 (馳足:ｶｹｱｼ)で

絶壁の (端:ﾊｼﾞ)まで来て、急に底の見えない谷を (覗:ﾉｿﾞ)き込んだ人の

ように。私は (卑怯:ﾋｷｮｳ)でした。そうして多くの卑怯な人と同じ程度

において (煩悶:ﾊﾝﾓﾝ)したのです。 (遺憾:ｲｶﾝ)ながら、その時の私には、

あなたというものがほとんど存在していなかったといっても誇張では

ありません。一歩進めていうと、あなたの地位、あなたの (糊口:ｺｺｳ)

の (資:ｼ)、そんなものは私にとってまるで無意味なのでした。どうでも

構わなかったのです。私はそれどころの騒ぎでなかったのです。私は 

(状差:ｼﾞｮｳｻｼ)へあなたの手紙を差したなり、依然として腕組をして考え

込んでいました。 (宅:ｳﾁ)に相応の財産があるものが、何を苦しんで、

卒業するかしないのに、地位地位といって (藻掻:ﾓｶﾞ)き (廻:ﾏﾜ)るのか。

私はむしろ (苦々:ﾆｶﾞﾆｶﾞ)しい気分で、遠くにいるあなたにこんな (一

瞥:ｲﾁﾍﾞﾂ)を与えただけでした。私は返事を上げなければ済まないあな

たに対して、 (言訳:ｲｲﾜｹ)のためにこんな事を打ち明けるのです。あな

たを怒らすためにわざと (無躾:ﾌﾞｼﾂｹ)な言葉を (弄:ﾛｳ)するのではあり

ません。私の本意は (後:ｱﾄ)をご覧になればよく (解:ﾜｶ)る事と信じます。

とにかく私は何とか (挨拶:ｱｲｻﾂ)すべきところを黙っていたのですから、

私はこの怠慢の罪をあなたの前に謝したいと思います。 
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 その (後:ｺﾞ)私はあなたに電報を打ちました。 (有体:ｱﾘﾃｲ)にいえば、

あの時私はちょっとあなたに会いたかったのです。それからあなたの

希望通り私の過去をあなたのために物語りたかったのです。あなたは

返電を (掛:ｶ)けて、今東京へは出られないと断って来ましたが、私は失

望して永らくあの電報を (眺:ﾅｶﾞ)めていました。あなたも電報だけでは

気が済まなかったとみえて、また後から長い手紙を寄こしてくれたの

で、あなたの (出京:ｼｭｯｷｮｳ)できない事情がよく (解:ﾜｶ)りました。私は

あなたを失礼な男だとも何とも思う訳がありません。あなたの大事な

お父さんの病気をそっち (退:ﾉ)けにして、何であなたが (宅:ｳﾁ)を (空:

ｱ)けられるものですか。そのお父さんの (生死:ｼｮｳｼ)を忘れているよう

な私の態度こそ不都合です。――私は実際あの電報を打つ時に、あな

たのお父さんの事を忘れていたのです。そのくせあなたが東京にいる 

(頃:ｺﾛ)には、 (難症:ﾅﾝｼｮｳ)だからよく注意しなくってはいけないと、あ

れほど忠告したのは私ですのに。私はこういう矛盾な人間なのです。

あるいは私の (脳髄:ﾉｳｽﾞｲ)よりも、私の過去が私を圧迫する結果こんな

矛盾な人間に私を変化させるのかも知れません。私はこの点において

も充分私の (我:ｶﾞ)を認めています。あなたに許してもらわなくてはな

りません。 

 あなたの手紙、――あなたから来た最後の手紙――を読んだ時、私

は悪い事をしたと思いました。それでその意味の返事を出そうかと考

えて、筆を (執:ﾄ)りかけましたが、一行も書かずに (已:ﾔ)めました。ど

うせ書くなら、この手紙を書いて上げたかったから、そうしてこの手

紙を書くにはまだ時機が少し早過ぎたから、已めにしたのです。私が

ただ来るに及ばないという簡単な電報を再び打ったのは、それがため

です。 

 

二 

 

「 (私:ﾜﾀｸｼ)はそれからこの手紙を書き出しました。 (平生:ﾍｲｾﾞｲ)筆を

持ちつけない私には、自分の思うように、事件なり思想なりが運ばな

いのが重い苦痛でした。
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私はもう少しで、あなたに対する私のこの義務を (放擲:ﾎｳﾃｷ)するとこ

ろでした。しかしいくら (止:ﾖ)そうと思って筆を (擱:ｵ)いても、何にも

なりませんでした。私は一時間(経:ﾀ)たないうちにまた書きたくなりま

した。あなたから見たら、これが義務の (遂行:ｽｲｺｳ)を重んずる私の性

格のように思われるかも知れません。私もそれは (否:ｲﾅ)みません。私

はあなたの知っている通り、ほとんど世間と交渉のない孤独な人間で

すから、義務というほどの義務は、自分の左右前後を (見廻:ﾐﾏﾜ)しても、

どの方角にも根を張っておりません。故意か自然か、私はそれをでき

るだけ切り詰めた生活をしていたのです。けれども私は義務に冷淡だ

からこうなったのではありません。むしろ (鋭敏:ｴｲﾋﾞﾝ)過ぎて (刺戟:ｼ

ｹﾞｷ)に堪えるだけの精力がないから、ご覧のように消極的な月日を送る

事になったのです。だから (一旦:ｲｯﾀﾝ)約束した以上、それを果たさな

いのは、大変(厭:ｲﾔ)な心持です。私はあなたに対してこの厭な心持を避

けるためにでも、擱いた筆をまた取り上げなければならないのです。 

 その上私は書きたいのです。義務は別として私の過去を書きたいの

です。私の過去は私だけの経験だから、私だけの所有といっても (差支:

ｻｼﾂｶ)えないでしょう。それを人に与えないで死ぬのは、惜しいともい

われるでしょう。私にも多少そんな心持があります。ただし受け入れ

る事のできない人に与えるくらいなら、私はむしろ私の経験を私の (生

命:ｲﾉﾁ)と共に (葬:ﾎｳﾑ)った方が (好:ｲ)いと思います。実際ここにあなた

という一人の男が存在していないならば、私の過去はついに私の過去

で、間接にも他人の知識にはならないで済んだでしょう。私は何千万

といる日本人のうちで、ただあなただけに、私の過去を物語りたいの

です。あなたは (真面目:ﾏｼﾞﾒ)だから。あなたは真面目に人生そのもの

から生きた教訓を得たいといったから。 
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 私は暗い人世の影を遠慮なくあなたの頭の上に投げかけて上げます。

しかし恐れてはいけません。暗いものを (凝:ｼﾞｯ)と見詰めて、その中か

らあなたの参考になるものをお (攫:ﾂｶ)みなさい。私の暗いというのは、 

(固:ﾓﾄ)より倫理的に暗いのです。私は倫理的に生れた男です。また倫理

的に育てられた男です。その倫理上の考えは、今の若い人と (大分:ﾀﾞｲ

ﾌﾞ)違ったところがあるかも知れません。しかしどう間違っても、私自

身のものです。間に合せに借りた (損料着:ｿﾝﾘｮｳｷﾞ)ではありません。だ

からこれから発達しようというあなたには幾分か参考になるだろうと

思うのです。 

 あなたは現代の思想問題について、よく私に議論を向けた事を記憶

しているでしょう。私のそれに対する態度もよく (解:ﾜｶ)っているでし

ょう。私はあなたの意見を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)までしなかったけれども、決し

て尊敬を払い (得:ｳ)る程度にはなれなかった。あなたの考えには何らの

背景もなかったし、あなたは自分の過去をもつには余りに若過ぎたか

らです。私は時々笑った。あなたは物足りなそうな顔をちょいちょい

私に見せた。その (極:ｷｮｸ)あなたは私の過去を (絵巻物:ｴﾏｷﾓﾉ)のように、

あなたの前に展開してくれと (逼:ｾﾏ)った。私はその時心のうちで、始

めてあなたを尊敬した。あなたが (無遠慮:ﾌﾞｴﾝﾘｮ)に私の腹の中から、 

(或:ｱ)る生きたものを (捕:ﾂﾗ)まえようという決心を見せたからです。私

の心臓を立ち割って、温かく流れる血潮を (啜:ｽｽ)ろうとしたからです。

その時私はまだ生きていた。死ぬのが (厭:ｲﾔ)であった。それで (他日:

ﾀｼﾞﾂ)を約して、あなたの要求を (斥:ｼﾘｿﾞ)けてしまった。私は今自分で

自分の心臓を破って、その血をあなたの顔に (浴:ｱ)びせかけようとして

いるのです。私の (鼓動:ｺﾄﾞｳ)が (停:ﾄﾏ)った時、あなたの胸に新しい命

が宿る事ができるなら満足です。 

 

三 
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「私が両親を (亡:ﾅ)くしたのは、まだ私の (廿歳:ﾊﾀﾁ)にならない時分で

した。いつか (妻:ｻｲ)があなたに話していたようにも記憶していますが、

二人は同じ病気で死んだのです。しかも妻があなたに不審を起させた

通り、ほとんど同時といっていいくらいに、前後して死んだのです。

実をいうと、父の病気は恐るべき (腸:ﾁｮｳ) (窒扶斯:ﾁﾌｽ)でした。それが 

(傍:ｿﾊﾞ)にいて看護をした母に伝染したのです。 

 私は二人の間にできたたった一人の男の子でした。 (宅:ｳﾁ)には相当

の財産があったので、むしろ (鷹揚:ｵｳﾖｳ)に育てられました。私は自分

の過去を顧みて、あの時両親が死なずにいてくれたなら、少なくとも

父か母かどっちか、片方で (好:ｲ)いから生きていてくれたなら、私はあ

の鷹揚な気分を今まで持ち続ける事ができたろうにと思います。 

 私は二人の (後:ｱﾄ)に (茫然:ﾎﾞｳｾﾞﾝ)として取り残されました。私には

知識もなく、経験もなく、また分別もありませんでした。父の死ぬ時、

母は傍にいる事ができませんでした。母の死ぬ時、母には父の死んだ

事さえまだ知らせてなかったのです。母はそれを (覚:ｻﾄ)っていたか、

または (傍:ﾊﾀ)のもののいうごとく、実際父は回復期に向いつつあるも

のと信じていたか、それは分りません。母はただ (叔父:ｵｼﾞ)に万事を頼

んでいました。そこに (居合:ｲｱﾜ)せた私を指さすようにして、「この子

をどうぞ (何分:ﾅﾆﾌﾞﾝ)」といいました。私はその前から両親の許可を得

て、東京へ出るはずになっていましたので、母はそれもついでにいう

つもりらしかったのです。それで「東京へ」とだけ付け加えましたら、

叔父がすぐ (後:ｱﾄ)を引き取って、「よろしい決して心配しないがいい」

と答えました。母は強い熱に堪え (得:ｳ)る体質の女なんでしたろうか、

叔父は「 (確:ｼｯ)かりしたものだ」といって、私に向って母の事を (褒:

ﾎ)めていました。しかしこれがはたして母の遺言であったのかどうだか、

今考えると分らないのです。
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母は無論父の (罹:ｶｶ)った病気の恐るべき名前を知っていたのです。そ

うして、自分がそれに伝染していた事も承知していたのです。けれど

も自分はきっとこの病気で命を取られるとまで信じていたかどうか、

そこになると疑う余地はまだいくらでもあるだろうと思われるのです。

その上熱の高い時に出る母の言葉は、いかにそれが筋道の通った明ら

かなものにせよ、 (一向:ｲｯｺｳ)記憶となって母の頭に影さえ残していな

い事がしばしばあったのです。だから……しかしそんな事は問題では

ありません。ただこういう (風:ﾌｳ)に物を解きほどいてみたり、またぐ

るぐる (廻:ﾏﾜ)して (眺:ﾅｶﾞ)めたりする (癖:ｸｾ)は、もうその時分から、

私にはちゃんと備わっていたのです。それはあなたにも始めからお断

わりしておかなければならないと思いますが、その実例としては当面

の問題に大した関係のないこんな記述が、かえって役に立ちはしない

かと考えます。あなたの方でもまあそのつもりで読んでください。こ

の (性分:ｼｮｳﾌﾞﾝ)が倫理的に個人の行為やら動作の上に及んで、私は 

(後来:ｺｳﾗｲ)ますます (他:ﾋﾄ)の徳義心を疑うようになったのだろうと思

うのです。それが私の (煩悶:ﾊﾝﾓﾝ)や苦悩に向って、積極的に大きな力

を添えているのは (慥:ﾀｼ)かですから覚えていて下さい。 

 話が (本筋:ﾎﾝｽｼﾞ)をはずれると、分り (悪:ﾆｸ)くなりますからまたあ

とへ引き返しましょう。これでも私はこの長い手紙を書くのに、私と

同じ地位に置かれた (他:ﾎｶ)の人と比べたら、あるいは多少落ち付いて

いやしないかと思っているのです。世の中が眠ると聞こえだすあの電

車の (響:ﾋﾋﾞｷ)ももう (途絶:ﾄﾀﾞ)えました。
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雨戸の外にはいつの間にか (憐:ｱﾜ)れな虫の声が、露の秋をまた忍びや

かに思い出させるような調子で (微:ｶｽ)かに鳴いています。何も知らな

い (妻:ｻｲ)は次の (室:ﾍﾔ)で無邪気にすやすや (寝入:ﾈｲ)っています。私

が筆を (執:ﾄ)ると、一字一(劃:ｶｸ)ができあがりつつペンの先で鳴ってい

ます。私はむしろ落ち付いた気分で紙に向っているのです。 (不馴:ﾌﾅ)

れのためにペンが横へ (外:ｿ)れるかも知れませんが、頭が (悩乱:ﾉｳﾗﾝ)

して筆がしどろに走るのではないように思います。 

 

四 

 

「とにかくたった一人取り残された (私:ﾜﾀｸｼ)は、母のいい付け通り、

この (叔父:ｵｼﾞ)を頼るより (外:ﾎｶ)に (途:ﾐﾁ)はなかったのです。叔父は

また (一切:ｲｯｻｲ)を引き受けて (凡:ｽﾍﾞ)ての世話をしてくれました。そ

うして私を私の希望する東京へ出られるように取り計らってくれまし

た。 

 私は東京へ来て高等学校へはいりました。その時の高等学校の生徒

は今よりもよほど (殺伐:ｻﾂﾊﾞﾂ)で粗野でした。私の知ったものに、 (夜

中:ﾖﾙ)職人と (喧嘩:ｹﾝｶ)をして、相手の頭へ (下駄:ｹﾞﾀ)で傷を負わせた

のがありました。それが酒を飲んだ (揚句:ｱｹﾞｸ)の事なので、夢中に (擲:

ﾅｸﾞ)り合いをしている (間:ｱｲﾀﾞ)に、学校の制帽をとうとう向うのもの

に取られてしまったのです。ところがその帽子の裏には当人の名前が

ちゃんと、 (菱形:ﾋｼｶﾞﾀ)の白いきれの上に書いてあったのです。それで

事が面倒になって、その男はもう少しで警察から学校へ照会されると

ころでした。しかし友達が色々と骨を折って、ついに (表沙汰:ｵﾓﾃｻﾞﾀ)

にせずに済むようにしてやりました。こんな乱暴な行為を、上品な今

の空気のなかに育ったあなた方に聞かせたら、定めて (馬鹿馬鹿:ﾊﾞｶﾊﾞ

ｶ)しい感じを起すでしょう。
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私も実際馬鹿馬鹿しく思います。しかし彼らは今の学生にない一種(質

朴:ｼﾂﾎﾞｸ)な点をその代りにもっていたのです。当時私の月々叔父から 

(貰:ﾓﾗ)っていた金は、あなたが今、お父さんから送ってもらう学資に比

べると (遥:ﾊﾙ)かに少ないものでした。（無論物価も違いましょうが）。

それでいて私は少しの不足も感じませんでした。のみならず数ある同

級生のうちで、経済の点にかけては、決して人を (羨:ｳﾗﾔ)ましがる (憐:

ｱﾜ)れな境遇にいた訳ではないのです。今から回顧すると、むしろ人に

羨ましがられる方だったのでしょう。というのは、私は月々 (極:ｷﾏ)っ

た送金の外に、書籍費、（私はその時分から書物を買う事が好きでした）、

および臨時の費用を、よく叔父から請求して、ずんずんそれを自分の

思うように消費する事ができたのですから。 

 何も知らない私は、 (叔父:ｵｼﾞ)を信じていたばかりでなく、常に感謝

の心をもって、叔父をありがたいもののように尊敬していました。叔

父は事業家でした。県会議員にもなりました。その関係からでもあり

ましょう、政党にも縁故があったように記憶しています。父の実の弟

ですけれども、そういう点で、性格からいうと父とはまるで違った方

へ向いて発達したようにも見えます。父は先祖から譲られた遺産を大

事に守って行く (篤実一方:ﾄｸｼﾞﾂｲｯﾎﾟｳ)の男でした。楽しみには、茶だ

の花だのをやりました。それから詩集などを読む事も好きでした。 (書

画骨董:ｼｮｶﾞｺｯﾄｳ)といった (風:ﾌｳ)のものにも、多くの趣味をもっている

様子でした。家は (田舎:ｲﾅｶ)にありましたけれども、二(里:ﾘ)ばかり隔

たった (市:ｼ)、――その市には叔父が住んでいたのです、――その市か

ら時々道具屋が (懸物:ｶｹﾓﾉ)だの、 (香炉:ｺｳﾛ)だのを持って、わざわざ

父に見せに来ました。
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父は (一口:ﾋﾄｸﾁ)にいうと、まあマン・オフ・ミーンズとでも評したら 

(好:ｲ)いのでしょう。比較的上品な (嗜好:ｼｺｳ)をもった田舎紳士だった

のです。だから (気性:ｷｼｮｳ)からいうと、 (闊達:ｶｯﾀﾂ)な叔父とはよほど

の (懸隔:ｹﾝｶｸ)がありました。それでいて二人はまた妙に仲が好かった

のです。父はよく叔父を評して、自分よりも (遥:ﾊﾙ)かに働きのある頼

もしい人のようにいっていました。自分のように、親から財産を譲ら

れたものは、どうしても固有の (材幹:ｻｲｶﾝ)が (鈍:ﾆﾌﾞ)る、つまり世の

中と闘う必要がないからいけないのだともいっていました。この言葉

は母も聞きました。私も聞きました。父はむしろ私の心得になるつも

りで、それをいったらしく思われます。「お前もよく覚えているが (好:

ｲ)い」と父はその時わざわざ私の顔を見たのです。だから私はまだそれ

を忘れずにいます。このくらい私の父から信用されたり、 (褒:ﾎ)められ

たりしていた叔父を、私がどうして疑う事ができるでしょう。私には

ただでさえ誇りになるべき叔父でした。父や母が亡くなって、万事そ

の人の世話にならなければならない私には、もう単なる誇りではなか

ったのです。私の存在に必要な人間になっていたのです。 

 

五 

 

「私が夏休みを利用して始めて国へ帰った時、両親の死に断えた私の 

(住居:ｽﾏｲ)には、新しい主人として、叔父夫婦が入れ代って住んでいま

した。これは私が東京へ出る前からの約束でした。たった一人取り残

された私が家にいない以上、そうでもするより (外:ﾎｶ)に仕方がなかっ

たのです。 

 叔父はその (頃:ｺﾛ)市にある色々な会社に関係していたようです。業

務の都合からいえば、今までの (居宅:ｷｮﾀｸ)に (寝起:ﾈｵ)きする方が、二

(里:ﾘ)も (隔:ﾍﾀﾞﾀ)った私の家に移るより遥かに便利だといって笑いま

した。
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これは私の父母が亡くなった (後:ｱﾄ)、どう (邸:ﾔｼｷ)を始末して、私が

東京へ出るかという相談の時、叔父の口を (洩:ﾓ)れた言葉であります。

私の家は (旧:ﾌﾙ)い歴史をもっているので、少しはその (界隈:ｶｲﾜｲ)で人

に知られていました。あなたの郷里でも同じ事だろうと思いますが、

田舎では (由緒:ﾕｲｼｮ)のある家を、相続人があるのに (壊:ｺﾜ)したり売っ

たりするのは大事件です。今の私ならそのくらいの事は何とも思いま

せんが、その頃はまだ子供でしたから、東京へは出たし、 (家:ｳﾁ)はそ

のままにして置かなければならず、はなはだ (所置:ｼｮﾁ)に苦しんだので

す。 

  (叔父:ｵｼﾞ)は仕方なしに私の (空家:ｱｷﾔ)へはいる事を承諾してくれ

ました。しかし (市:ｼ)の方にある (住居:ｽﾏｲ)もそのままにしておいて、

両方の間を (往:ｲ)ったり来たりする便宜を与えてもらわなければ困る

といいました。私に［＃「私に」は底本では「私は」］ (固:ﾓﾄ)より異議

のありようはずがありません。私はどんな条件でも東京へ出られれば 

(好:ｲ)いくらいに考えていたのです。 

 子供らしい私は、 (故郷:ﾌﾙｻﾄ)を離れても、まだ心の眼で、懐かしげ

に故郷の家を望んでいました。固よりそこにはまだ自分の帰るべき家

があるという (旅人:ﾀﾋﾞﾋﾞﾄ)の心で望んでいたのです。休みが来れば帰

らなくてはならないという気分は、いくら東京を恋しがって出て来た

私にも、力強くあったのです。私は熱心に勉強し、愉快に遊んだ (後:ｱ

ﾄ)、休みには帰れると思うその故郷の家をよく夢に見ました。 

 私の留守の間、叔父はどんな (風:ﾌｳ)に両方の間を (往:ﾕ)き来してい

たか知りません。私の着いた時は、家族のものが、みんな (一:ﾋﾄ)つ (家:

ｲｴ)の内に集まっていました。
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学校へ出る子供などは (平生:ﾍｲｾﾞｲ)おそらく市の方にいたのでしょう

が、これも休暇のために (田舎:ｲﾅｶ)へ遊び半分といった (格:ｶｸ)で引き

取られていました。 

 みんな私の顔を見て喜びました。私はまた父や母のいた時より、か

えって (賑:ﾆｷﾞ)やかで陽気になった家の様子を見て (嬉:ｳﾚ)しがりまし

た。叔父はもと私の部屋になっていた (一間:ﾋﾄﾏ)を占領している一番目

の男の子を追い出して、私をそこへ入れました。座敷の (数:ｶｽﾞ)も少な

くないのだから、私はほかの部屋で構わないと辞退したのですけれど

も、叔父はお前の (宅:ｳﾁ)だからといって、聞きませんでした。 

 私は折々亡くなった父や母の事を思い出す (外:ﾎｶ)に、何の不愉快も

なく、その (一夏:ﾋﾄﾅﾂ)を叔父の家族と共に過ごして、また東京へ帰っ

たのです。ただ一つその夏の出来事として、私の心にむしろ薄暗い影

を投げたのは、叔父夫婦が口を (揃:ｿﾛ)えて、まだ高等学校へ入ったば

かりの私に結婚を勧める事でした。それは前後で丁度三、四回も繰り

返されたでしょう。私も始めはただその突然なのに驚いただけでした。

二度目には (判然:ﾊｯｷﾘ)断りました。三度目にはこっちからとうとうそ

の理由を反問しなければならなくなりました。彼らの主意は (単簡:ﾀﾝｶ

ﾝ)でした。早く (嫁:ﾖﾒ)を (貰:ﾓﾗ)ってここの家へ帰って来て、亡くなっ

た父の後を相続しろというだけなのです。家は (休暇:ﾔｽﾐ)になって帰り

さえすれば、それでいいものと私は考えていました。父の後を相続す

る、それには嫁が必要だから (貰:ﾓﾗ)う、両方とも理屈としては (一通:

ﾋﾄﾄｵ)り聞こえます。ことに田舎の事情を知っている私には、よく (解:

ﾜｶ)ります。私も絶対にそれを嫌ってはいなかったのでしょう。
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しかし東京へ修業に出たばかりの私には、それが (遠眼鏡:ﾄｵﾒｶﾞﾈ)で物

を見るように、 (遥:ﾊﾙ)か先の距離に望まれるだけでした。私は叔父の

希望に承諾を与えないで、ついにまた私の家を去りました。 

 

六 

 

「私は縁談の事をそれなり忘れてしまいました。私の (周囲:ｸﾞﾙﾘ)を取

り (捲:ﾏ)いている青年の顔を見ると、 (世帯染:ｼｮﾀｲｼﾞ)みたものは一人

もいません。みんな自由です、そうして (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)く単独らしく思われ

たのです。こういう気楽な人の (中:ｳﾁ)にも、裏面にはいり込んだら、

あるいは家庭の事情に余儀なくされて、すでに妻を迎えていたものが

あったかも知れませんが、子供らしい私はそこに気が付きませんでし

た。それからそういう特別の境遇に置かれた人の方でも、 (四辺:ｱﾀﾘ)

に (気兼:ｷｶﾞﾈ)をして、なるべくは書生に縁の遠いそんな内輪の話はし

ないように慎んでいたのでしょう。 (後:ｱﾄ)から考えると、私自身がす

でにその組だったのですが、私はそれさえ分らずに、ただ子供らしく

愉快に修学の道を歩いて行きました。 

 学年の終りに、私はまた (行李:ｺｳﾘ)を (絡:ｶﾗ)げて、親の墓のある (田

舎:ｲﾅｶ)へ帰って来ました。そうして去年と同じように、 (父母:ﾁﾁﾊﾊ)の

いたわが (家:ｲｴ)の中で、また (叔父:ｵｼﾞ)夫婦とその子供の変らない顔

を見ました。私は再びそこで (故郷:ﾌﾙｻﾄ)の (匂:ﾆｵ)いを (嗅:ｶ)ぎました。

その匂いは私に取って依然として懐かしいものでありました。一学年

の単調を破る変化としても有難いものに違いなかったのです。 

 しかしこの自分を育て上げたと同じような匂いの中で、私はまた突

然結婚問題を叔父から鼻の先へ突き付けられました。叔父のいう所は、

去年の勧誘を再び繰り返したのみです。理由も去年と同じでした。
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ただこの前(勧:ｽｽ)められた時には、何らの目的物がなかったのに、今度

はちゃんと (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の当人を (捕:ﾂﾗ)まえていたので、私はなお困

らせられたのです。その当人というのは叔父の娘すなわち私の (従妹:ｲ

ﾄｺ)に当る女でした。その女を (貰:ﾓﾗ)ってくれれば、お互いのために便

宜である、父も (存生中:ｿﾞﾝｼｮｳﾁｭｳ)そんな事を話していた、と叔父がい

うのです。私もそうすれば便宜だとは思いました。父が叔父にそうい

う (風:ﾌｳ)な話をしたというのもあり (得:ｳ)べき事と考えました。しか

しそれは私が叔父にいわれて、始めて気が付いたので、いわれない前

から、 (覚:ｻﾄ)っていた事柄ではないのです。だから私は驚きました。

驚いたけれども、叔父の希望に無理のないところも、それがためによ

く (解:ﾜｶ)りました。私は (迂闊:ｳｶﾂ)なのでしょうか。あるいはそうな

のかも知れませんが、おそらくその従妹に (無頓着:ﾑﾄﾝｼﾞｬｸ)であったの

が、おもな (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)になっているのでしょう。私は (小供:ｺﾄﾞﾓ)の

うちから (市:ｼ)にいる叔父の (家:ｳﾁ)へ始終遊びに行きました。ただ行

くばかりでなく、よくそこに泊りました。そうしてこの従妹とはその

時分から親しかったのです。あなたもご承知でしょう、 (兄妹:ｷｮｳﾀﾞｲ)

の間に恋の成立した (例:ﾀﾒｼ)のないのを。私はこの公認された事実を勝

手に (布衍:ﾌｴﾝ)しているかも知れないが、始終接触して親しくなり過ぎ

た (男女:ﾅﾝﾆｮ)の間には、恋に必要な (刺戟:ｼｹﾞｷ)の起る清新な感じが失

われてしまうように考えています。 (香:ｺｳ)をかぎ (得:ｳ)るのは、香を 

(焚:ﾀ)き出した瞬間に限るごとく、酒を味わうのは、酒を飲み始めた (刹

那:ｾﾂﾅ)にあるごとく、恋の衝動にもこういう (際:ｷﾜ)どい一点が、時間

の上に存在しているとしか思われないのです。
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一度平気でそこを通り抜けたら、 (馴:ﾅ)れれば馴れるほど、親しみが増

すだけで、恋の神経はだんだん (麻痺:ﾏﾋ)して来るだけです。私はどう

考え直しても、この (従妹:ｲﾄｺ)を妻にする気にはなれませんでした。 

  (叔父:ｵｼﾞ)はもし私が主張するなら、私の卒業まで結婚を延ばしても

いいといいました。けれども善は急げという (諺:ｺﾄﾜｻﾞ)もあるから、で

きるなら今のうちに (祝言:ｼｭｳｹﾞﾝ)の (盃:ｻｶｽﾞｷ)だけは済ませておきた

いともいいました。当人に望みのない私にはどっちにしたって同じ事

です。私はまた断りました。叔父は (厭:ｲﾔ)な顔をしました。従妹は泣

きました。私に添われないから悲しいのではありません。結婚の申し

込みを拒絶されたのが、女として (辛:ﾂﾗ)かったからです。私が従妹を

愛していないごとく、従妹も私を愛していない事は、私によく知れて

いました。私はまた東京へ出ました。 

 

七 

 

「私が三度目に帰国したのは、それからまた一年(経:ﾀ)った夏の (取付:

ﾄｯﾂｷ)でした。私はいつでも学年試験の済むのを待ちかねて東京を逃げ

ました。私には (故郷:ﾌﾙｻﾄ)がそれほど懐かしかったからです。あなた

にも覚えがあるでしょう、生れた所は空気の色が違います、土地の (匂:

ﾆｵ)いも格別です、父や母の記憶も (濃:ｺﾏﾔ)かに (漂:ﾀﾀﾞﾖ)っています。

一年のうちで、七、八の (二月:ﾌﾀﾂｷ)をその中に (包:ｸﾙ)まれて、穴に入

った (蛇:ﾍﾋﾞ)のように (凝:ｼﾞｯ)としているのは、私に取って何よりも温

かい (好:ｲ)い心持だったのです。 

 単純な私は従妹との結婚問題について、さほど頭を痛める必要がな

いと思っていました。厭なものは断る、断ってさえしまえば (後:ｱﾄ)に

は何も残らない、私はこう信じていたのです。だから叔父の希望通り

に意志を曲げなかったにもかかわらず、私はむしろ平気でした。
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過去一年の間いまだかつてそんな事に (屈托:ｸｯﾀｸ)した覚えもなく、相

変らずの元気で国へ帰ったのです。 

 ところが帰って見ると叔父の態度が違っています。元のように (好:ｲ)

い顔をして私を自分の (懐:ﾌﾄｺﾛ)に (抱:ﾀﾞ)こうとしません。それでも 

(鷹揚:ｵｳﾖｳ)に育った私は、帰って四、五日の間は気が付かずにいました。

ただ何かの機会にふと変に思い出したのです。すると妙なのは、叔父

ばかりではないのです。 (叔母:ｵﾊﾞ)も妙なのです。従妹も妙なのです。

中学校を出て、これから東京の高等商業へはいるつもりだといって、

手紙でその様子を聞き合せたりした叔父の男の子まで妙なのです。 

 私の (性分:ｼｮｳﾌﾞﾝ)として考えずにはいられなくなりました。どうし

て私の心持がこう変ったのだろう。いやどうして向うがこう変ったの

だろう。私は突然死んだ父や母が、 (鈍:ﾆﾌﾞ)い私の眼を洗って、急に世

の中が (判然:ﾊｯｷﾘ)見えるようにしてくれたのではないかと疑いました。

私は父や母がこの世にいなくなった (後:ｱﾄ)でも、いた時と同じように

私を愛してくれるものと、どこか心の奥で信じていたのです。もっと

もその (頃:ｺﾛ)でも私は決して理に暗い (質:ﾀﾁ)ではありませんでした。

しかし先祖から譲られた迷信の (塊:ｶﾀﾏ)りも、強い力で私の血の中に 

(潜:ﾋｿ)んでいたのです。今でも潜んでいるでしょう。 

 私はたった一人山へ行って、父母の墓の前に (跪:ﾋｻﾞﾏｽﾞ)きました。 

(半:ﾅｶﾊﾞ)は (哀悼:ｱｲﾄｳ)の意味、半は感謝の心持で跪いたのです。そう

して私の未来の幸福が、この冷たい石の下に横たわる彼らの手にまだ

握られてでもいるような気分で、私の運命を守るべく彼らに祈りまし

た。あなたは笑うかもしれない。私も笑われても仕方がないと思いま

す。しかし私はそうした人間だったのです。 

 私の世界は (掌:ﾀﾅｺﾞｺﾛ)を翻すように変りました。
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もっともこれは私に取って始めての経験ではなかったのです。私が十

六、七の時でしたろう、始めて世の中に美しいものがあるという事実

を発見した時には、一度にはっと驚きました。 (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)も自分の眼

を (疑:ｳﾀｸﾞ)って、何遍も自分の眼を (擦:ｺｽ)りました。そうして心の 

(中:ｳﾁ)でああ美しいと叫びました。十六、七といえば、男でも女でも、

俗にいう (色気:ｲﾛｹ)の付く頃です。色気の付いた私は世の中にある美し

いものの代表者として、始めて女を見る事ができたのです。今までそ

の存在に少しも気の付かなかった異性に対して、 (盲目:ﾒｸﾗ)の眼が (忽:

ﾀﾁﾏ)ち (開:ｱ)いたのです。それ以来私の天地は全く新しいものとなりま

した。 

 私が (叔父:ｵｼﾞ)の態度に心づいたのも、全くこれと同じなんでしょう。 

(俄然:ｶﾞｾﾞﾝ)として心づいたのです。何の予感も準備もなく、不意に来

たのです。不意に彼と彼の家族が、今までとはまるで別物のように私

の眼に映ったのです。私は驚きました。そうしてこのままにしておい

ては、自分の (行先:ﾕｸｻｷ)がどうなるか分らないという気になりました。 

 

八 

 

「私は今まで叔父(任:ﾏｶ)せにしておいた家の財産について、詳しい知識

を得なければ、死んだ (父母:ﾁﾁﾊﾊ)に対して済まないという気を起した

のです。叔父は忙しい (身体:ｶﾗﾀﾞ)だと自称するごとく、毎晩同じ所に 

(寝泊:ﾈﾄﾏ)りはしていませんでした。二日(家:ｳﾁ)へ帰ると三日は (市:ｼ)

の方で暮らすといった (風:ﾌｳ)に、両方の間を (往来:ﾕｷｷ)して、その日

その日を落ち付きのない顔で過ごしていました。そうして忙しいとい

う言葉を (口癖:ｸﾁｸｾ)のように使いました。何の疑いも起らない時は、

私も実際に忙しいのだろうと思っていたのです。それから、忙しがら

なくては当世流でないのだろうと、皮肉にも解釈していたのです。
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けれども財産の事について、時間の (掛:ｶ)かる話をしようという目的が

できた眼で、この忙しがる様子を見ると、それが単に私を避ける口実

としか受け取れなくなって来たのです。私は容易に叔父を (捕:ﾂﾗ)まえ

る機会を得ませんでした。 

 私は叔父が市の方に (妾:ﾒｶｹ)をもっているという (噂:ｳﾜｻ)を聞きま

した。私はその噂を昔中学の同級生であったある友達から聞いたので

す。妾を置くぐらいの事は、この叔父として少しも (怪:ｱﾔ)しむに足ら

ないのですが、父の生きているうちに、そんな評判を耳に入れた (覚:ｵ

ﾎﾞ)えのない私は驚きました。友達はその (外:ﾎｶ)にも色々叔父について

の噂を語って聞かせました。一時事業で失敗しかかっていたように 

(他:ﾋﾄ)から思われていたのに、この二、三年来また急に盛り返して来た

というのも、その一つでした。しかも私の疑惑を強く染めつけたもの

の一つでした。 

 私はとうとう (叔父:ｵｼﾞ)と談判を開きました。談判というのは少し 

(不穏当:ﾌｵﾝﾄｳ)かも知れませんが、話の (成行:ﾅﾘﾕ)きからいうと、そん

な言葉で形容するより外に (途:ﾐﾁ)のないところへ、自然の調子が落ち

て来たのです。叔父はどこまでも私を子供扱いにしようとします。私

はまた始めから (猜疑:ｻｲｷﾞ)の眼で叔父に対しています。穏やかに解決

のつくはずはなかったのです。 

  (遺憾:ｲｶﾝ)ながら私は今その談判の (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)を詳しくここに書く

事のできないほど先を急いでいます。実をいうと、私はこれより以上

に、もっと大事なものを控えているのです。私のペンは早くからそこ

へ (辿:ﾀﾄﾞ)りつきたがっているのを、 (漸:ﾔｯ)との事で抑えつけている

くらいです。
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あなたに会って静かに話す機会を永久に失った私は、筆を (執:ﾄ)る (術:

ｽﾍﾞ)に慣れないばかりでなく、 (貴:ﾀｯﾄ)い時間を (惜:ｵｼ)むという意味

からして、書きたい事も省かなければなりません。 

 あなたはまだ覚えているでしょう、私がいつかあなたに、造り付け

の悪人が世の中にいるものではないといった事を。多くの善人がいざ

という場合に突然悪人になるのだから油断してはいけないといった事

を。あの時あなたは私に (昂奮:ｺｳﾌﾝ)していると注意してくれました。

そうしてどんな場合に、善人が悪人に変化するのかと尋ねました。私

がただ (一口:ﾋﾄｸﾁ)金と答えた時、あなたは不満な顔をしました。私は

あなたの不満な顔をよく記憶しています。私は今あなたの前に打ち明

けるが、私はあの時この叔父の事を考えていたのです。普通のものが

金を見て急に悪人になる例として、世の中に信用するに足るものが存

在し得ない例として、 (憎悪:ｿﾞｳｵ)と共に私はこの叔父を考えていたの

です。私の答えは、思想界の奥へ突き進んで行こうとするあなたに取

って物足りなかったかも知れません、 (陳腐:ﾁﾝﾌﾟ)だったかも知れませ

ん。けれども私にはあれが生きた答えでした。現に私は昂奮していた

ではありませんか。私は (冷:ﾋﾔ)やかな頭で新しい事を口にするよりも、

熱した舌で平凡な説を述べる方が生きていると信じています。血の力

で (体:ﾀｲ)が動くからです。言葉が空気に波動を伝えるばかりでなく、

もっと強い物にもっと強く働き掛ける事ができるからです。 

 

九 

 

「 (一口:ﾋﾄｸﾁ)でいうと、叔父は (私:ﾜﾀｸｼ)の財産を (胡魔化:ｺﾞﾏｶ)した

のです。事は私が東京へ出ている三年の間に (容易:ﾀﾔｽ)く行われたので

す。すべてを叔父(任:ﾏｶ)せにして平気でいた私は、世間的にいえば本当

の馬鹿でした。世間的以上の見地から評すれば、あるいは純なる (尊:ﾀ

ｯﾄ)い男とでもいえましょうか。
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私はその時の (己:ｵﾉ)れを顧みて、なぜもっと人が悪く生れて来なかっ

たかと思うと、正直過ぎた自分が (口惜:ｸﾔ)しくって (堪:ﾀﾏ)りません。

しかしまたどうかして、もう一度ああいう生れたままの姿に立ち帰っ

て生きて見たいという心持も起るのです。記憶して下さい、あなたの

知っている私は (塵:ﾁﾘ)に汚れた (後:ｱﾄ)の私です。きたなくなった年数

の多いものを先輩と呼ぶならば、私はたしかにあなたより先輩でしょ

う。 

 もし私が叔父の希望通り叔父の娘と結婚したならば、その結果は物

質的に私に取って有利なものでしたろうか。これは考えるまでもない

事と思います。 (叔父:ｵｼﾞ)は策略で娘を私に押し付けようとしたのです。

好意的に両家の便宜を計るというよりも、ずっと (下卑:ｹﾞﾋﾞ)た利害心

に駆られて、結婚問題を私に向けたのです。私は (従妹:ｲﾄｺ)を愛してい

ないだけで、嫌ってはいなかったのですが、後から考えてみると、そ

れを断ったのが私には多少の愉快になると思います。 (胡魔化:ｺﾞﾏｶ)さ

れるのはどっちにしても同じでしょうけれども、 (載:ﾉ)せられ方からい

えば、従妹を (貰:ﾓﾗ)わない方が、向うの思い通りにならないという点

から見て、少しは私の (我:ｶﾞ)が通った事になるのですから。しかしそ

れはほとんど問題とするに足りない (些細:ｻｻｲ)な事柄です。ことに関係

のないあなたにいわせたら、さぞ (馬鹿気:ﾊﾞｶｹﾞ)た意地に見えるでしょ

う。 

 私と叔父の間に (他:ﾀ)の (親戚:ｼﾝｾｷ)のものがはいりました。その親

戚のものも私はまるで信用していませんでした。信用しないばかりで

なく、むしろ敵視していました。私は叔父が私を (欺:ｱｻﾞﾑ)いたと (覚:

ｻﾄ)ると共に、 (他:ﾎｶ)のものも必ず自分を欺くに違いないと思い詰めま

した。父があれだけ (賞:ﾎ)め抜いていた叔父ですらこうだから、他のも

のはというのが私の (論理:ﾛｼﾞｯｸ)でした。 
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 それでも彼らは私のために、私の所有にかかる (一切:ｲｯｻｲ)のものを 

(纏:ﾏﾄ)めてくれました。それは金額に見積ると、私の予期より (遥:ﾊﾙ)

かに少ないものでした。私としては黙ってそれを受け取るか、でなけ

れば叔父を相手取って (公沙汰:ｵｵﾔｹｻﾞﾀ)にするか、二つの方法しかなか

ったのです。私は (憤:ｲｷﾄﾞｵ)りました。また迷いました。訴訟にすると 

(落着:ﾗｸﾁｬｸ)までに長い時間のかかる事も恐れました。私は修業中のか

らだですから、学生として大切な時間を奪われるのは非常の苦痛だと

も考えました。私は思案の結果、 (市:ｼ)におる中学の旧友に頼んで、私

の受け取ったものを、すべて金の (形:ｶﾀﾁ)に変えようとしました。旧友

は (止:ﾖ)した方が得だといって忠告してくれましたが、私は聞きません

でした。私は永く (故郷:ｺｷｮｳ)を離れる決心をその時に起したのです。

叔父の顔を見まいと心のうちで誓ったのです。 

 私は国を立つ前に、また父と母の墓へ参りました。私はそれぎりそ

の墓を見た事がありません。もう永久に見る機会も来ないでしょう。 

 私の旧友は私の言葉通りに取り計らってくれました。もっともそれ

は私が東京へ着いてからよほど (経:ﾀ)った (後:ﾉﾁ)の事です。 (田舎:ｲﾅ

ｶ)で (畠地:ﾊﾀﾁ)などを売ろうとしたって容易には売れませんし、いざと

なると足元を見て踏み倒される恐れがあるので、私の受け取った金額

は、時価に比べるとよほど少ないものでした。自白すると、私の財産

は自分が (懐:ﾌﾄｺﾛ)にして家を出た若干の公債と、 (後:ｱﾄ)からこの友人

に送ってもらった金だけなのです。親の遺産としては (固:ﾓﾄ)より非常

に減っていたに相違ありません。しかも私が積極的に減らしたのでな

いから、なお心持が悪かったのです。けれども学生として生活するに

はそれで充分以上でした。実をいうと私はそれから出る利子の半分も

使えませんでした。
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この余裕ある私の学生生活が私を思いも寄らない境遇に (陥:ｵﾄ)し入れ

たのです。 

 

十 

 

「金に不自由のない (私:ﾜﾀｸｼ)は、 (騒々:ｿｳｿﾞｳ)しい下宿を出て、新し

く一戸を構えてみようかという気になったのです。しかしそれには世

帯道具を買う面倒もありますし、世話をしてくれる (婆:ﾊﾞｱ)さんの必要

も起りますし、その婆さんがまた正直でなければ困るし、 (宅:ｳﾁ)を留

守にしても大丈夫なものでなければ心配だし、といった訳で、ちょく

らちょいと実行する事は (覚束:ｵﾎﾞﾂｶ)なく見えたのです。ある日私はま

あ (宅:ｳﾁ)だけでも探してみようかというそぞろ (心:ｺﾞｺﾛ)から、散歩が

てらに (本郷台:ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞｲ)を西へ下りて (小石川:ｺｲｼｶﾜ)の坂を (真直:ﾏｯ

ｽｸﾞ)に (伝通院:ﾃﾞﾝｽﾞｳｲﾝ)の方へ上がりました。電車の通路になってか

ら、あそこいらの様子がまるで違ってしまいましたが、その (頃:ｺﾛ)は

左手が (砲兵工廠:ﾎｳﾍｲｺｳｼｮｳ)の (土塀:ﾄﾞﾍﾞｲ)で、右は原とも丘ともつか

ない (空地:ｸｳﾁ)に草が一面に生えていたものです。私はその草の中に立

って、 (何心:ﾅﾆｺﾞｺﾛ)なく向うの (崖:ｶﾞｹ)を (眺:ﾅｶﾞ)めました。今でも

悪い景色ではありませんが、その頃はまたずっとあの西側の (趣:ｵﾓﾑｷ)

が違っていました。見渡す限り緑が一面に深く茂っているだけでも、

神経が休まります。私はふとここいらに適当な (宅:ｳﾁ)はないだろうか

と思いました。それで (直:ｽ)ぐ (草原:ｸｻﾊﾗ)を横切って、細い通りを北

の方へ進んで行きました。いまだに (好:ｲ)い町になり切れないで、がた

ぴししているあの (辺:ﾍﾝ)の (家並:ｲｴﾅﾐ)は、その時分の事ですからずい

ぶん汚ならしいものでした。私は (露次:ﾛｼﾞ)を抜けたり、 (横丁:ﾖｺﾁｮｳ)

を (曲:ﾏｶﾞ)ったり、ぐるぐる歩き (廻:ﾏﾜ)りました。
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しまいに (駄菓子屋:ﾀﾞｶﾞｼﾔ)の (上:ｶﾐ)さんに、ここいらに小ぢんまりし

た (貸家:ｶｼﾔ)はないかと尋ねてみました。上さんは「そうですね」とい

って、 (少時:ｼﾊﾞﾗｸ)首をかしげていましたが、「かし (家:ﾔ)はちょいと

……」と全く思い当らない (風:ﾌｳ)でした。私は (望:ﾉｿﾞﾐ)のないものと 

(諦:ｱｷ)らめて帰り掛けました。すると上さんがまた、「 (素人下宿:ｼﾛｳﾄ

ｹﾞｼｭｸ)じゃいけませんか」と聞くのです。私はちょっと気が変りました。

静かな (素人屋:ｼﾛｳﾄﾔ)に一人で下宿しているのは、かえって (家:ｳﾁ)を

持つ面倒がなくって結構だろうと考え出したのです。それからその駄

菓子屋の店に腰を掛けて、上さんに詳しい事を教えてもらいました。 

 それはある軍人の家族、というよりもむしろ遺族、の住んでいる家

でした。主人は何でも (日清:ﾆｯｼﾝ)戦争の時か何かに死んだのだと上さ

んがいいました。一年ばかり前までは、 市ヶ(谷:ｲﾁｶﾞﾔ)の (士官:ｼｶﾝ)

学校の (傍:ｿﾊﾞ)とかに住んでいたのだが、 (厩:ｳﾏﾔ)などがあって、 (邸:

ﾔｼｷ)が広過ぎるので、そこを売り払って、ここへ引っ越して来たけれど

も、 (無人:ﾌﾞﾆﾝ)で (淋:ｻﾑ)しくって困るから相当の人があったら世話を

してくれと頼まれていたのだそうです。私は上さんから、その家には 

(未亡人:ﾋﾞﾎﾞｳｼﾞﾝ)と一人娘と (下女:ｹﾞｼﾞｮ)より (外:ﾎｶ)にいないのだと

いう事を確かめました。私は閑静で (至極:ｼｺﾞｸ)好かろうと心の (中:ｳﾁ)

に思いました。けれどもそんな家族のうちに、私のようなものが、突

然行ったところで、 (素性:ｽｼﾞｮｳ)の知れない書生さんという名称のもと

に、すぐ拒絶されはしまいかという (掛念:ｹﾈﾝ)もありました。私は (止:

ﾖ)そうかとも考えました。しかし私は書生としてそんなに見苦しい (服

装:ﾅﾘ)はしていませんでした。それから大学の制帽を (被:ｶﾌﾞ)っていま

した。
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あなたは笑うでしょう、大学の制帽がどうしたんだといって。けれど

もその頃の大学生は今と違って、 (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)世間に信用のあったもの

です。私はその場合この四角な帽子に一種の自信を (見出:ﾐｲﾀﾞ)したく

らいです。そうして駄菓子屋の上さんに教わった通り、紹介も何もな

しにその軍人の遺族の (家:ｳﾁ)を訪ねました。 

 私は (未亡人:ﾋﾞﾎﾞｳｼﾞﾝ)に会って (来意:ﾗｲｲ)を告げました。未亡人は

私の身元やら学校やら専門やらについて色々質問しました。そうして

これなら大丈夫だというところをどこかに握ったのでしょう、いつで

も引っ越して来て (差支:ｻｼﾂｶ)えないという (挨拶:ｱｲｻﾂ)を (即坐:ｿｸｻﾞ)

に与えてくれました。未亡人は正しい人でした、また (判然:ﾊｯｷﾘ)した

人でした。私は軍人の (妻君:ｻｲｸﾝ)というものはみんなこんなものかと

思って感服しました。感服もしたが、驚きもしました。この (気性:ｷｼｮ

ｳ)でどこが (淋:ｻﾑ)しいのだろうと疑いもしました。 

 

十一 

 

「私は (早速:ｻｯｿｸ)その家へ引き移りました。私は最初来た時に未亡人

と話をした座敷を借りたのです。そこは (宅中:ｳﾁｼﾞｭｳ)で一番(好:ｲ)い 

(室:ﾍﾔ)でした。 (本郷辺:ﾎﾝｺﾞｳﾍﾝ)に高等下宿といった (風:ﾌｳ)の家がぽ

つぽつ建てられた時分の事ですから、私は書生として占領し得る最も

好い (間:ﾏ)の様子を心得ていました。私の新しく主人となった室は、そ

れらよりもずっと立派でした。移った当座は、学生としての私には過

ぎるくらいに思われたのです。 

 室の広さは八畳でした。 (床:ﾄｺ)の横に (違:ﾁｶﾞ)い (棚:ﾀﾞﾅ)があって、 

(縁:ｴﾝ)と反対の側には (一間:ｲｯｹﾝ)の (押入:ｵｼｲ)れが付いていました。

窓は一つもなかったのですが、その代り (南向:ﾐﾅﾐﾑ)きの縁に明るい日

がよく差しました。 
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 私は移った日に、その室の (床:ﾄｺ)に (活:ｲ)けられた花と、その横に

立て (懸:ｶ)けられた (琴:ｺﾄ)を見ました。どっちも私の気に入りません

でした。私は詩や書や (煎茶:ｾﾝﾁｬ)を (嗜:ﾀｼ)なむ父の (傍:ｿﾊﾞ)で育った

ので、 (唐:ｶﾗ)めいた趣味を (小供:ｺﾄﾞﾓ)のうちからもっていました。そ

のためでもありましょうか、こういう (艶:ﾅﾏ)めかしい装飾をいつの間

にか (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)する癖が付いていたのです。 

 私の父が (存生中:ｿﾞﾝｼｮｳﾁｭｳ)にあつめた道具類は、例の (叔父:ｵｼﾞ)

のために (滅茶滅茶:ﾒﾁｬﾒﾁｬ)にされてしまったのですが、それでも多少

は残っていました。私は国を立つ時それを中学の旧友に預かってもら

いました。それからその (中:ｳﾁ)で面白そうなものを四、五(幅:ﾌｸ)裸に

して (行李:ｺｳﾘ)の底へ入れて来ました。私は移るや (否:ｲﾅ)や、それを

取り出して床へ懸けて楽しむつもりでいたのです。ところが今いった

琴と (活花:ｲｹﾊﾞﾅ)を見たので、急に勇気がなくなってしまいました。 

(後:ｱﾄ)から聞いて始めてこの花が私に対するご (馳走:ﾁｿｳ)に活けられ

たのだという事を知った時、私は心のうちで苦笑しました。もっとも

琴は前からそこにあったのですから、これは置き所がないため、やむ

をえずそのままに立て懸けてあったのでしょう。 

 こんな話をすると、自然その裏に若い女の影があなたの頭を (掠:ｶｽ)

めて通るでしょう。移った私にも、移らない初めからそういう好奇心

がすでに動いていたのです。こうした (邪気:ｼﾞｬｷ)が予備的に私の自然

を損なったためか、または私がまだ (人慣:ﾋﾄﾅ)れなかったためか、私は

始めてそこのお (嬢:ｼﾞｮｳ)さんに会った時、へどもどした (挨拶:ｱｲｻﾂ)

をしました。その代りお嬢さんの方でも赤い顔をしました。 

 私はそれまで (未亡人:ﾋﾞﾎﾞｳｼﾞﾝ)の (風采:ﾌｳｻｲ)や態度から (推:ｵ)し

て、このお嬢さんのすべてを想像していたのです。
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しかしその想像はお嬢さんに取ってあまり有利なものではありません

でした。軍人の (妻君:ｻｲｸﾝ)だからああなのだろう、その妻君の娘だか

らこうだろうといった順序で、私の推測は段々延びて行きました。と

ころがその推測が、お嬢さんの顔を見た瞬間に、 (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)く打ち消さ

れました。そうして私の頭の中へ今まで想像も及ばなかった異性の 

(匂:ﾆｵ)いが新しく入って来ました。私はそれから床の正面に (活:ｲ)けて

ある花が (厭:ｲﾔ)でなくなりました。同じ床に立て懸けてある琴も邪魔

にならなくなりました。 

 その花はまた規則正しく (凋:ｼｵ)れる (頃:ｺﾛ)になると活け (更:ｶ)え

られるのです。琴も (度々:ﾀﾋﾞﾀﾋﾞ) (鍵:ｶｷﾞ)の手に折れ曲がった (筋違:

ｽｼﾞｶｲ)の (室:ﾍﾔ)に運び去られるのです。私は自分の居間で机の上に 

(頬杖:ﾎｵﾂﾞｴ)を突きながら、その琴の (音:ﾈ)を聞いていました。私には

その琴が上手なのか下手なのかよく (解:ﾜｶ)らないのです。けれども余

り込み入った手を (弾:ﾋ)かないところを見ると、上手なのじゃなかろう

と考えました。まあ活花の程度ぐらいなものだろうと思いました。花

なら私にも好く分るのですが、お嬢さんは決して (旨:ｳﾏ)い方ではなか

ったのです。 

 それでも (臆面:ｵｸﾒﾝ)なく色々の花が私の床を飾ってくれました。も

っとも (活方:ｲｹｶﾀ)はいつ見ても同じ事でした。それから (花瓶:ｶﾍｲ)も

ついぞ変った (例:ﾀﾒｼ)がありませんでした。しかし片方の音楽になると

花よりももっと変でした。ぽつんぽつん糸を鳴らすだけで、 (一向:ｲｯｺ

ｳ)肉声を聞かせないのです。 (唄:ｳﾀ)わないのではありませんが、まる

で (内所話:ﾅｲｼｮﾊﾞﾅｼ)でもするように小さな声しか出さないのです。し

かも (叱:ｼｶ)られると全く出なくなるのです。 

 私は喜んでこの下手な活花を (眺:ﾅｶﾞ)めては、まずそうな琴の (音:ﾈ)

に耳を傾けました。 

 

十二 
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「私の気分は国を立つ時すでに (厭世的:ｴﾝｾｲﾃｷ)になっていました。 

(他:ﾋﾄ)は頼りにならないものだという観念が、その時骨の中まで (染:ｼ)

み込んでしまったように思われたのです。私は私の敵視する (叔父:ｵｼﾞ)

だの (叔母:ｵﾊﾞ)だの、その (他:ﾀ)の (親戚:ｼﾝｾｷ)だのを、あたかも人類

の代表者のごとく考え出しました。汽車へ乗ってさえ隣のものの様子

を、それとなく注意し始めました。たまに向うから話し掛けられでも

すると、なおの事警戒を加えたくなりました。私の心は (沈鬱:ﾁﾝｳﾂ)で

した。鉛を (呑:ﾉ)んだように重苦しくなる事が時々ありました。それで

いて私の神経は、今いったごとくに鋭く (尖:ﾄｶﾞ)ってしまったのです。 

 私が東京へ来て下宿を出ようとしたのも、これが大きな (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)

になっているように思われます。金に不自由がなければこそ、一戸を

構えてみる気にもなったのだといえばそれまでですが、元の通りの私

ならば、たとい (懐中:ﾌﾄｺﾛ)に余裕ができても、好んでそんな面倒な (真

似:ﾏﾈ)はしなかったでしょう。 

 私は (小石川:ｺｲｼｶﾜ)へ引き移ってからも、当分この緊張した気分に 

(寛:ｸﾂﾛ)ぎを与える事ができませんでした。私は自分で自分が恥ずかし

いほど、きょときょと周囲を (見廻:ﾐﾏﾜ)していました。不思議にもよく

働くのは頭と眼だけで、口の方はそれと反対に、段々動かなくなって

来ました。私は (家:ｳﾁ)のものの様子を猫のようによく観察しながら、

黙って机の前に (坐:ｽﾜ)っていました。時々は彼らに対して気の毒だと

思うほど、私は油断のない注意を彼らの上に (注:ｿｿ)いでいたのです。

おれは物を (偸:ﾇｽ)まない (巾着切:ｷﾝﾁｬｸｷﾘ)みたようなものだ、私はこ

う考えて、自分が (厭:ｲﾔ)になる事さえあったのです。 

 あなたは (定:ｻﾀﾞ)めて変に思うでしょう。
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その私がそこのお (嬢:ｼﾞｮｳ)さんをどうして (好:ｽ)く余裕をもっている

か。そのお嬢さんの下手な (活花:ｲｹﾊﾞﾅ)を、どうして (嬉:ｳﾚ)しがって 

(眺:ﾅｶﾞ)める余裕があるか。同じく下手なその人の琴をどうして喜んで

聞く余裕があるか。そう質問された時、私はただ両方とも事実であっ

たのだから、事実としてあなたに教えて上げるというより (外:ﾎｶ)に仕

方がないのです。解釈は頭のあるあなたに任せるとして、私はただ (一

言:ｲﾁｺﾞﾝ)付け足しておきましょう。私は金に対して人類を (疑:ｳﾀｸﾞ)っ

たけれども、愛に対しては、まだ人類を疑わなかったのです。だから 

(他:ﾋﾄ)から見ると変なものでも、また自分で考えてみて、矛盾したもの

でも、私の胸のなかでは平気で両立していたのです。 

 私は (未亡人:ﾋﾞﾎﾞｳｼﾞﾝ)の事を常に奥さんといっていましたから、こ

れから未亡人と呼ばずに奥さんといいます。奥さんは私を静かな人、 

(大人:ｵﾄﾅ)しい男と評しました。それから勉強家だとも (褒:ﾎ)めてくれ

ました。けれども私の不安な眼つきや、きょときょとした様子につい

ては、何事も口へ出しませんでした。気が付かなかったのか、遠慮し

ていたのか、どっちだかよく (解:ﾜｶ)りませんが、何しろそこにはまる

で注意を払っていないらしく見えました。それのみならず、ある場合

に私を (鷹揚:ｵｳﾖｳ)な (方:ｶﾀ)だといって、さも尊敬したらしい口の (利:

ｷ)き方をした事があります。その時正直な私は少し顔を赤らめて、向う

の言葉を否定しました。すると奥さんは「あなたは自分で気が付かな

いから、そうおっしゃるんです」と (真面目:ﾏｼﾞﾒ)に説明してくれまし

た。奥さんは始め私のような書生を (宅:ｳﾁ)へ置くつもりではなかった

らしいのです。どこかの役所へ勤める人か何かに (坐敷:ｻﾞｼｷ)を貸す 

(料簡:ﾘｮｳｹﾝ)で、近所のものに周旋を頼んでいたらしいのです。



こころ《スピーチオ文庫》  139/238 

俸給が (豊:ﾕﾀ)かでなくって、やむをえず (素人屋:ｼﾛｳﾄﾔ)に下宿するく

らいの人だからという考えが、それで前かたから奥さんの頭のどこか

にはいっていたのでしょう。奥さんは自分の胸に (描:ｴｶﾞ)いたその想像

のお客と私とを比較して、こっちの方を鷹揚だといって (褒:ﾎ)めるので

す。なるほどそんな切り詰めた生活をする人に比べたら、私は金銭に

かけて、鷹揚だったかも知れません。しかしそれは (気性:ｷｼｮｳ)の問題

ではありませんから、私の内生活に取ってほとんど関係のないのと一

般でした。奥さんはまた女だけにそれを私の全体に (推:ｵ)し広げて、同

じ言葉を応用しようと (力:ﾂﾄ)めるのです。 

 

十三 

 

「奥さんのこの態度が自然私の気分に影響して来ました。しばらくす

るうちに、私の眼はもとほどきょろ付かなくなりました。自分の心が

自分の (坐:ｽﾜ)っている所に、ちゃんと落ち付いているような気にもな

れました。要するに奥さん始め (家:ｳﾁ)のものが、 (僻:ﾋｶﾞ)んだ私の眼

や疑い深い私の様子に、てんから取り合わなかったのが、私に大きな

幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から照り返して来る反射の

ないために段々静まりました。 

 奥さんは心得のある人でしたから、わざと私をそんな (風:ﾌｳ)に取り

扱ってくれたものとも思われますし、また自分で公言するごとく、実

際私を (鷹揚:ｵｳﾖｳ)だと観察していたのかも知れません。私のこせつき

方は頭の中の現象で、それほど外へ出なかったようにも考えられます

から、あるいは奥さんの方で (胡魔化:ｺﾞﾏｶ)されていたのかも (解:ﾜｶ)

りません。 

 私の心が静まると共に、私は段々家族のものと接近して来ました。

奥さんともお嬢さんとも (笑談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)をいうようになりました。茶を

入れたからといって向うの (室:ﾍﾔ)へ呼ばれる日もありました。また私

の方で菓子を買って来て、二人をこっちへ招いたりする晩もありまし

た。
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私は急に交際の区域が (殖:ﾌ)えたように感じました。それがために大切

な勉強の時間を (潰:ﾂﾌﾞ)される事も何度となくありました。不思議にも、

その妨害が私には (一向:ｲｯｺｳ)邪魔にならなかったのです。奥さんはも

とより (閑人:ﾋﾏｼﾞﾝ)でした。お嬢さんは学校へ行く上に、花だの琴だの

を習っているんだから、定めて忙しかろうと思うと、それがまた案外

なもので、いくらでも時間に余裕をもっているように見えました。そ

れで三人は顔さえ見るといっしょに集まって、世間話をしながら遊ん

だのです。 

 私を呼びに来るのは、大抵お嬢さんでした。お嬢さんは縁側を直角

に曲って、私の (室:ﾍﾔ)の前に立つ事もありますし、茶の間を抜けて、

次の室の (襖:ﾌｽﾏ)の影から姿を見せる事もありました。お嬢さんは、そ

こへ来てちょっと (留:ﾄ)まります。それからきっと私の名を呼んで、「ご

勉強？」と聞きます。私は大抵むずかしい書物を机の前に開けて、そ

れを見詰めていましたから、 (傍:ﾊﾀ)で見たらさぞ勉強家のように見え

たのでしょう。しかし実際をいうと、それほど熱心に書物を研究して

はいなかったのです。 (頁:ﾍﾟｰｼﾞ)の上に眼は着けていながら、お嬢さん

の呼びに来るのを待っているくらいなものでした。待っていて来ない

と、仕方がないから私の方で立ち上がるのです。そうして向うの室の

前へ行って、こっちから「ご勉強ですか」と聞くのです。 

 お嬢さんの (部屋:ﾍﾔ)は茶の間と続いた六畳でした。奥さんはその茶

の間にいる事もあるし、またお嬢さんの部屋にいる事もありました。

つまりこの二つの部屋は (仕切:ｼｷﾘ)があっても、ないと同じ事で、親子

二人が (往:ｲ)ったり来たりして、どっち付かずに占領していたのです。

私が外から声を掛けると、「おはいんなさい」と答えるのはきっと奥さ

んでした。お嬢さんはそこにいても (滅多:ﾒｯﾀ)に返事をした事がありま

せんでした。 

 時たまお嬢さん一人で、用があって私の室へはいったついでに、そ

こに (坐:ｽﾜ)って話し込むような場合もその (内:ｳﾁ)に出て来ました。
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そういう時には、私の心が妙に不安に (冒:ｵｶ)されて来るのです。そう

して若い女とただ (差向:ｻｼﾑｶ)いで坐っているのが不安なのだとばかり

は思えませんでした。私は何だかそわそわし出すのです。自分で自分

を裏切るような不自然な態度が私を苦しめるのです。しかし相手の方

はかえって平気でした。これが琴を (浚:ｻﾗ)うのに声さえ (碌:ﾛｸ)に出せ

なかった［＃「出せなかった」は底本では「出せなかったの」］あの女

かしらと疑われるくらい、恥ずかしがらないのです。あまり長くなる

ので、茶の間から母に呼ばれても、「はい」と返事をするだけで、容易

に腰を上げない事さえありました。それでいてお嬢さんは決して子供

ではなかったのです。私の眼にはよくそれが (解:ﾜｶ)っていました。よ

く解るように振舞って見せる (痕迹:ｺﾝｾｷ)さえ明らかでした。 

 

十四 

 

「私はお嬢さんの立ったあとで、ほっと (一息:ﾋﾄｲｷ)するのです。それ

と同時に、物足りないようなまた済まないような気持になるのです。

私は女らしかったのかも知れません。今の青年のあなたがたから見た

らなおそう見えるでしょう。しかしその (頃:ｺﾛ)の私たちは大抵そんな

ものだったのです。 

 奥さんは (滅多:ﾒｯﾀ)に外出した事がありませんでした。たまに (宅:ｳ

ﾁ)を留守にする時でも、お嬢さんと私を二人ぎり残して行くような事は

なかったのです。それがまた偶然なのか、故意なのか、私には解らな

いのです。私の口からいうのは変ですが、奥さんの様子を (能:ﾖ)く観察

していると、何だか自分の娘と私とを接近させたがっているらしくも

見えるのです。それでいて、 (或:ｱ)る場合には、私に対して (暗:ｱﾝ)に

警戒するところもあるようなのですから、始めてこんな場合に出会っ

た私は、時々心持をわるくしました。 

 私は奥さんの態度をどっちかに (片付:ｶﾀﾂﾞ)けてもらいたかったので

す。頭の働きからいえば、それが明らかな矛盾に違いなかったのです。



こころ《スピーチオ文庫》  142/238 

しかし (叔父:ｵｼﾞ)に (欺:ｱｻﾞﾑ)かれた記憶のまだ新しい私は、もう一歩

踏み込んだ疑いを (挟:ｻｼﾊｻ)まずにはいられませんでした。私は奥さん

のこの態度のどっちかが本当で、どっちかが (偽:ｲﾂﾜ)りだろうと推定し

ました。そうして判断に迷いました。ただ判断に迷うばかりでなく、

何でそんな妙な事をするかその意味が私には (呑:ﾉ)み込めなかったの

です。 (理由:ﾜｹ)を考え出そうとしても、考え出せない私は、罪を女と

いう一字に (塗:ﾅｽ)り付けて我慢した事もありました。 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)女

だからああなのだ、女というものはどうせ (愚:ｸﾞ)なものだ。私の考え

は行き (詰:ﾂ)まればいつでもここへ落ちて来ました。 

 それほど女を (見縊:ﾐｸﾋﾞ)っていた私が、またどうしてもお嬢さんを

見縊る事ができなかったのです。私の理屈はその人の前に全く用を 

(為:ﾅ)さないほど動きませんでした。私はその人に対して、ほとんど信

仰に近い愛をもっていたのです。私が宗教だけに用いるこの言葉を、

若い女に応用するのを見て、あなたは変に思うかも知れませんが、私

は今でも固く信じているのです。本当の愛は宗教心とそう違ったもの

でないという事を固く信じているのです。私はお嬢さんの顔を見るた

びに、自分が美しくなるような心持がしました。お嬢さんの事を考え

ると、 (気高:ｹﾀﾞｶ)い気分がすぐ自分に乗り移って来るように思いまし

た。もし愛という不可思議なものに (両端:ﾘｮｳﾊｼﾞ)があって、その高い 

(端:ﾊｼﾞ)には神聖な感じが働いて、低い端には (性欲:ｾｲﾖｸ)が動いている

とすれば、私の愛はたしかにその高い極点を (捕:ﾂﾗ)まえたものです。

私はもとより人間として肉を離れる事のできない (身体:ｶﾗﾀﾞ)でした。

けれどもお嬢さんを見る私の眼や、お嬢さんを考える私の心は、全く

肉の (臭:ﾆｵ)いを帯びていませんでした。 
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 私は母に対して反感を (抱:ｲﾀﾞ)くと共に、子に対して恋愛の度を (増:

ﾏ)して行ったのですから、三人の関係は、下宿した始めよりは段々複雑

になって来ました。もっともその変化はほとんど内面的で外へは現れ

て来なかったのです。そのうち私はあるひょっとした機会から、今ま

で奥さんを誤解していたのではなかろうかという気になりました。奥

さんの私に対する矛盾した態度が、どっちも偽りではないのだろうと

考え直して来たのです。その上、それが (互:ﾀｶﾞ)い (違:ﾁｶﾞ)いに奥さん

の心を支配するのでなくって、いつでも両方が同時に奥さんの胸に存

在しているのだと思うようになったのです。つまり奥さんができるだ

けお嬢さんを私に接近させようとしていながら、同時に私に警戒を加

えているのは矛盾のようだけれども、その警戒を加える時に、片方の

態度を忘れるのでも翻すのでも何でもなく、やはり依然として二人を

接近させたがっていたのだと観察したのです。ただ自分が正当と認め

る程度以上に、二人が密着するのを (忌:ｲ)むのだと解釈したのです。お

嬢さんに対して、肉の方面から近づく念の (萌:ｷｻﾞ)さなかった私は、そ

の時(入:ｲ)らぬ心配だと思いました。しかし奥さんを悪く思う気はそれ

からなくなりました。 

 

十五 

 

「私は奥さんの態度を色々 (綜合:ｿｳｺﾞｳ)して見て、私がここの (家:ｳﾁ)

で充分信用されている事を確かめました。しかもその信用は初対面の

時からあったのだという証拠さえ発見しました。 (他:ﾋﾄ)を (疑:ｳﾀｸﾞ)

り始めた私の胸には、この発見が少し奇異なくらいに響いたのです。

私は男に比べると女の方がそれだけ直覚に富んでいるのだろうと思い

ました。同時に、女が男のために、 (欺:ﾀﾞﾏ)されるのもここにあるので

はなかろうかと思いました。奥さんをそう観察する私が、お嬢さんに

対して同じような直覚を強く働かせていたのだから、今考えるとおか

しいのです。私は (他:ﾋﾄ)を信じないと心に誓いながら、絶対にお嬢さ

んを信じていたのですから。それでいて、私を信じている奥さんを奇

異に思ったのですから。 

 私は郷里の事について余り多くを語らなかったのです。
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ことに今度の事件については何もいわなかったのです。私はそれを念

頭に浮べてさえすでに一種の不愉快を感じました。私はなるべく奥さ

んの方の話だけを聞こうと (力:ﾂﾄ)めました。ところがそれでは向うが

承知しません。何かに付けて、私の国元の事情を知りたがるのです。

私はとうとう何もかも話してしまいました。私は二度と国へは帰らな

い。帰っても何にもない、あるのはただ父と母の墓ばかりだと告げた

時、奥さんは大変感動したらしい様子を見せました。お嬢さんは泣き

ました。私は話して (好:ｲ)い事をしたと思いました。私は (嬉:ｳﾚ)しか

ったのです。 

 私のすべてを聞いた奥さんは、はたして自分の直覚が的中したとい

わないばかりの顔をし出しました。それからは私を自分の (親戚:ﾐﾖﾘ)

に当る若いものか何かを取り扱うように待遇するのです。私は腹も立

ちませんでした。むしろ愉快に感じたくらいです。ところがそのうち

に私の (猜疑心:ｻｲｷﾞｼﾝ)がまた起って来ました。 

 私が奥さんを (疑:ｳﾀｸﾞ)り始めたのは、ごく (些細:ｻｻｲ)な事からでし

た。しかしその些細な事を重ねて行くうちに、疑惑は段々と根を張っ

て来ます。私はどういう拍子かふと奥さんが、 (叔父:ｵｼﾞ)と同じような

意味で、お嬢さんを私に接近させようと (力:ﾂﾄ)めるのではないかと考

え出したのです。すると今まで親切に見えた人が、急に (狡猾:ｺｳｶﾂ)な

策略家として私の眼に映じて来たのです。私は (苦々:ﾆｶﾞﾆｶﾞ)しい唇を 

(噛:ｶ)みました。 

 奥さんは最初から、 (無人:ﾌﾞﾆﾝ)で (淋:ｻﾑ)しいから、客を置いて世話

をするのだと公言していました。私もそれを (嘘:ｳｿ)とは思いませんで

した。懇意になって色々打ち明け話を聞いた (後:ｱﾄ)でも、そこに (間

違:ﾏﾁｶﾞ)いはなかったように思われます。しかし一般の経済状態は大し

て (豊:ﾕﾀ)かだというほどではありませんでした。利害問題から考えて

みて、私と特殊の関係をつけるのは、先方に取って決して損ではなか

ったのです。 
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 私はまた警戒を加えました。けれども娘に対して前いったくらいの

強い愛をもっている私が、その母に対していくら警戒を加えたって何

になるでしょう。私は一人で自分を (嘲笑:ﾁｮｳｼｮｳ)しました。馬鹿だな

といって、自分を (罵:ﾉﾉｼ)った事もあります。しかしそれだけの矛盾な

らいくら馬鹿でも私は大した苦痛も感ぜずに済んだのです。私の (煩

悶:ﾊﾝﾓﾝ)は、奥さんと同じようにお嬢さんも策略家ではなかろうかとい

う疑問に会って始めて起るのです。二人が私の背後で打ち合せをした

上、万事をやっているのだろうと思うと、私は急に苦しくって (堪:ﾀﾏ)

らなくなるのです。不愉快なのではありません。絶体絶命のような行

き詰まった心持になるのです。それでいて私は、一方にお嬢さんを固

く信じて疑わなかったのです。だから私は信念と迷いの途中に立って、

少しも動く事ができなくなってしまいました。私にはどっちも想像で

あり、またどっちも真実であったのです。 

 

十六 

 

「私は相変らず学校へ出席していました。しかし教壇に立つ人の講義

が、遠くの方で聞こえるような心持がしました。勉強もその通りでし

た。眼の中へはいる活字は心の底まで (浸:ｼ)み渡らないうちに (烟:ｹﾑ)

のごとく消えて行くのです。私はその上無口になりました。それを二、

三の友達が誤解して、 (冥想:ﾒｲｿｳ)に (耽:ﾌｹ)ってでもいるかのように、 

(他:ﾀ)の友達に伝えました。私はこの誤解を解こうとはしませんでした。

都合の (好:ｲ)い仮面を人が貸してくれたのを、かえって (仕合:ｼｱﾜ)せと

して喜びました。それでも時々は気が済まなかったのでしょう、発作

的に (焦燥:ﾊｼｬ)ぎ (廻:ﾏﾜ)って彼らを驚かした事もあります。 

 私の宿は (人出入:ﾋﾄﾃﾞｲ)りの少ない (家:ｳﾁ)でした。親類も多くはな

いようでした。
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お嬢さんの学校友達がときたま遊びに来る事はありましたが、 (極:ｷﾜ)

めて小さな声で、いるのだかいないのだか分らないような話をして帰

ってしまうのが常でした。それが私に対する遠慮からだとは、いかな

私にも気が付きませんでした。私の所へ訪ねて来るものは、大した乱

暴者でもありませんでしたけれども、 (宅:ｳﾁ)の人に (気兼:ｷｶﾞﾈ)をする

ほどな男は一人もなかったのですから。そんなところになると、下宿

人の私は (主人:ｱﾙｼﾞ)のようなもので、 (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)のお嬢さんがかえ

って (食客:ｲｿｳﾛｳ)の (位地:ｲﾁ)にいたと同じ事です。 

 しかしこれはただ思い出したついでに書いただけで、実はどうでも

構わない点です。ただそこにどうでもよくない事が一つあったのです。

茶の間か、さもなければお嬢さんの (室:ﾍﾔ)で、突然男の声が聞こえる

のです。その声がまた私の客と違って、すこぶる低いのです。だから

何を話しているのかまるで分らないのです。そうして分らなければ分

らないほど、私の神経に一種の (昂奮:ｺｳﾌﾝ)を与えるのです。私は (坐:

ｽﾜ)っていて変にいらいらし出します。私はあれは親類なのだろうか、

それともただの知り合いなのだろうかとまず考えて見るのです。それ

から若い男だろうか年輩の人だろうかと思案してみるのです。坐って

いてそんな事の知れようはずがありません。そうかといって、 (起:ﾀ)

って行って (障子:ｼｮｳｼﾞ)を開けて見る訳にはなおいきません。私の神経

は震えるというよりも、大きな波動を打って私を苦しめます。私は客

の帰った後で、きっと忘れずにその人の名を聞きました。お嬢さんや

奥さんの返事は、また極めて簡単でした。私は物足りない顔を二人に

見せながら、物足りるまで (追窮:ﾂｲｷｭｳ)する勇気をもっていなかったの

です。権利は無論もっていなかったのでしょう。
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私は自分の品格を重んじなければならないという教育から来た自尊心

と、現にその自尊心を (裏切:ｳﾗｷﾞﾘ)している物欲しそうな (顔付:ｶｵﾂｷ)

とを同時に彼らの前に示すのです。彼らは笑いました。それが (嘲笑:ﾁ

ｮｳｼｮｳ)の意味でなくって、好意から来たものか、また好意らしく見せる

つもりなのか、私は即坐に解釈の余地を (見出:ﾐｲﾀﾞ)し得ないほど (落

付:ｵﾁﾂｷ)を失ってしまうのです。そうして事が済んだ後で、いつまでも、

馬鹿にされたのだ、馬鹿にされたんじゃなかろうかと、 (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)

も心のうちで繰り返すのです。 

 私は自由な (身体:ｶﾗﾀﾞ)でした。たとい学校を中途で (已:ﾔ)めようが、

またどこへ行ってどう暮らそうが、あるいはどこの何者と結婚しよう

が、 (誰:ﾀﾞﾚ)とも相談する必要のない位地に立っていました。私は思い

切って奥さんにお嬢さんを (貰:ﾓﾗ)い受ける話をして見ようかという決

心をした事がそれまでに何度となくありました。けれどもそのたびご

とに私は (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)して、口へはとうとう出さずにしまったのです。

断られるのが恐ろしいからではありません。もし断られたら、私の運

命がどう変化するか分りませんけれども、その代り今までとは方角の

違った場所に立って、新しい世の中を見渡す便宜も生じて来るのです

から、そのくらいの勇気は出せば出せたのです。しかし私は (誘:ｵﾋﾞ)

き寄せられるのが (厭:ｲﾔ)でした。 (他:ﾋﾄ)の手に乗るのは何よりも (業

腹:ｺﾞｳﾊﾗ)でした。 (叔父:ｵｼﾞ)に (欺:ﾀﾞﾏ)された私は、これから先どんな

事があっても、人には欺されまいと決心したのです。 

 

十七 

 

「私が書物ばかり買うのを見て、奥さんは少し着物を (拵:ｺｼﾗ)えろとい

いました。私は実際(田舎:ｲﾅｶ)で織った (木綿:ﾓﾒﾝ)ものしかもっていな

かったのです。その (頃:ｺﾛ)の学生は (絹:ｲﾄ)の (入:ﾊｲ)った着物を肌に

着けませんでした。
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私の友達に (横浜:ﾖｺﾊﾏ)の (商人:ｱｷﾝﾄﾞ)か (何:ﾅﾆ)かで、 (宅:ｳﾁ)はなか

なか (派出:ﾊﾃﾞ)に暮しているものがありましたが、そこへある時(羽二

重:ﾊﾌﾞﾀｴ)の (胴着:ﾄﾞｳｷﾞ)が配達で届いた事があります。すると (皆:ﾐﾝ)

ながそれを見て笑いました。その男は恥ずかしがって色々弁解しまし

たが、 (折角:ｾｯｶｸ)の胴着を (行李:ｺｳﾘ)の底へ (放:ﾎｳ)り込んで利用しな

いのです。それをまた大勢が寄ってたかって、わざと着せました。す

ると運悪くその胴着に (蝨:ｼﾗﾐ)がたかりました。友達はちょうど (幸:ｻ

ｲﾜ)いとでも思ったのでしょう、評判の胴着をぐるぐると丸めて、散歩

に出たついでに、 (根津:ﾈﾂﾞ)の大きな (泥溝:ﾄﾞﾌﾞ)の中へ (棄:ｽ)ててし

まいました。その時いっしょに歩いていた私は、橋の上に立って笑い

ながら友達の (所作:ｼｮｻ)を (眺:ﾅｶﾞ)めていましたが、私の胸のどこにも 

(勿体:ﾓｯﾀｲ)ないという気は少しも起りませんでした。 

 その頃から見ると私も (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)大人になっていました。けれども

まだ自分で (余所行:ﾖｿﾕｷ)の着物を拵えるというほどの (分別:ﾌﾝﾍﾞﾂ)は

出なかったのです。私は卒業して (髯:ﾋｹﾞ)を生やす時代が来なければ、

服装の心配などはするに及ばないものだという変な考えをもっていた

のです。それで奥さんに書物は (要:ｲ)るが着物は要らないといいました。

奥さんは私の買う書物の分量を知っていました。買った本をみんな読

むのかと聞くのです。私の買うものの (中:ｳﾁ)には字引きもありますが、

当然眼を通すべきはずでありながら、 (頁:ﾍﾟｰｼﾞ)さえ切ってないのも多

少あったのですから、私は返事に窮しました。私はどうせ要らないも

のを買うなら、書物でも衣服でも同じだという事に気が付きました。



こころ《スピーチオ文庫》  149/238 

その上私は色々世話になるという口実の (下:ﾓﾄ)に、お嬢さんの気に入

るような帯か (反物:ﾀﾝﾓﾉ)を買ってやりたかったのです。それで万事を

奥さんに依頼しました。 

 奥さんは自分一人で行くとはいいません。私にもいっしょに来いと

命令するのです。お嬢さんも行かなくてはいけないというのです。今

と違った空気の中に育てられた私どもは、学生の身分として、あまり

若い女などといっしょに歩き (廻:ﾏﾜ)る習慣をもっていなかったもので

す。その頃の私は今よりもまだ習慣の奴隷でしたから、多少(躊躇:ﾁｭｳﾁ

ｮ)しましたが、思い切って出掛けました。 

 お嬢さんは大層着飾っていました。 (地体:ｼﾞﾀｲ)が色の白いくせに、 

(白粉:ｵｼﾛｲ)を豊富に塗ったものだからなお目立ちます。往来の人がじろ

じろ見てゆくのです。そうしてお嬢さんを見たものはきっとその視線

をひるがえして、私の顔を見るのだから、変なものでした。 

 三人は (日本橋:ﾆﾎﾝﾊﾞｼ)へ行って買いたいものを買いました。買う間

にも色々気が変るので、思ったより (暇:ﾋﾏ)がかかりました。奥さんは

わざわざ私の名を呼んでどうだろうと相談をするのです。時々 (反物:ﾀ

ﾝﾓﾉ)をお嬢さんの肩から胸へ (竪:ﾀﾃ)に (宛:ｱ)てておいて、私に二、三

歩(遠退:ﾄｵﾉ)いて見てくれろというのです。私はそのたびごとに、それ

は (駄目:ﾀﾞﾒ)だとか、それはよく似合うとか、とにかく一人前の口を聞

きました。 

 こんな事で時間が (掛:ｶｶ)って帰りは (夕飯:ﾕｳﾒｼ)の時刻になりまし

た。奥さんは私に対するお礼に何かご (馳走:ﾁｿｳ)するといって、 (木原

店:ｷﾊﾗﾀﾞﾅ)という (寄席:ﾖｾ)のある狭い (横丁:ﾖｺﾁｮｳ)へ私を連れ込みま

した。横丁も狭いが、飯を食わせる (家:ｳﾁ)も狭いものでした。この (辺:

ﾍﾝ)の地理を (一向:ｲｯｺｳ)心得ない私は、奥さんの知識に驚いたくらいで

す。 

 我々は (夜:ﾖ)に (入:ｲ)って (家:ｳﾁ)へ帰りました。
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その (翌日:ｱｸﾙﾋ)は日曜でしたから、私は終日(室:ﾍﾔ)の (中:ｳﾁ)に閉じ 

(籠:ｺﾓ)っていました。月曜になって、学校へ出ると、私は朝っぱらそう

そう級友の一人から (調戯:ｶﾗｶ)われました。いつ (妻:ｻｲ)を迎えたのか

といってわざとらしく聞かれるのです。それから私の (細君:ｻｲｸﾝ)は非

常に美人だといって (賞:ﾎ)めるのです。私は三人(連:ﾂﾞﾚ)で日本橋へ出

掛けたところを、その男にどこかで見られたものとみえます。 

 

十八 

 

「私は (宅:ｳﾁ)へ帰って奥さんとお嬢さんにその話をしました。奥さん

は笑いました。しかし定めて迷惑だろうといって私の顔を見ました。

私はその時腹のなかで、男はこんな (風:ﾌｳ)にして、女から気を引いて

見られるのかと思いました。奥さんの眼は充分私にそう思わせるだけ

の意味をもっていたのです。私はその時自分の考えている通りを (直

截:ﾁｮｸｾﾂ)に打ち明けてしまえば好かったかも知れません。しかし私に

はもう (狐疑:ｺｷﾞ)という (薩張:ｻｯﾊﾟ)りしない (塊:ｶﾀﾏ)りがこびり付い

ていました。私は打ち明けようとして、ひょいと (留:ﾄ)まりました。そ

うして話の角度を故意に少し (外:ｿ)らしました。 

 私は (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の自分というものを問題の中から引き抜いてしま

いました。そうしてお嬢さんの結婚について、奥さんの意中を探った

のです。奥さんは二、三そういう話のないでもないような事を、明ら

かに私に告げました。しかしまだ学校へ出ているくらいで年が若いか

ら、こちらではさほど急がないのだと説明しました。奥さんは口へは

出さないけれども、お嬢さんの容色に (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)重きを置いているら

しく見えました。 (極:ｷ)めようと思えばいつでも極められるんだからと

いうような事さえ口外しました。それからお嬢さんより (外:ﾎｶ)に子供

がないのも、容易に手離したがらない (源因:ｹﾞﾝｲﾝ)になっていました。

嫁にやるか、 (聟:ﾑｺ)を取るか、それにさえ迷っているのではなかろう

かと思われるところもありました。 
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 話しているうちに、私は色々の知識を奥さんから得たような気がし

ました。しかしそれがために、私は機会を (逸:ｲｯ)したと同様の結果に 

(陥:ｵﾁｲ)ってしまいました。私は自分について、ついに (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)も

口を開く事ができませんでした。私は (好:ｲ)い加減なところで話を切り

上げて、自分の (室:ﾍﾔ)へ帰ろうとしました。 

 さっきまで (傍:ｿﾊﾞ)にいて、あんまりだわとか何とかいって笑ったお

嬢さんは、いつの間にか向うの隅に行って、背中をこっちへ向けてい

ました。私は立とうとして振り返った時、その (後姿:ｳｼﾛｽｶﾞﾀ)を見たの

です。後姿だけで人間の心が読めるはずはありません。お嬢さんがこ

の問題についてどう考えているか、私には見当が付きませんでした。

お嬢さんは戸棚を前にして (坐:ｽﾜ)っていました。その戸棚の一(尺:ｼｬｸ)

ばかり (開:ｱ)いている (隙間:ｽｷﾏ)から、お嬢さんは何か引き出して (膝:

ﾋｻﾞ)の上へ置いて (眺:ﾅｶﾞ)めているらしかったのです。私の眼はその隙

間の (端:ﾊｼﾞ)に、 (一昨日:ｵﾄﾄｲ)買った (反物:ﾀﾝﾓﾉ)を見付け出しました。

私の着物もお嬢さんのも同じ戸棚の隅に重ねてあったのです。 

 私が何ともいわずに席を立ち掛けると、奥さんは急に改まった調子

になって、私にどう思うかと聞くのです。その聞き方は何をどう思う

のかと反問しなければ (解:ﾜｶ)らないほど不意でした。それがお嬢さん

を早く片付けた方が得策だろうかという意味だと (判然:ﾊｯｷﾘ)した時、

私はなるべく (緩:ﾕｯ)くらな方がいいだろうと答えました。奥さんは自

分もそう思うといいました。 

 奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっている所へ、もう一人男が 

(入:ｲ)り込まなければならない事になりました。その男がこの家庭の一

員となった結果は、私の運命に非常な変化を (来:ｷﾀ)しています。
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もしその男が私の生活の (行路:ｺｳﾛ)を横切らなかったならば、おそらく

こういう長いものをあなたに書き残す必要も起らなかったでしょう。

私は手もなく、魔の通る前に立って、その瞬間の影に一生を薄暗くさ

れて気が付かずにいたのと同じ事です。自白すると、私は自分でその

男を (宅:ｳﾁ)へ (引張:ﾋｯﾊﾟ)って来たのです。無論奥さんの (許諾:ｷｮﾀﾞｸ)

も必要ですから、私は最初何もかも隠さず打ち明けて、奥さんに頼ん

だのです。ところが奥さんは (止:ﾖ)せといいました。私には連れて来な

ければ済まない事情が充分あるのに、止せという奥さんの方には、筋

の立った理屈はまるでなかったのです。だから私は私の (善:ｲ)いと思う

ところを (強:ｼ)いて断行してしまいました。 

 

十九 

 

「私はその友達の名をここにＫと呼んでおきます。私はこのＫと (小

供:ｺﾄﾞﾓ)の時からの (仲好:ﾅｶﾖｼ)でした。小供の時からといえば断らない

でも解っているでしょう、二人には同郷の縁故があったのです。Ｋは 

(真宗:ｼﾝｼｭｳ)の坊さんの子でした。もっとも長男ではありません、次男

でした。それである医者の所へ養子にやられたのです。私の生れた地

方は大変(本願寺派:ﾎﾝｶﾞﾝｼﾞﾊ)の勢力の強い所でしたから、真宗の坊さん

は (他:ﾎｶ)のものに比べると、物質的に割が好かったようです。一例を

挙げると、もし坊さんに女の子があって、その女の子が (年頃:ﾄｼｺﾞﾛ)

になったとすると、 (檀家:ﾀﾞﾝｶ)のものが相談して、どこか適当な所へ

嫁にやってくれます。無論費用は坊さんの (懐:ﾌﾄｺﾛ)から出るのではあ

りません。そんな訳で (真宗寺:ｼﾝｼｭｳﾃﾞﾗ)は大抵(有福:ﾕｳﾌｸ)でした。 

 Ｋの生れた家も相応に暮らしていたのです。しかし次男を東京へ修

業に出すほどの余力があったかどうか知りません。また修業に出られ

る便宜があるので、養子の相談が (纏:ﾏﾄ)まったものかどうか、そこも

私には分りません。
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とにかくＫは医者の (家:ｳﾁ)へ養子に行ったのです。それは私たちがま

だ中学にいる時の事でした。私は (教場:ｷｮｳｼﾞｮｳ)で先生が名簿を呼ぶ時

に、Ｋの姓が急に変っていたので驚いたのを今でも記憶しています。 

 Ｋの養子先もかなりな財産家でした。Ｋはそこから学資を (貰:ﾓﾗ)っ

て東京へ出て来たのです。出て来たのは私といっしょでなかったけれ

ども、東京へ着いてからは、すぐ同じ下宿に入りました。その時分は

一つ (室:ﾍﾔ)によく二人も三人も机を並べて (寝起:ﾈｵ)きしたものです。

Ｋと私も二人で同じ (間:ﾏ)にいました。山で (生捕:ｲｹﾄﾞ)られた動物が、 

(檻:ｵﾘ)の中で抱き合いながら、外を (睨:ﾆﾗ)めるようなものでしたろう。

二人は東京と東京の人を (畏:ｵｿ)れました。それでいて六畳の (間:ﾏ)の

中では、天下を (睥睨:ﾍｲｹﾞｲ)するような事をいっていたのです。 

 しかし我々は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)でした。我々は実際偉くなるつもりでい

たのです。ことにＫは強かったのです。寺に生れた彼は、常に (精進:ｼ

ｮｳｼﾞﾝ)という言葉を使いました。そうして彼の行為動作は (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)

くこの精進の一語で形容されるように、私には見えたのです。私は心

のうちで常にＫを (畏敬:ｲｹｲ)していました。 

 Ｋは中学にいた頃から、宗教とか哲学とかいうむずかしい問題で、

私を困らせました。これは彼の父の感化なのか、または自分の生れた

家、すなわち寺という一種特別な建物に属する空気の影響なのか、 (解:

ﾜｶ)りません。ともかくも彼は普通の坊さんよりは (遥:ﾊﾙ)かに坊さんら

しい性格をもっていたように見受けられます。元来Ｋの (養家:ﾖｳｶ)では

彼を医者にするつもりで東京へ出したのです。しかるに頑固な彼は医

者にはならない決心をもって、東京へ出て来たのです。私は彼に向っ

て、それでは養父母を (欺:ｱｻﾞﾑ)くと同じ事ではないかと (詰:ﾅｼﾞ)りま

した。大胆な彼はそうだと答えるのです。
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道のためなら、そのくらいの事をしても構わないというのです。その

時彼の用いた道という言葉は、おそらく彼にもよく解っていなかった

でしょう。私は無論解ったとはいえません。しかし年の若い私たちに

は、この (漠然:ﾊﾞｸｾﾞﾝ)とした言葉が (尊:ﾀｯ)とく響いたのです。よし解

らないにしても (気高:ｹﾀﾞｶ)い心持に支配されて、そちらの方へ動いて

行こうとする (意気組:ｲｷｸﾞﾐ)に (卑:ｲﾔ)しいところの見えるはずはあり

ません。私はＫの説に賛成しました。私の同意がＫにとってどのくら

い有力であったか、それは私も知りません。 (一図:ｲﾁｽﾞ)な彼は、たと

い私がいくら反対しようとも、やはり自分の思い通りを貫いたに違い

なかろうとは察せられます。しかし万一の場合、賛成の声援を与えた

私に、多少の責任ができてくるぐらいの事は、子供ながら私はよく承

知していたつもりです。よしその時にそれだけの覚悟がないにしても、

成人した眼で、過去を振り返る必要が起った場合には、私に割り当て

られただけの責任は、私の方で帯びるのが (至当:ｼﾄｳ)になるくらいな語

気で私は賛成したのです。 

 

二十 

 

「Ｋと (私:ﾜﾀｸｼ)は同じ科へ入学しました。Ｋは澄ました顔をして、養

家から送ってくれる金で、自分の好きな道を歩き出したのです。知れ

はしないという安心と、知れたって構うものかという度胸とが、二つ

ながらＫの心にあったものと見るよりほか仕方がありません。Ｋは私

よりも平気でした。 

 最初の夏休みにＫは国へ帰りませんでした。 (駒込:ｺﾏｺﾞﾒ)のある寺の 

(一間:ﾋﾄﾏ)を借りて勉強するのだといっていました。私が帰って来たの

は九月上旬でしたが、彼ははたして (大観音:ｵｵｶﾞﾝﾉﾝ)の (傍:ｿﾊﾞ)の汚い

寺の中に (閉:ﾄ)じ (籠:ｺﾓ)っていました。彼の座敷は本堂のすぐ傍の狭

い (室:ﾍﾔ)でしたが、彼はそこで自分の思う通りに勉強ができたのを喜

んでいるらしく見えました。
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私はその時彼の生活の段々坊さんらしくなって行くのを認めたように

思います。彼は (手頸:ﾃｸﾋﾞ)に (珠数:ｼﾞｭｽﾞ)を懸けていました。私がそ

れは何のためだと尋ねたら、彼は親指で一つ二つと勘定する (真似:ﾏﾈ)

をして見せました。彼はこうして日に (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)も珠数の輪を勘定す

るらしかったのです。ただしその意味は私には (解:ﾜｶ)りません。円い

輪になっているものを一粒ずつ数えてゆけば、どこまで数えていって

も終局はありません。Ｋはどんな所でどんな心持がして、 (爪繰:ﾂﾏｸﾞ)

る手を留めたでしょう。 (詰:ﾂﾏ)らない事ですが、私はよくそれを思う

のです。 

 私はまた彼の室に聖書を見ました。私はそれまでにお (経:ｷｮｳ)の名を 

(度々:ﾀﾋﾞﾀﾋﾞ)彼の口から聞いた覚えがありますが、 (基督教:ｷﾘｽﾄｷｮｳ)

については、問われた事も答えられた (例:ﾀﾒｼ)もなかったのですから、

ちょっと驚きました。私はその (理由:ﾜｹ)を (訊:ﾀｽﾞ)ねずにはいられま

せんでした。Ｋは理由はないといいました。これほど人の (有難:ｱﾘｶﾞﾀ)

がる書物なら読んでみるのが当り前だろうともいいました。その上彼

は機会があったら、『コーラン』も読んでみるつもりだといいました。

彼はモハメッドと剣という言葉に大いなる興味をもっているようでし

た。 

 二年目の夏に彼は国から催促を受けてようやく帰りました。帰って

も専門の事は何にもいわなかったものとみえます。 (家:ｳﾁ)でもまたそ

こに気が付かなかったのです。あなたは学校教育を受けた人だから、

こういう消息をよく解しているでしょうが、世間は学生の生活だの、

学校の規則だのに関して、驚くべく無知なものです。我々に何でもな

い事が (一向:ｲｯｺｳ)外部へは通じていません。我々はまた比較的内部の

空気ばかり吸っているので、校内の事は細大ともに世の中に知れ渡っ

ているはずだと思い過ぎる癖があります。
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Ｋはその点にかけて、私より世間を知っていたのでしょう、澄ました

顔でまた戻って来ました。国を立つ時は私もいっしょでしたから、汽

車へ乗るや (否:ｲﾅ)やすぐどうだったとＫに問いました。Ｋはどうでも

なかったと答えたのです。 

 三度目の夏はちょうど私が永久に父母の墳墓の地を去ろうと決心し

た年です。私はその時Ｋに帰国を勧めましたが、Ｋは応じませんでし

た。そう (毎年:ﾏｲﾄｼ) (家:ｳﾁ)へ帰って何をするのだというのです。彼は

また踏み (留:ﾄﾄﾞ)まって勉強するつもりらしかったのです。私は仕方な

しに一人で東京を立つ事にしました。私の郷里で暮らしたその二カ月

間が、私の運命にとって、いかに (波瀾:ﾊﾗﾝ)に富んだものかは、前に書

いた通りですから繰り返しません。私は不平と (幽欝:ﾕｳｳﾂ)と孤独の 

(淋:ｻﾋﾞ)しさとを一つ胸に (抱:ｲﾀﾞ)いて、九月に (入:ｲ)ってまたＫに 

(逢:ｱ)いました。すると彼の運命もまた私と同様に変調を示していまし

た。彼は私の知らないうちに、 (養家先:ﾖｳｶｻｷ)へ手紙を出して、こっち

から自分の (詐:ｲﾂﾜ)りを白状してしまったのです。彼は最初からその覚

悟でいたのだそうです。 (今更:ｲﾏｻﾗ)仕方がないから、お前の好きなも

のをやるより (外:ﾎｶ)に (途:ﾐﾁ)はあるまいと、向うにいわせるつもりも

あったのでしょうか。とにかく大学へ入ってまでも養父母を (欺:ｱｻﾞﾑ)

き通す気はなかったらしいのです。また欺こうとしても、そう長く続

くものではないと見抜いたのかも知れません。 

 

二十一 

 

「Ｋの手紙を見た養父は大変怒りました。親を (騙:ﾀﾞﾏ)すような (不埒:

ﾌﾗﾁ)なものに学資を送る事はできないという厳しい返事をすぐ寄こし

たのです。Ｋはそれを (私:ﾜﾀｸｼ)に見せました。Ｋはまたそれと前後し

て実家から受け取った (書翰:ｼｮｶﾝ)も見せました。
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これにも前に劣らないほど厳しい (詰責:ｷｯｾｷ)の言葉がありました。 

(養家先:ﾖｳｶｻｷ)へ対して済まないという義理が加わっているからでもあ

りましょうが、こっちでも (一切:ｲｯｻｲ)構わないと書いてありました。

Ｋがこの事件のために復籍してしまうか、それとも (他:ﾀ)に妥協の道を

講じて、依然養家に (留:ﾄﾄﾞ)まるか、そこはこれから起る問題として、

差し当りどうかしなければならないのは、月々に必要な学資でした。 

 私はその点についてＫに何か (考:ｶﾝｶﾞ)えがあるのかと尋ねました。

Ｋは (夜学校:ﾔｶﾞｯｺｳ)の教師でもするつもりだと答えました。その時分

は今に比べると、 (存外:ｿﾞﾝｶﾞｲ)世の中が (寛:ｸﾂ)ろいでいましたから、

内職の口はあなたが考えるほど (払底:ﾌｯﾃｲ)でもなかったのです。私は

Ｋがそれで充分やって行けるだろうと考えました。しかし私には私の

責任があります。Ｋが養家の希望に (背:ｿﾑ)いて、自分の行きたい道を

行こうとした時、賛成したものは私です。私はそうかといって手を (拱:

ｺﾏﾇ)いでいる訳にゆきません。私はその場で物質的の補助をすぐ申し出

しました。するとＫは一も二もなくそれを (跳:ﾊ)ね付けました。彼の性

格からいって、自活の方が友達の保護の (下:ﾓﾄ)に立つより (遥:ﾊﾙｶ)に

快よく思われたのでしょう。彼は大学へはいった以上、自分一人ぐら

いどうかできなければ男でないような事をいいました。私は私の責任

を (完:ﾏｯﾄ)うするために、Ｋの感情を傷つけるに忍びませんでした。そ

れで彼の思う通りにさせて、私は手を引きました。 

 Ｋは自分の望むような口をほどなく探し出しました。しかし時間を 

(惜:ｵ)しむ彼にとって、この仕事がどのくらい (辛:ﾂﾗ)かったかは想像す

るまでもない事です。彼は今まで通り勉強の手をちっとも (緩:ﾕﾙ)めず

に、新しい荷を (背負:ｼｮ)って猛進したのです。
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私は彼の健康を (気遣:ｷﾂﾞｶ)いました。しかし (剛気:ｺﾞｳｷ)な彼は笑うだ

けで、少しも私の注意に取り合いませんでした。 

 同時に彼と養家との関係は、段々こん (絡:ｶﾞﾗ)がって来ました。時間

に余裕のなくなった彼は、前のように私と話す機会を奪われたので、

私はついにその (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)を詳しく聞かずにしまいましたが、解決の

ますます困難になってゆく事だけは承知していました。人が仲に入っ

て調停を試みた事も知っていました。その人は手紙でＫに帰国を (促:ｳ

ﾅｶﾞ)したのですが、Ｋは到底(駄目:ﾀﾞﾒ)だといって、応じませんでした。

この (剛情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)なところが、――Ｋは学年中で帰れないのだから仕

方がないといいましたけれども、向うから見れば剛情でしょう。そこ

が事態をますます険悪にしたようにも見えました。彼は養家の感情を

害すると共に、実家の (怒:ｲｶ)りも買うようになりました。私が心配し

て双方を融和するために手紙を書いた時は、もう何の (効果:ｷｷﾒ)もあり

ませんでした。私の手紙は (一言:ﾋﾄｺﾄ)の返事さえ受けずに葬られてし

まったのです。私も腹が立ちました。今までも (行掛:ﾕｷｶﾞｶ)り上、Ｋに

同情していた私は、それ以後は理否を度外に置いてもＫの味方をする

気になりました。 

 最後にＫはとうとう復籍に決しました。養家から出してもらった学

資は、実家で弁償する事になったのです。その代り実家の方でも構わ

ないから、これからは勝手にしろというのです。昔の言葉でいえば、

まあ (勘当:ｶﾝﾄﾞｳ)なのでしょう。あるいはそれほど強いものでなかった

かも知れませんが、当人はそう解釈していました。Ｋは母のない男で

した。彼の性格の一面は、たしかに (継母:ｹｲﾎﾞ)に育てられた結果とも

見る事ができるようです。もし彼の実の母が生きていたら、あるいは

彼と実家との関係に、こうまで (隔:ﾍﾀﾞ)たりができずに済んだかも知れ

ないと私は思うのです。
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彼の父はいうまでもなく (僧侶:ｿｳﾘｮ)でした。けれども義理堅い点にお

いて、むしろ (武士:ｻﾑﾗｲ)に似たところがありはしないかと疑われます。 

 

二十二 

 

「Ｋの事件が一段落ついた (後:ｱﾄ)で、 (私:ﾜﾀｸｼ)は彼の姉の夫から長い

封書を受け取りました。Ｋの養子に行った先は、この人の親類に当る

のですから、彼を周旋した時にも、彼を復籍させた時にも、この人の

意見が重きをなしていたのだと、Ｋは私に話して聞かせました。 

 手紙にはその後Ｋがどうしているか知らせてくれと書いてありまし

た。姉が心配しているから、なるべく早く返事を (貰:ﾓﾗ)いたいという

依頼も付け加えてありました。Ｋは寺を (嗣:ﾂ)いだ兄よりも、 (他家:ﾀ

ｹ)へ縁づいたこの姉を好いていました。彼らはみんな一つ腹から生れた 

(姉弟:ｷｮｳﾀﾞｲ)ですけれども、この姉とＫとの間には (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ) (年歯:

ﾄｼ)の差があったのです。それでＫの (小供:ｺﾄﾞﾓ)の時分には、 (継母:ﾏ

ﾏﾊﾊ)よりもこの姉の方が、かえって本当の母らしく見えたのでしょう。 

 

 私はＫに手紙を見せました。Ｋは何ともいいませんでしたけれども、

自分の所へこの姉から同じような意味の書状が二、三度来たという事

を打ち明けました。Ｋはそのたびに心配するに及ばないと答えてやっ

たのだそうです。運悪くこの姉は生活に余裕のない家に片付いたため

に、いくらＫに同情があっても、物質的に弟をどうしてやる訳にも行

かなかったのです。 

 私はＫと同じような返事を彼の義兄(宛:ｱﾃ)で出しました。その (中:ｳ

ﾁ)に、万一の場合には私がどうでもするから、安心するようにという意

味を強い言葉で書き現わしました。これは (固:ﾓﾄ)より私の (一存:ｲﾁｿﾞ

ﾝ)でした。
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Ｋの (行先:ﾕｸｻｷ)を心配するこの姉に安心を与えようという好意は無論

含まれていましたが、私を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)したとより (外:ﾎｶ)に取りよう

のない彼の実家や (養家:ﾖｳｶ)に対する意地もあったのです。 

 Ｋの復籍したのは一年生の時でした。それから二年生の (中頃:ﾅｶｺﾞﾛ)

になるまで、約一年半の間、彼は独力で (己:ｵﾉ)れを支えていったので

す。ところがこの過度の労力が次第に彼の健康と精神の上に影響して

来たように見え出しました。それには無論養家を出る出ないの (蒼蠅:ｳ

ﾙｻ)い問題も手伝っていたでしょう。彼は段々 (感傷的:ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙ)になっ

て来たのです。時によると、自分だけが世の中の不幸を一人で (背負:ｼ

ｮ)って立っているような事をいいます。そうしてそれを打ち消せばすぐ

激するのです。それから自分の未来に (横:ﾖｺ)たわる (光明:ｺｳﾐｮｳ)が、

次第に彼の眼を (遠退:ﾄｵﾉ)いて行くようにも思って、いらいらするので

す。学問をやり始めた時には、誰しも偉大な抱負をもって、新しい旅

に (上:ﾉﾎﾞ)るのが常ですが、一年と立ち二年と過ぎ、もう卒業も間近に

なると、急に自分の足の運びの (鈍:ﾉﾛ)いのに気が付いて、過半はそこ

で失望するのが当り前になっていますから、Ｋの場合も同じなのです

が、彼の (焦慮:ｱｾ)り方はまた普通に比べると (遥:ﾊﾙ)かに (甚:ﾊﾅﾊﾀﾞ)

しかったのです。私はついに彼の気分を落ち付けるのが (専一:ｾﾝｲﾁ)だ

と考えました。 

 私は彼に向って、余計な仕事をするのは (止:ﾖ)せといいました。そう

して当分(身体:ｶﾗﾀﾞ)を楽にして、遊ぶ方が大きな将来のために得策だと

忠告しました。 
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 (剛情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)なＫの事ですから、容易に私のいう事などは聞くまいと、

かねて予期していたのですが、実際いい出して見ると、思ったよりも

説き落すのに骨が折れたので弱りました。Ｋはただ学問が自分の目的

ではないと主張するのです。意志の力を養って強い人になるのが自分

の考えだというのです。それにはなるべく窮屈な境遇にいなくてはな

らないと結論するのです。普通の人から見れば、まるで (酔興:ｽｲｷｮｳ)

です。その上窮屈な境遇にいる彼の意志は、ちっとも強くなっていな

いのです。彼はむしろ神経衰弱に (罹:ｶｶ)っているくらいなのです。私

は仕方がないから、彼に向って (至極:ｼｺﾞｸ)同感であるような様子を見

せました。自分もそういう点に向って、人生を進むつもりだったとつ

いには明言しました。（もっともこれは私に取ってまんざら空虚な言葉

でもなかったのです。Ｋの説を聞いていると、段々そういうところに

釣り込まれて来るくらい、彼には力があったのですから）。最後に私は

Ｋといっしょに住んで、いっしょに向上の (路:ﾐﾁ)を (辿:ﾀﾄﾞ)って行き

たいと (発議:ﾎﾂｷﾞ)しました。私は彼の剛情を折り曲げるために、彼の

前に (跪:ﾋｻﾞﾏｽﾞ)く事をあえてしたのです。そうして (漸:ﾔｯ)との事で彼

を私の家に連れて来ました。 

 

二十三 

 

「私の座敷には控えの (間:ﾏ)というような四畳が付属していました。玄

関を上がって私のいる所へ通ろうとするには、ぜひこの四畳を横切ら

なければならないのだから、実用の点から見ると、 (至極:ｼｺﾞｸ)不便な 

(室:ﾍﾔ)でした。私はここへＫを入れたのです。もっとも最初は同じ八畳

に二つ机を並べて、次の間を共有にして置く考えだったのですが、Ｋ

は狭苦しくっても一人でいる方が (好:ｲ)いといって、自分でそっちのほ

うを (択:ｴﾗ)んだのです。 

 前にも話した通り、奥さんは私のこの所置に対して始めは不賛成だ

ったのです。



こころ《スピーチオ文庫》  162/238 

下宿屋ならば、一人より二人が便利だし、二人より三人が得になるけ

れども、商売でないのだから、なるべくなら (止:ﾖ)した方が (好:ｲ)いと

いうのです。私が決して世話の焼ける人でないから構うまいというと、

世話は焼けないでも、気心の知れない人は (厭:ｲﾔ)だと答えるのです。

それでは今(厄介:ﾔｯｶｲ)になっている私だって同じ事ではないかと (詰:ﾅ

ｼﾞ)ると、私の気心は初めからよく分っていると弁解して (已:ﾔ)まない

のです。私は苦笑しました。すると奥さんはまた理屈の方向を (更:ｶ)

えます。そんな人を連れて来るのは、私のために悪いから (止:ﾖ)せとい

い直します。なぜ私のために悪いかと聞くと、今度は向うで苦笑する

のです。 

 実をいうと私だって (強:ｼ)いてＫといっしょにいる必要はなかった

のです。けれども月々の費用を金の形で彼の前に並べて見せると、彼

はきっとそれを受け取る時に (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)するだろうと思ったのです。

彼はそれほど独立心の強い男でした。だから私は彼を私の (宅:ｳﾁ)へ置

いて、 (二人前:ﾌﾀﾘﾏｴ)の食料を彼の知らない (間:ﾏ)にそっと奥さんの手

に渡そうとしたのです。しかし私はＫの経済問題について、 (一言:ｲﾁｺﾞ

ﾝ)も奥さんに打ち明ける気はありませんでした。 

 私はただＫの健康について (云々:ｳﾝﾇﾝ)しました。一人で置くとます

ます人間が (偏屈:ﾍﾝｸﾂ)になるばかりだからといいました。それに付け

足して、Ｋが (養家:ﾖｳｶ)と (折合:ｵﾘｱｲ)の悪かった事や、実家と離れて

しまった事や、色々話して聞かせました。私は (溺:ｵﾎﾞ)れかかった人を

抱いて、自分の熱を向うに移してやる覚悟で、Ｋを引き取るのだと告

げました。そのつもりであたたかい面倒を見てやってくれと、奥さん

にもお嬢さんにも頼みました。私はここまで来て (漸々:ﾖｳﾖｳ)奥さんを

説き伏せたのです。しかし私から何にも聞かないＫは、この (顛末:ﾃﾝﾏ

ﾂ)をまるで知らずにいました。
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私もかえってそれを満足に思って、のっそり引き移って来たＫを、知

らん顔で迎えました。 

 奥さんとお嬢さんは、親切に彼の荷物を片付ける世話や (何:ﾅﾆ)かを

してくれました。すべてそれを私に対する好意から来たのだと解釈し

た私は、心のうちで喜びました。――Ｋが相変らずむっちりした様子

をしているにもかかわらず。 

 私がＫに向って新しい (住居:ｽﾏｲ)の心持はどうだと聞いた時に、彼は

ただ (一言:ｲﾁｹﾞﾝ)悪くないといっただけでした。私からいわせれば悪く

ないどころではないのです。彼の今までいた所は北向きの湿っぽい 

(臭:ﾆｵ)いのする汚い (室:ﾍﾔ)でした。 (食物:ｸｲﾓﾉ)も室(相応:ｿｳｵｳ)に粗末

でした。私の家へ引き移った彼は、 (幽谷:ﾕｳｺｸ)から (喬木:ｷｮｳﾎﾞｸ)に移

った趣があったくらいです。それをさほどに思う (気色:ｹｼｷ)を見せない

のは、一つは彼の強情から来ているのですが、一つは彼の主張からも

出ているのです。仏教の教義で養われた彼は、衣食住についてとかく

の (贅沢:ｾﾞｲﾀｸ)をいうのをあたかも不道徳のように考えていました。な

まじい昔の高僧だとか (聖徒:ｾｰﾝﾄ)だとかの (伝:ﾃﾞﾝ)を読んだ彼には、

ややともすると精神と肉体とを切り離したがる癖がありました。肉を 

(鞭撻:ﾍﾞﾝﾀﾂ)すれば霊の光輝が増すように感ずる場合さえあったのかも

知れません。 

 私はなるべく彼に (逆:ｻｶ)らわない方針を取りました。私は氷を (日

向:ﾋﾅﾀ)へ出して (溶:ﾄ)かす工夫をしたのです。今に (融:ﾄ)けて温かい水

になれば、自分で自分に気が付く時機が来るに違いないと思ったので

す。 

 

二十四 

 

「私は奥さんからそういう (風:ﾌｳ)に取り扱われた結果、段々快活にな

って来たのです。それを自覚していたから、同じものを今度はＫの上

に応用しようと試みたのです。
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Ｋと私とが性格の上において、 (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)相違のある事は、長く (交

際:ﾂｷｱ)って来た私によく (解:ﾜｶ)っていましたけれども、私の神経がこ

の家庭に入ってから多少(角:ｶﾄﾞ)が取れたごとく、Ｋの心もここに置け

ばいつか沈まる事があるだろうと考えたのです。 

 Ｋは私より強い決心を有している男でした。勉強も私の倍ぐらいは

したでしょう。その上持って生れた頭の (質:ﾀﾁ)が私よりもずっとよか

ったのです。 (後:ｱﾄ)では専門が違いましたから何ともいえませんが、

同じ級にいる (間:ｱｲﾀﾞ)は、中学でも高等学校でも、Ｋの方が常に上席

を占めていました。私には平生から何をしてもＫに及ばないという自

覚があったくらいです。けれども私が (強:ｼ)いてＫを私の (宅:ｳﾁ)へ 

(引:ﾋ)っ (張:ﾊﾟ)って来た時には、私の方がよく事理を (弁:ﾜｷﾏ)えている

と信じていました。私にいわせると、彼は我慢と忍耐の区別を了解し

ていないように思われたのです。これはとくにあなたのために付け足

しておきたいのですから聞いて下さい。肉体なり精神なりすべて我々

の能力は、外部の (刺戟:ｼｹﾞｷ)で、発達もするし、破壊されもするでし

ょうが、どっちにしても刺戟を段々に強くする必要のあるのは無論で

すから、よく考えないと、非常に険悪な方向へむいて進んで行きなが

ら、自分はもちろん (傍:ﾊﾀ)のものも気が付かずにいる恐れが生じてき

ます。医者の説明を聞くと、人間の胃袋ほど横着なものはないそうで

す。 (粥:ｶﾕ)ばかり食っていると、それ以上の堅いものを (消化:ｺﾅ)す力

がいつの間にかなくなってしまうのだそうです。だから何でも食う (稽

古:ｹｲｺ)をしておけと医者はいうのです。けれどもこれはただ慣れると

いう意味ではなかろうと思います。次第に刺戟を増すに従って、次第

に営養機能の抵抗力が強くなるという意味でなくてはなりますまい。
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もし反対に胃の力の方がじりじり弱って行ったなら結果はどうなるだ

ろうと想像してみればすぐ (解:ﾜｶ)る事です。Ｋは私より偉大な男でし

たけれども、全くここに気が付いていなかったのです。ただ困難に慣

れてしまえば、しまいにその困難は何でもなくなるものだと (極:ｷ)めて

いたらしいのです。 (艱苦:ｶﾝｸ)を繰り返せば、繰り返すというだけの 

(功徳:ｸﾄﾞｸ)で、その艱苦が気にかからなくなる時機に (邂逅:ﾒｸﾞﾘｱ)える

ものと信じ切っていたらしいのです。 

 私はＫを説くときに、ぜひそこを明らかにしてやりたかったのです。

しかしいえばきっと反抗されるに (極:ｷﾏ)っていました。また昔の人の

例などを、 (引合:ﾋｷｱｲ)に持って来るに違いないと思いました。そうな

れば私だって、その人たちとＫと違っている点を明白に述べなければ

ならなくなります。それを (首肯:ｳｹｶﾞ)ってくれるようなＫならいいの

ですけれども、彼の性質として、議論がそこまでゆくと容易に (後:ｱﾄ)

へは返りません。なお先へ出ます。そうして、口で先へ出た通りを、

行為で実現しに (掛:ｶｶ)ります。彼はこうなると恐るべき男でした。偉

大でした。自分で自分を破壊しつつ進みます。結果から見れば、彼は

ただ自己の成功を打ち砕く意味において、偉大なのに過ぎないのです

けれども、それでも決して平凡ではありませんでした。彼の (気性:ｷｼｮ

ｳ)をよく知った私はついに何ともいう事ができなかったのです。その上

私から見ると、彼は前にも述べた通り、多少神経衰弱に (罹:ｶｶ)ってい

たように思われたのです。よし私が彼を説き伏せたところで、彼は必

ず激するに違いないのです。私は彼と (喧嘩:ｹﾝｶ)をする事は恐れてはい

ませんでしたけれども、私が孤独の感に (堪:ﾀ)えなかった自分の境遇を

顧みると、親友の彼を、同じ孤独の境遇に置くのは、私に取って忍び

ない事でした。一歩進んで、より孤独な境遇に突き落すのはなお (厭:ｲ

ﾔ)でした。
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それで私は彼が (宅:ｳﾁ)へ引き移ってからも、当分の間は批評がましい

批評を彼の上に加えずにいました。ただ穏やかに周囲の彼に及ぼす結

果を見る事にしたのです。 

 

二十五 

 

「私は (蔭:ｶｹﾞ)へ (廻:ﾏﾜ)って、奥さんとお嬢さんに、なるべくＫと話

をするように頼みました。私は彼のこれまで通って来た無言生活が彼

に (祟:ﾀﾀ)っているのだろうと信じたからです。使わない鉄が腐るよう

に、彼の心には (錆:ｻﾋﾞ)が出ていたとしか、私には思われなかったので

す。 

 奥さんは取り付き (把:ﾊ)のない人だといって笑っていました。お嬢さ

んはまたわざわざその例を挙げて私に説明して聞かせるのです。火鉢

に火があるかと尋ねると、Ｋはないと答えるそうです。では持って (来:

ｷ)ようというと、 (要:ｲ)らないと断るそうです。寒くはないかと聞くと、

寒いけれども要らないんだといったぎり応対をしないのだそうです。

私はただ苦笑している訳にもゆきません。気の毒だから、何とかいっ

てその場を取り (繕:ﾂｸﾛ)っておかなければ済まなくなります。もっとも

それは春の事ですから、 (強:ｼ)いて火にあたる必要もなかったのですが、

これでは取り付き把がないといわれるのも無理はないと思いました。 

 それで私はなるべく、自分が中心になって、女二人とＫとの連絡を

はかるように (力:ﾂﾄ)めました。Ｋと私が話している所へ (家:ｳﾁ)の人を

呼ぶとか、または家の人と私が一つ (室:ﾍﾔ)に落ち合った所へ、Ｋを引

っ張り出すとか、どっちでもその場合に応じた方法をとって、彼らを

接近させようとしたのです。もちろんＫはそれをあまり好みませんで

した。ある時はふいと (起:ﾀ)って室の外へ出ました。またある時はいく

ら呼んでもなかなか出て来ませんでした。Ｋはあんな (無駄話:ﾑﾀﾞﾊﾞﾅｼ)

をしてどこが面白いというのです。私はただ笑っていました。しかし

心の (中:ｳﾁ)では、Ｋがそのために私を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)していることがよ

く (解:ﾜｶ)りました。 
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 私はある意味から見て実際彼の軽蔑に (価:ｱﾀｲ)していたかも知れま

せん。彼の眼の着け所は私より (遥:ﾊﾙ)かに高いところにあったともい

われるでしょう。私もそれを (否:ｲﾅ)みはしません。しかし眼だけ高く

って、 (外:ﾎｶ)が釣り合わないのは手もなく (不具:ｶﾀﾜ)です。私は何を 

(措:ｵ)いても、この際彼を人間らしくするのが専一だと考えたのです。

いくら彼の頭が偉い人の (影像:ｲﾒｼﾞ)で (埋:ｳｽﾞ)まっていても、彼自身

が偉くなってゆかない以上は、何の役にも立たないという事を発見し

たのです。私は彼を人間らしくする第一の手段として、まず異性の (傍:

ｿﾊﾞ)に彼を (坐:ｽﾜ)らせる方法を講じたのです。そうしてそこから出る

空気に彼を (曝:ｻﾗ)した上、 (錆:ｻ)び付きかかった彼の血液を新しくし

ようと試みたのです。 

 この試みは次第に成功しました。初めのうち融合しにくいように見

えたものが、段々一つに (纏:ﾏﾄ)まって (来出:ｷﾀﾞ)しました。彼は自分

以外に世界のある事を少しずつ悟ってゆくようでした。彼はある日私

に向って、女はそう (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)すべきものでないというような事をい

いました。Ｋははじめ女からも、私同様の知識と学問を要求していた

らしいのです。そうしてそれが見付からないと、すぐ軽蔑の念を生じ

たものと思われます。今までの彼は、性によって立場を変える事を知

らずに、同じ視線ですべての (男女:ﾅﾝﾆｮ)を一様に観察していたのです。

私は彼に、もし我ら二人だけが男同志で永久に話を交換しているなら

ば、二人はただ直線的に先へ延びて行くに過ぎないだろうといいまし

た。彼はもっともだと答えました。私はその時お嬢さんの事で、多少

夢中になっている (頃:ｺﾛ)でしたから、自然そんな言葉も使うようにな

ったのでしょう。しかし裏面の消息は彼には (一口:ﾋﾄｸﾁ)も打ち明けま

せんでした。 
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 今まで書物で城壁をきずいてその中に立て (籠:ｺﾓ)っていたようなＫ

の心が、段々打ち解けて来るのを見ているのは、私に取って何よりも

愉快でした。私は最初からそうした目的で事をやり出したのですから、

自分の成功に伴う喜悦を感ぜずにはいられなかったのです。私は本人

にいわない代りに、奥さんとお嬢さんに自分の思った通りを話しまし

た。二人も満足の様子でした。 

 

二十六 

 

「Ｋと (私:ﾜﾀｸｼ)は同じ科におりながら、専攻の学問が違っていました

から、自然出る時や帰る時に遅速がありました。私の方が早ければ、

ただ彼の (空室:ｸｳｼﾂ)を通り抜けるだけですが、遅いと簡単な (挨拶:ｱｲ

ｻﾂ)をして自分の部屋へはいるのを例にしていました。Ｋはいつもの眼

を書物からはなして、 (襖:ﾌｽﾏ)を開ける私をちょっと見ます。そうして

きっと今帰ったのかといいます。私は何も答えないで (点頭:ｳﾅｽﾞ)く事

もありますし、あるいはただ「うん」と答えて行き過ぎる場合もあり

ます。 

 ある日私は (神田:ｶﾝﾀﾞ)に用があって、帰りがいつもよりずっと (後:

ｵｸ)れました。私は急ぎ足に門前まで来て、 (格子:ｺｳｼ)をがらりと開け

ました。それと同時に、私はお嬢さんの声を聞いたのです。声は (慥:ﾀ

ｼ)かにＫの (室:ﾍﾔ)から出たと思いました。玄関から (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に行

けば、茶の間、お嬢さんの部屋と二つ続いていて、それを左へ折れる

と、Ｋの室、私の室、という (間取:ﾏﾄﾞﾘ)なのですから、どこで誰の声

がしたくらいは、久しく (厄介:ﾔｯｶｲ)になっている私にはよく分るので

す。私はすぐ格子を締めました。するとお嬢さんの声もすぐ (已:ﾔ)みま

した。私が靴を脱いでいるうち、――私はその時分からハイカラで (手

数:ﾃｶｽﾞ)のかかる (編上:ｱﾐｱｹﾞ)を (穿:ﾊ)いていたのですが、――私がこ

ごんでその (靴紐:ｸﾂﾋﾓ)を解いているうち、Ｋの部屋では誰の声もしま

せんでした。私は変に思いました。
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ことによると、私の (疳違:ｶﾝﾁｶﾞｲ)かも知れないと考えたのです。しか

し私がいつもの通りＫの室を抜けようとして、襖を開けると、そこに

二人はちゃんと (坐:ｽﾜ)っていました。Ｋは例の通り今帰ったかといい

ました。お嬢さんも「お帰り」と坐ったままで挨拶しました。私には

気のせいかその簡単な挨拶が少し (硬:ｶﾀ)いように聞こえました。どこ

かで自然を踏み (外:ﾊｽﾞ)しているような調子として、私の (鼓膜:ｺﾏｸ)

に響いたのです。私はお嬢さんに、奥さんはと尋ねました。私の質問

には何の意味もありませんでした。家のうちが平常より何だかひっそ

りしていたから聞いて見ただけの事です。 

 奥さんははたして留守でした。 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)も奥さんといっしょに出

たのでした。だから (家:ｳﾁ)に残っているのは、Ｋとお嬢さんだけだっ

たのです。私はちょっと首を傾けました。今まで長い間世話になって

いたけれども、奥さんがお嬢さんと私だけを置き去りにして、 (宅:ｳﾁ)

を空けた (例:ﾀﾒｼ)はまだなかったのですから。私は何か急用でもできた

のかとお嬢さんに聞き返しました。お嬢さんはただ笑っているのです。

私はこんな時に笑う女が嫌いでした。若い女に共通な点だといえばそ

れまでかも知れませんが、お嬢さんも下らない事によく笑いたがる女

でした。しかしお嬢さんは私の顔色を見て、すぐ (不断:ﾌﾀﾞﾝ)の表情に

帰りました。急用ではないが、ちょっと用があって出たのだと (真面目:

ﾏｼﾞﾒ)に答えました。下宿人の私にはそれ以上問い詰める権利はありま

せん。私は沈黙しました。 

 私が着物を改めて席に着くか着かないうちに、奥さんも下女も帰っ

て来ました。やがて (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)の食卓でみんなが顔を合わせる時刻が

来ました。下宿した当座は万事客扱いだったので、食事のたびに下女

が (膳:ｾﾞﾝ)を運んで来てくれたのですが、それがいつの間にか崩れて、 

(飯時:ﾒｼﾄﾞｷ)には向うへ呼ばれて行く習慣になっていたのです。
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Ｋが新しく引き移った時も、私が主張して彼を私と同じように取り扱

わせる事に (極:ｷ)めました。その代り私は薄い板で造った足の (畳:ﾀﾀ)

み込める (華奢:ｷｬｼｬ)な食卓を奥さんに (寄附:ｷﾌ)しました。今ではどこ

の (宅:ｳﾁ)でも使っているようですが、その (頃:ｺﾛ)そんな卓の周囲に並

んで飯を食う家族はほとんどなかったのです。私はわざわざ (御茶:ｵﾁｬ)

の (水:ﾐｽﾞ)の家具屋へ行って、私の工夫通りにそれを造り (上:ｱ)げさせ

たのです。 

 私はその卓上で奥さんからその日いつもの時刻に (肴屋:ｻｶﾅﾔ)が来な

かったので、私たちに食わせるものを買いに町へ行かなければならな

かったのだという説明を聞かされました。なるほど客を置いている以

上、それももっともな事だと私が考えた時、お嬢さんは私の顔を見て

また笑い出しました。しかし今度は奥さんに (叱:ｼｶ)られてすぐ (已:ﾔ)

めました。 

 

二十七 

 

「一週間ばかりして (私:ﾜﾀｸｼ)はまたＫとお嬢さんがいっしょに話して

いる (室:ﾍﾔ)を通り抜けました。その時お嬢さんは私の顔を見るや (否:

ｲﾅ)や笑い出しました。私はすぐ何がおかしいのかと聞けばよかったの

でしょう。それをつい黙って自分の居間まで来てしまったのです。だ

からＫもいつものように、今帰ったかと声を掛ける事ができなくなり

ました。お嬢さんはすぐ (障子:ｼｮｳｼﾞ)を開けて茶の間へ入ったようでし

た。 

  (夕飯:ﾕｳﾒｼ)の時、お嬢さんは私を変な人だといいました。私はその

時もなぜ変なのか聞かずにしまいました。ただ奥さんが (睨:ﾆﾗ)めるよ

うな眼をお嬢さんに向けるのに気が付いただけでした。 

 私は食後Ｋを散歩に連れ出しました。二人は (伝通院:ﾃﾞﾝｽﾞｳｲﾝ)の裏

手から植物園の通りをぐるりと (廻:ﾏﾜ)ってまた (富坂:ﾄﾐｻﾞｶ)の下へ出

ました。散歩としては短い方ではありませんでしたが、その (間:ｱｲﾀﾞ)

に話した事は (極:ｷﾜ)めて少なかったのです。
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性質からいうと、Ｋは私よりも無口な男でした。私も多弁な方ではな

かったのです。しかし私は歩きながら、できるだけ話を彼に (仕掛:ｼｶ)

けてみました。私の問題はおもに二人の下宿している家族についてで

した。私は奥さんやお嬢さんを彼がどう見ているか知りたかったので

す。ところが彼は海のものとも山のものとも (見分:ﾐﾜ)けの付かないよ

うな返事ばかりするのです。しかもその返事は要領を得ないくせに、

極めて簡単でした。彼は二人の女に関してよりも、専攻の学科の方に

多くの注意を払っているように見えました。もっともそれは二学年目

の試験が目の前に (逼:ｾﾏ)っている (頃:ｺﾛ)でしたから、普通の人間の立

場から見て、彼の方が学生らしい学生だったのでしょう。その上彼は

シュエデンボルグがどうだとかこうだとかいって、無学な私を驚かせ

ました。 

 我々が首尾よく試験を済ましました時、二人とももう (後:ｱﾄ)一年だ

といって奥さんは喜んでくれました。そういう奥さんの (唯一:ﾕｲｲﾂ)の 

(誇:ﾎｺ)りとも見られるお嬢さんの卒業も、間もなく来る順になっていた

のです。Ｋは私に向って、女というものは何にも知らないで学校を出

るのだといいました。Ｋはお嬢さんが学問以外に (稽古:ｹｲｺ)している 

(縫針:ﾇｲﾊﾘ)だの琴だの (活花:ｲｹﾊﾞﾅ)だのを、まるで眼中に置いていない

ようでした。私は彼の (迂闊:ｳｶﾂ)を笑ってやりました。そうして女の価

値はそんな所にあるものでないという昔の議論をまた彼の前で繰り返

しました。彼は別段(反駁:ﾊﾝﾊﾞｸ)もしませんでした。その代りなるほど

という様子も見せませんでした。私にはそこが愉快でした。彼のふん

といったような調子が、依然として女を (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)しているように見

えたからです。女の代表者として私の知っているお嬢さんを、物の (数:

ｶｽﾞ)とも思っていないらしかったからです。今から回顧すると、私のＫ

に対する (嫉妬:ｼｯﾄ)は、その時にもう充分(萌:ｷｻﾞ)していたのです。 
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 私は夏休みにどこかへ行こうかとＫに相談しました。Ｋは行きたく

ないような (口振:ｸﾁﾌﾞﾘ)を見せました。無論彼は自分の自由意志でどこ

へも行ける (身体:ｶﾗﾀﾞ)ではありませんが、私が誘いさえすれば、また

どこへ行っても (差支:ｻｼﾂｶ)えない身体だったのです。私はなぜ行きた

くないのかと彼に尋ねてみました。彼は理由も何にもないというので

す。 (宅:ｳﾁ)で書物を読んだ方が自分の勝手だというのです。私が避暑

地へ行って涼しい所で勉強した方が、身体のためだと主張すると、そ

れなら私一人行ったらよかろうというのです。しかし私はＫ一人をこ

こに残して行く気にはなれないのです。私はただでさえＫと宅のもの

が段々親しくなって行くのを見ているのが、余り (好:ｲ)い心持ではなか

ったのです。私が最初希望した通りになるのが、何で私の心持を悪く

するのかといわれればそれまでです。私は馬鹿に違いないのです。 (果:

ﾊﾃ)しのつかない二人の議論を見るに見かねて奥さんが仲へ入りました。

二人はとうとういっしょに (房州:ﾎﾞｳｼｭｳ)へ行く事になりました。 

 

二十八 

 

「Ｋはあまり旅へ出ない男でした。 (私:ﾜﾀｸｼ)にも (房州:ﾎﾞｳｼｭｳ)は始め

てでした。二人は何にも知らないで、船が一番先へ着いた所から上陸

したのです。たしか (保田:ﾎﾀ)とかいいました。今ではどんなに変って

いるか知りませんが、その (頃:ｺﾛ)はひどい漁村でした。 (第一:ﾀﾞｲﾁ)

どこもかしこも (腥:ﾅﾏｸﾞｻ)いのです。それから海へ入ると、波に押し倒

されて、すぐ手だの足だのを (擦:ｽ)り (剥:ﾑ)くのです。 (拳:ｺﾌﾞｼ)のよ

うな大きな石が打ち寄せる波に (揉:ﾓ)まれて、始終ごろごろしているの

です。 

 私はすぐ (厭:ｲﾔ)になりました。しかしＫは (好:ｲ)いとも悪いともい

いません。少なくとも (顔付:ｶｵﾂｷ)だけは平気なものでした。そのくせ

彼は海へ入るたんびにどこかに (怪我:ｹｶﾞ)をしない事はなかったので

す。
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私はとうとう彼を説き伏せて、そこから (富浦:ﾄﾐｳﾗ)に行きました。富

浦からまた (那古:ﾅｺ)に移りました。すべてこの沿岸はその時分から 

(重:ｵﾓ)に学生の集まる所でしたから、どこでも我々にはちょうど (手頃:

ﾃｺﾞﾛ)の海水浴場だったのです。Ｋと私はよく海岸の岩の上に (坐:ｽﾜ)

って、遠い海の色や、近い水の底を (眺:ﾅｶﾞ)めました。岩の上から (見

下:ﾐｵﾛ)す水は、また特別に (綺麗:ｷﾚｲ)なものでした。赤い色だの (藍:ｱ

ｲ)の色だの、普通(市場:ｼｼﾞｮｳ)に (上:ﾉﾎﾞ)らないような色をした (小魚:

ｺｳｵ)が、透き通る波の中をあちらこちらと泳いでいるのが鮮やかに指さ

されました。 

 私はそこに坐って、よく書物をひろげました。Ｋは何もせずに黙っ

ている方が多かったのです。私にはそれが考えに (耽:ﾌｹ)っているのか、

景色に (見惚:ﾐﾄ)れているのか、もしくは好きな想像を (描:ｴｶﾞ)いてい

るのか、全く (解:ﾜｶ)らなかったのです。私は時々眼を上げて、Ｋに何

をしているのだと聞きました。Ｋは何もしていないと (一口:ﾋﾄｸﾁ)答え

るだけでした。私は自分の (傍:ｿﾊﾞ)にこうじっとして坐っているものが、

Ｋでなくって、お嬢さんだったらさぞ愉快だろうと思う事がよくあり

ました。それだけならまだいいのですが、時にはＫの方でも私と同じ

ような希望を (抱:ｲﾀﾞ)いて岩の上に坐っているのではないかしらと 

(忽然:ｺﾂｾﾞﾝ)疑い出すのです。すると落ち付いてそこに書物をひろげて

いるのが急に厭になります。私は不意に立ち (上:ｱｶﾞ)ります。そうして

遠慮のない大きな声を出して (怒鳴:ﾄﾞﾅ)ります。 (纏:ﾏﾄ)まった詩だの

歌だのを面白そうに (吟:ｷﾞﾝ)ずるような (手緩:ﾃﾇﾙ)い事はできないの

です。ただ野蛮人のごとくにわめくのです。ある時私は突然彼の (襟頸:

ｴﾘｸﾋﾞ)を後ろからぐいと (攫:ﾂｶ)みました。こうして海の中へ突き落し

たらどうするといってＫに聞きました。Ｋは動きませんでした。
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後ろ向きのまま、ちょうど (好:ｲ)い、やってくれと答えました。私はす

ぐ首筋を (抑:ｵｻ)えた手を放しました。 

 Ｋの神経衰弱はこの時もう (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)よくなっていたらしいので

す。それと反比例に、私の方は段々過敏になって来ていたのです。私

は自分より落ち付いているＫを見て、 (羨:ｳﾗﾔ)ましがりました。また憎

らしがりました。彼はどうしても私に取り合う (気色:ｹｼｷ)を見せなかっ

たからです。私にはそれが一種の自信のごとく映りました。しかしそ

の自信を彼に認めたところで、私は決して満足できなかったのです。

私の疑いはもう一歩前へ出て、その性質を (明:ｱｷ)らめたがりました。

彼は学問なり事業なりについて、これから自分の進んで行くべき前途

の (光明:ｺｳﾐｮｳ)を再び取り返した心持になったのだろうか。単にそれだ

けならば、Ｋと私との利害に何の衝突の起る訳はないのです。私はか

えって世話のし (甲斐:ｶﾞｲ)があったのを (嬉:ｳﾚ)しく思うくらいなもの

です。けれども彼の安心がもしお嬢さんに対してであるとすれば、私

は決して彼を許す事ができなくなるのです。不思議にも彼は私のお嬢

さんを愛している (素振:ｿﾌﾞﾘ)に全く気が付いていないように見えまし

た。無論私もそれがＫの眼に付くようにわざとらしくは振舞いません

でしたけれども。Ｋは元来そういう点にかけると (鈍:ﾆﾌﾞ)い人なのです。

私には最初からＫなら大丈夫という安心があったので、彼をわざわざ 

(宅:ｳﾁ)へ連れて来たのです。 

 

二十九 

 

「私は思い切って自分の心をＫに打ち明けようとしました。もっとも

これはその時に始まった訳でもなかったのです。旅に出ない前から、

私にはそうした腹ができていたのですけれども、打ち明ける機会をつ

らまえる事も、その機会を作り出す事も、私の (手際:ﾃｷﾞﾜ)では (旨:ｳﾏ)

くゆかなかったのです。今から思うと、その頃私の周囲にいた人間は

みんな妙でした。女に関して立ち入った話などをするものは一人もあ

りませんでした。
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中には話す (種:ﾀﾈ)をもたないのも (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)いたでしょうが、たと

いもっていても黙っているのが普通のようでした。比較的自由な空気

を呼吸している今のあなたがたから見たら、定めし変に思われるでし

ょう。それが (道学:ﾄﾞｳｶﾞｸ)の (余習:ﾖｼｭｳ)なのか、または一種のはにか

みなのか、判断はあなたの理解に任せておきます。 

 Ｋと私は何でも話し合える中でした。 (偶:ﾀﾏ)には愛とか恋とかいう

問題も、口に (上:ﾉﾎﾞ)らないではありませんでしたが、いつでも抽象的

な理論に落ちてしまうだけでした。それも (滅多:ﾒｯﾀ)には話題にならな

かったのです。大抵は書物の話と学問の話と、未来の事業と、抱負と、

修養の話ぐらいで持ち切っていたのです。いくら親しくってもこう堅

くなった日には、突然調子を (崩:ｸｽﾞ)せるものではありません。二人は

ただ堅いなりに親しくなるだけです。私はお嬢さんの事をＫに打ち明

けようと思い立ってから、 (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)歯がゆい不快に悩まされたか知

れません。私はＫの頭のどこか一カ所を突き破って、そこから柔らか

い空気を吹き込んでやりたい気がしました。 

 あなたがたから見て (笑止千万:ｼｮｳｼｾﾝﾊﾞﾝ)な事もその時の私には実

際大困難だったのです。私は旅先でも (宅:ｳﾁ)にいた時と同じように 

(卑怯:ﾋｷｮｳ)でした。私は始終機会を捕える気でＫを観察していながら、

変に高踏的な彼の態度をどうする事もできなかったのです。私にいわ

せると、彼の心臓の周囲は黒い (漆:ｳﾙｼ)で (重:ｱﾂ)く塗り固められたの

も同然でした。私の (注:ｿｿ)ぎ懸けようとする血潮は、一滴もその心臓

の中へは入らないで、 (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)く (弾:ﾊｼﾞ)き返されてしまうのです。 

 

  (或:ｱ)る時はあまりＫの様子が強くて高いので、私はかえって安心し

た事もあります。
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そうして自分の疑いを腹の中で後悔すると共に、同じ腹の中で、Ｋに 

(詫:ﾜ)びました。詫びながら自分が非常に下等な人間のように見えて、

急に (厭:ｲﾔ)な心持になるのです。しかし (少時:ｼﾊﾞﾗｸ)すると、以前の

疑いがまた逆戻りをして、強く打ち返して来ます。すべてが疑いから

割り出されるのですから、すべてが私には不利益でした。 (容貌:ﾖｳﾎﾞｳ)

もＫの方が女に好かれるように見えました。性質も私のようにこせこ

せしていないところが、異性には気に入るだろうと思われました。ど

こか (間:ﾏ)が抜けていて、それでどこかに (確:ｼｯ)かりした男らしいと

ころのある点も、私よりは優勢に見えました。 (学力:ｶﾞｸﾘｷ)になれば専

門こそ違いますが、私は無論Ｋの敵でないと自覚していました。――

すべて向うの (好:ｲ)いところだけがこう一度に (眼先:ﾒｻｷ)へ散らつき

出すと、ちょっと安心した私はすぐ元の不安に立ち返るのです。 

 Ｋは落ち付かない私の様子を見て、 (厭:ｲﾔ)ならひとまず東京へ帰っ

てもいいといったのですが、そういわれると、私は急に帰りたくなく

なりました。実はＫを東京へ帰したくなかったのかも知れません。二

人は (房州:ﾎﾞｳｼｭｳ)の鼻を (廻:ﾏﾜ)って向う側へ出ました。我々は暑い日

に (射:ｲ)られながら、苦しい思いをして、 (上総:ｶｽﾞｻ)のそこ (一里:ｲﾁ

ﾘ)に (騙:ﾀﾞﾏ)されながら、うんうん歩きました。私にはそうして歩いて

いる意味がまるで (解:ﾜｶ)らなかったくらいです。私は (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)

半分Ｋにそういいました。するとＫは足があるから歩くのだと答えま

した。そうして暑くなると、海に入って行こうといって、どこでも構

わず (潮:ｼｵ)へ (漬:ﾂｶ)りました。その (後:ｱﾄ)をまた強い日で照り付け

られるのですから、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)が (倦怠:ﾀﾞﾙ)くてぐたぐたになりまし

た。 

 

三十 

 

「こんな (風:ﾌｳ)にして歩いていると、暑さと疲労とで自然(身体:ｶﾗﾀﾞ)

の調子が狂って来るものです。
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もっとも病気とは違います。急に (他:ﾋﾄ)の身体の中へ、自分の霊魂が 

(宿替:ﾔﾄﾞｶﾞｴ)をしたような気分になるのです。 (私:ﾜﾀｸｼ)は (平生:ﾍｲｾﾞ

ｲ)の通りＫと口を (利:ｷ)きながら、どこかで平生の心持と離れるように

なりました。彼に対する親しみも憎しみも、 (旅中:ﾘｮﾁｭｳ) (限:ｶｷﾞ)りと

いう特別な性質を (帯:ｵ)びる風になったのです。つまり二人は暑さのた

め、 (潮:ｼｵ)のため、また歩行のため、在来と異なった新しい関係に入

る事ができたのでしょう。その時の我々はあたかも道づれになった (行

商:ｷﾞｮｳｼｮｳ)のようなものでした。いくら話をしてもいつもと違って、

頭を使う込み入った問題には触れませんでした。 

 我々はこの調子でとうとう (銚子:ﾁｮｳｼ)まで行ったのですが、道中た

った一つの例外があったのを今に忘れる事ができないのです。まだ房

州を離れない前、二人は (小湊:ｺﾐﾅﾄ)という所で、 (鯛:ﾀｲ)の (浦:ｳﾗ)を

見物しました。もう (年数:ﾈﾝｽｳ)もよほど (経:ﾀ)っていますし、それに

私にはそれほど興味のない事ですから、 (判然:ﾊﾝｾﾞﾝ)とは覚えていませ

んが、何でもそこは (日蓮:ﾆﾁﾚﾝ)の生れた村だとかいう話でした。日蓮

の生れた日に、鯛が二(尾:ﾋﾞ) (磯:ｲｿ)に打ち上げられていたとかいう (言

伝:ｲｲﾂﾀ)えになっているのです。それ以来村の漁師が鯛をとる事を遠慮

して今に至ったのだから、浦には鯛が沢山いるのです。我々は小舟を 

(傭:ﾔﾄ)って、その鯛をわざわざ見に出掛けたのです。 

 その時私はただ (一図:ｲﾁｽﾞ)に波を見ていました。そうしてその波の

中に動く少し紫がかった鯛の色を、面白い現象の一つとして飽かず眺

めました。しかしＫは私ほどそれに興味をもち得なかったものとみえ

ます。彼は鯛よりもかえって日蓮の方を頭の中で想像していたらしい

のです。
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ちょうどそこに (誕生寺:ﾀﾝｼﾞｮｳｼﾞ)という寺がありました。日蓮の生れ

た村だから誕生寺とでも名を付けたものでしょう、立派な (伽藍:ｶﾞﾗﾝ)

でした。Ｋはその寺に行って (住持:ｼﾞｭｳｼﾞ)に会ってみるといい出しま

した。実をいうと、我々はずいぶん変な (服装:ﾅﾘ)をしていたのです。

ことにＫは風のために帽子を海に吹き飛ばされた結果、 (菅笠:ｽｹﾞｶﾞｻ)

を買って (被:ｶﾌﾞ)っていました。着物は (固:ﾓﾄ)より双方とも (垢:ｱｶ)

じみた上に汗で (臭:ｸｻ)くなっていました。私は坊さんなどに会うのは 

(止:ﾖ)そうといいました。Ｋは (強情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)だから聞きません。 (厭:

ｲﾔ)なら私だけ外に待っていろというのです。私は仕方がないからいっ

しょに玄関にかかりましたが、心のうちではきっと断られるに違いな

いと思っていました。ところが坊さんというものは案外(丁寧:ﾃｲﾈｲ)なも

ので、広い立派な座敷へ私たちを通して、すぐ会ってくれました。そ

の時分の私はＫと (大分:ﾀﾞｲﾌﾞ)考えが違っていましたから、坊さんとＫ

の談話にそれほど耳を傾ける気も起りませんでしたが、Ｋはしきりに

日蓮の事を聞いていたようです。日蓮は (草日蓮:ｿｳﾆﾁﾚﾝ)といわれるく

らいで、 (草書:ｿｳｼｮ)が大変上手であったと坊さんがいった時、字の (拙:

ﾏｽﾞ)いＫは、何だ下らないという顔をしたのを私はまだ覚えています。

Ｋはそんな事よりも、もっと深い意味の日蓮が知りたかったのでしょ

う。坊さんがその点でＫを満足させたかどうかは疑問ですが、彼は寺

の (境内:ｹｲﾀﾞｲ)を出ると、しきりに私に向って日蓮の事を (云々:ｳﾝﾇﾝ)

し出しました。私は暑くて (草臥:ｸﾀﾋﾞ)れて、それどころではありませ

んでしたから、ただ口の先で (好:ｲ)い加減な (挨拶:ｱｲｻﾂ)をしていまし

た。それも面倒になってしまいには全く黙ってしまったのです。 
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 たしかその (翌:ｱｸ)る晩の事だと思いますが、二人は宿へ着いて (飯:

ﾒｼ)を食って、もう寝ようという少し前になってから、急にむずかしい

問題を論じ合い出しました。Ｋは (昨日:ｷﾉｳ)自分の方から話しかけた日

蓮の事について、私が取り合わなかったのを、快く思っていなかった

のです。精神的に向上心がないものは馬鹿だといって、何だか私をさ

も軽薄もののようにやり込めるのです。ところが私の胸にはお嬢さん

の事が (蟠:ﾜﾀﾞｶﾏ)っていますから、彼の (侮蔑:ﾌﾞﾍﾞﾂ)に近い言葉をただ

笑って受け取る訳にいきません。私は私で弁解を始めたのです。 

 

三十一 

 

「その時私はしきりに人間らしいという言葉を使いました。Ｋはこの

人間らしいという言葉のうちに、私が自分の弱点のすべてを隠してい

るというのです。なるほど後から考えれば、Ｋのいう通りでした。し

かし人間らしくない意味をＫに納得させるためにその言葉を使い出し

た私には、 (出立点:ｼｭｯﾀﾂﾃﾝ)がすでに反抗的でしたから、それを反省す

るような余裕はありません。私はなおの事自説を主張しました。する

とＫが彼のどこをつらまえて人間らしくないというのかと私に聞くの

です。私は彼に告げました。――君は人間らしいのだ。あるいは人間

らし過ぎるかも知れないのだ。けれども口の先だけでは人間らしくな

いような事をいうのだ。また人間らしくないように振舞おうとするの

だ。 

 私がこういった時、彼はただ自分の修養が足りないから、 (他:ﾋﾄ)に

はそう見えるかも知れないと答えただけで、 (一向:ｲｯｺｳ)私を (反駁:ﾊﾝ

ﾊﾞｸ)しようとしませんでした。私は張合いが抜けたというよりも、かえ

って気の毒になりました。私はすぐ議論をそこで切り上げました。彼

の調子もだんだん沈んで来ました。もし私が彼の知っている通り昔の

人を知るならば、そんな攻撃はしないだろうといって (悵然:ﾁｮｳｾﾞﾝ)と

していました。Ｋの口にした昔の人とは、無論英雄でもなければ豪傑

でもないのです。
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霊のために肉を (虐:ｼｲﾀ)げたり、道のために (体:ﾀｲ)を (鞭:ﾑﾁ)うったり

したいわゆる (難行苦行:ﾅﾝｷﾞｮｳｸｷﾞｮｳ)の人を指すのです。Ｋは私に、彼

がどのくらいそのために苦しんでいるか (解:ﾜｶ)らないのが、いかにも

残念だと明言しました。 

 Ｋと私とはそれぎり寝てしまいました。そうしてその (翌:ｱｸ)る日か

らまた普通の (行商:ｷﾞｮｳｼｮｳ)の態度に返って、うんうん汗を流しながら

歩き出したのです。しかし私は (路々:ﾐﾁﾐﾁ)その晩の事をひょいひょい

と思い出しました。私にはこの上もない (好:ｲ)い機会が与えられたのに、

知らない (振:ﾌ)りをしてなぜそれをやり過ごしたのだろうという悔恨

の念が燃えたのです。私は人間らしいという抽象的な言葉を用いる代

りに、もっと (直截:ﾁｮｸｾﾂ)で簡単な話をＫに打ち明けてしまえば好かっ

たと思い出したのです。実をいうと、私がそんな言葉を創造したのも、

お嬢さんに対する私の感情が土台になっていたのですから、事実を (蒸

溜:ｼﾞｮｳﾘｭｳ)して (拵:ｺｼﾗ)えた理論などをＫの耳に吹き込むよりも、 

(原:ﾓﾄ)の (形:ｶﾀﾁ)そのままを彼の眼の前に露出した方が、私にはたしか

に利益だったでしょう。私にそれができなかったのは、学問の交際が

基調を構成している二人の親しみに、 (自:ｵﾉｽﾞ)から一種の惰性があっ

たため、思い切ってそれを突き破るだけの勇気が私に欠けていたのだ

という事をここに自白します。気取り過ぎたといっても、虚栄心が (祟:

ﾀﾀ)ったといっても同じでしょうが、私のいう気取るとか虚栄とかいう

意味は、普通のとは少し違います。それがあなたに通じさえすれば、

私は満足なのです。 

 我々は真黒になって東京へ帰りました。帰った時は私の気分がまた

変っていました。人間らしいとか、人間らしくないとかいう (小理屈:ｺ

ﾘｸﾂ)はほとんど頭の中に残っていませんでした。
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Ｋにも宗教家らしい様子が全く見えなくなりました。おそらく彼の心

のどこにも霊がどうの肉がどうのという問題は、その時宿っていなか

ったでしょう。二人は異人種のような顔をして、忙しそうに見える東

京をぐるぐる (眺:ﾅｶﾞ)めました。それから (両国:ﾘｮｳｺﾞｸ)へ来て、暑い

のに (軍鶏:ｼｬﾓ)を食いました。Ｋはその (勢:ｲｷｵ)いで (小石川:ｺｲｼｶﾜ)

まで歩いて帰ろうというのです。体力からいえばＫよりも私の方が強

いのですから、私はすぐ応じました。 

  (宅:ｳﾁ)へ着いた時、奥さんは二人の姿を見て驚きました。二人はた

だ色が黒くなったばかりでなく、むやみに歩いていたうちに大変(瘠:ﾔ)

せてしまったのです。奥さんはそれでも丈夫そうになったといって 

(賞:ﾎ)めてくれるのです。お嬢さんは奥さんの矛盾がおかしいといって

また笑い出しました。旅行前時々腹の立った私も、その時だけは愉快

な心持がしました。場合が場合なのと、久しぶりに聞いたせいでしょ

う。 

 

三十二 

 

「それのみならず (私:ﾜﾀｸｼ)はお嬢さんの態度の少し前と変っているの

に気が付きました。久しぶりで旅から帰った私たちが (平生:ﾍｲｾﾞｲ)の通

り落ち付くまでには、万事について女の手が必要だったのですが、そ

の世話をしてくれる奥さんはとにかく、お嬢さんがすべて私の方を先

にして、Ｋを (後廻:ｱﾄﾏﾜ)しにするように見えたのです。それを露骨に

やられては、私も迷惑したかもしれません。場合によってはかえって

不快の念さえ起しかねなかったろうと思うのですが、お嬢さんの (所

作:ｼｮｻ)はその点で甚だ要領を得ていたから、私は (嬉:ｳﾚ)しかったので

す。つまりお嬢さんは私だけに (解:ﾜｶ)るように、 (持前:ﾓﾁﾏｴ)の親切を

余分に私の方へ割り (宛:ｱ)ててくれたのです。だからＫは別に (厭:ｲﾔ)

な顔もせずに平気でいました。私は心の (中:ｳﾁ)でひそかに彼に対する 

(歌:ｶﾞｲｶ)を奏しました。 
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 やがて夏も過ぎて九月の (中頃:ﾅｶｺﾞﾛ)から我々はまた学校の課業に

出席しなければならない事になりました。Ｋと私とは (各自:ﾃﾝﾃﾞﾝ)の時

間の都合で出入りの刻限にまた遅速ができてきました。私がＫより 

(後:ｵｸ)れて帰る時は一週に三度ほどありましたが、いつ帰ってもお嬢さ

んの影をＫの (室:ﾍﾔ)に認める事はないようになりました。Ｋは例の眼

を私の方に向けて、「今帰ったのか」を規則のごとく繰り返しました。

私の会釈もほとんど器械のごとく簡単でかつ無意味でした。 

 たしか十月の中頃と思います。私は (寝坊:ﾈﾎﾞｳ)をした結果、 (日本

服:ﾆﾎﾝﾌｸ)のまま急いで学校へ出た事があります。 (穿物:ﾊｷﾓﾉ)も (編上:

ｱﾐｱｹﾞ)などを結んでいる時間が惜しいので、 (草履:ｿﾞｳﾘ)を突っかけた

なり飛び出したのです。その日は時間割からいうと、Ｋよりも私の方

が先へ帰るはずになっていました。私は戻って来ると、そのつもりで

玄関の (格子:ｺｳｼ)をがらりと開けたのです。するといないと思っていた

Ｋの声がひょいと聞こえました。同時にお嬢さんの笑い声が私の耳に

響きました。私はいつものように (手数:ﾃｶｽﾞ)のかかる靴を (穿:ﾊ)いて

いないから、すぐ玄関に上がって (仕切:ｼｷﾘ)の (襖:ﾌｽﾏ)を開けました。

私は例の通り机の前に (坐:ｽﾜ)っているＫを見ました。しかしお嬢さん

はもうそこにはいなかったのです。私はあたかもＫの (室:ﾍﾔ)から (逃:

ﾉｶﾞ)れ出るように去るその (後姿:ｳｼﾛｽｶﾞﾀ)をちらりと認めただけでし

た。私はＫにどうして早く帰ったのかと問いました。Ｋは心持が悪い

から休んだのだと答えました。私が自分の室にはいってそのまま坐っ

ていると、間もなくお嬢さんが茶を持って来てくれました。その時お

嬢さんは始めてお帰りといって私に (挨拶:ｱｲｻﾂ)をしました。私は笑い

ながらさっきはなぜ逃げたんですと聞けるような (捌:ｻﾊﾞ)けた男では

ありません。
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それでいて腹の中では何だかその事が気にかかるような人間だったの

です。お嬢さんはすぐ座を立って (縁側伝:ｴﾝｶﾞﾜﾂﾞﾀ)いに向うへ行って

しまいました。しかしＫの室の前に立ち留まって、 (二言:ﾌﾀｺﾄ) (三言:

ﾐｺﾄ)内と外とで話をしていました。それは (先刻:ｻｯｷ)の続きらしかった

のですが、前を聞かない私にはまるで解りませんでした。 

 そのうちお嬢さんの態度がだんだん平気になって来ました。Ｋと私

がいっしょに (宅:ｳﾁ)にいる時でも、よくＫの (室:ﾍﾔ)の縁側へ来て彼の

名を呼びました。そうしてそこへ入って、ゆっくりしていました。無

論郵便を持って来る事もあるし、洗濯物を置いてゆく事もあるのです

から、そのくらいの交通は同じ宅にいる二人の関係上、当然と見なけ

ればならないのでしょうが、ぜひお嬢さんを専有したいという強烈な

一念に動かされている私には、どうしてもそれが当然以上に見えたの

です。ある時はお嬢さんがわざわざ私の室へ来るのを回避して、Ｋの

方ばかりへ行くように思われる事さえあったくらいです。それならな

ぜＫに宅を出てもらわないのかとあなたは聞くでしょう。しかしそう

すれば私がＫを無理に (引張:ﾋｯﾊﾟ)って来た主意が立たなくなるだけで

す。私にはそれができないのです。 

 

三十三 

 

「十一月の寒い雨の降る日の事でした。 (私:ﾜﾀｸｼ)は (外套:ｶﾞｲﾄｳ)を 

(濡:ﾇ)らして例の通り (蒟蒻閻魔:ｺﾝﾆｬｸｴﾝﾏ)を抜けて細い (坂路:ｻｶﾐﾁ)を 

(上:ｱｶﾞ)って (宅:ｳﾁ)へ帰りました。Ｋの室は (空虚:ｶﾞﾗﾝﾄﾞｳ)でしたけれ

ども、火鉢には継ぎたての火が暖かそうに燃えていました。私も冷た

い手を早く赤い炭の上に (翳:ｶｻﾞ)そうと思って、急いで自分の室の (仕

切:ｼｷ)りを開けました。すると私の火鉢には冷たい灰が白く残っている

だけで、 (火種:ﾋﾀﾞﾈ)さえ尽きているのです。私は急に不愉快になりま

した。 
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 その時私の足音を聞いて出て来たのは、奥さんでした。奥さんは黙

って室の真中に立っている私を見て、気の毒そうに外套を脱がせてく

れたり、日本服を着せてくれたりしました。それから私が寒いという

のを聞いて、すぐ次の (間:ﾏ)からＫの火鉢を持って来てくれました。私

がＫはもう帰ったのかと聞きましたら、奥さんは帰ってまた出たと答

えました。その日もＫは私より (後:ｵｸ)れて帰る時間割だったのですか

ら、私はどうした訳かと思いました。奥さんは (大方:ｵｵｶﾀ)用事でもで

きたのだろうといっていました。 

 私はしばらくそこに (坐:ｽﾜ)ったまま (書見:ｼｮｹﾝ)をしました。宅の中

がしんと静まって、 (誰:ﾀﾞﾚ)の話し声も聞こえないうちに、 (初冬:ﾊﾂﾌ

ﾕ)の寒さと (佗:ﾜ)びしさとが、私の (身体:ｶﾗﾀﾞ)に食い込むような感じ

がしました。私はすぐ書物を伏せて立ち上りました。私はふと (賑:ﾆｷﾞ)

やかな所へ行きたくなったのです。雨はやっと (歇:ｱｶﾞ)ったようですが、

空はまだ冷たい鉛のように重く見えたので、私は用心のため、 (蛇:ｼﾞｬ)

の (目:ﾒ)を肩に (担:ｶﾂ)いで、 (砲兵:ﾎｳﾍｲ) (工廠:ｺｳｼｮｳ)の裏手の (土塀:

ﾄﾞﾍﾞｲ)について東へ坂を (下:ｵ)りました。その時分はまだ道路の改正が

できない (頃:ｺﾛ)なので、坂の (勾配:ｺｳﾊﾞｲ)が今よりもずっと急でした。

道幅も狭くて、ああ (真直:ﾏｯｽｸﾞ)ではなかったのです。その上あの谷へ

下りると、南が高い建物で (塞:ﾌｻ)がっているのと、 (放水:ﾐｽﾞﾊｷ)がよ

くないのとで、往来はどろどろでした。ことに細い石橋を渡って (柳町:

ﾔﾅｷﾞﾁｮｳ)の通りへ出る間が (非道:ﾋﾄﾞ)かったのです。 (足駄:ｱｼﾀﾞ)でも

長靴でもむやみに歩く訳にはゆきません。
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誰でも (路:ﾐﾁ)の真中に自然と細長く泥が (掻:ｶ)き分けられた所を、 

(後生:ｺﾞｼｮｳ) (大事:ﾀﾞｲｼﾞ)に (辿:ﾀﾄﾞ)って行かなければならないのです。

その幅は (僅:ﾜｽﾞ)か一、二(尺:ｼｬｸ)しかないのですから、手もなく往来

に敷いてある帯の上を踏んで向うへ越すのと同じ事です。行く人はみ

んな一列になってそろそろ通り抜けます。私はこの細帯の上で、はた

りとＫに出合いました。足の方にばかり気を取られていた私は、彼と

向き合うまで、彼の存在にまるで気が付かずにいたのです。私は不意

に自分の前が (塞:ﾌｻ)がったので偶然眼を上げた時、始めてそこに立っ

ているＫを認めたのです。私はＫにどこへ行ったのかと聞きました。

Ｋはちょっとそこまでといったぎりでした。彼の答えはいつもの通り

ふんという調子でした。Ｋと私は細い帯の上で身体を (替:ｶﾜ)せました。

するとＫのすぐ後ろに一人の若い女が立っているのが見えました。近

眼の私には、今までそれがよく分らなかったのですが、Ｋをやり越し

た (後:ｱﾄ)で、その女の顔を見ると、それが (宅:ｳﾁ)のお嬢さんだったの

で、私は少なからず驚きました。お嬢さんは心持薄赤い顔をして、私

に (挨拶:ｱｲｻﾂ)をしました。その時分の (束髪:ｿｸﾊﾂ)は今と違って (廂:ﾋ

ｻｼ)が出ていないのです、そうして頭の (真中:ﾏﾝﾅｶ)に (蛇:ﾍﾋﾞ)のように

ぐるぐる巻きつけてあったものです。私はぼんやりお嬢さんの頭を見

ていましたが、次の瞬間に、どっちか (路:ﾐﾁ)を譲らなければならない

のだという事に気が付きました。私は思い切ってどろどろの中へ片足

(踏:ﾌ)ん (込:ｺﾞ)みました。そうして比較的通りやすい所を (空:ｱ)けて、

お嬢さんを渡してやりました。 

 それから柳町の通りへ出た私はどこへ行って (好:ｲ)いか自分にも分

らなくなりました。どこへ行っても面白くないような心持がするので

す。
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私は (飛泥:ﾊﾈ)の上がるのも構わずに、 (糠:ﾇｶ)る (海:ﾐ)の中を (自暴:ﾔ

ｹ)にどしどし歩きました。それから (直:ｽ)ぐ宅へ帰って来ました。 

 

三十四 

 

「私はＫに向ってお嬢さんといっしょに出たのかと聞きました。Ｋは

そうではないと答えました。 (真砂町:ﾏｻｺﾞﾁｮｳ)で偶然出会ったから連れ

立って帰って来たのだと説明しました。私はそれ以上に立ち入った質

問を控えなければなりませんでした。しかし食事の時、またお嬢さん

に向って、同じ問いを掛けたくなりました。するとお嬢さんは私の嫌

いな例の笑い方をするのです。そうしてどこへ行ったか (中:ｱ)ててみろ

としまいにいうのです。その (頃:ｺﾛ)の私はまだ (癇癪:ｶﾝｼｬｸ) (持:ﾓ)ち

でしたから、そう (不真面目:ﾌﾏｼﾞﾒ)に若い女から取り扱われると腹が立

ちました。ところがそこに気の付くのは、同じ食卓に着いているもの

のうちで奥さん一人だったのです。Ｋはむしろ平気でした。お嬢さん

の態度になると、知ってわざとやるのか、知らないで (無邪気:ﾑｼﾞｬｷ)

にやるのか、そこの区別がちょっと (判然:ﾊﾝｾﾞﾝ)しない点がありました。

若い女としてお嬢さんは思慮に富んだ (方:ﾎｳ)でしたけれども、その若

い女に共通な私の嫌いなところも、あると思えば思えなくもなかった

のです。そうしてその嫌いなところは、Ｋが宅へ来てから、始めて私

の眼に着き出したのです。私はそれをＫに対する私の (嫉妬:ｼｯﾄ)に (帰:

ｷ)していいものか、または私に対するお嬢さんの技巧と (見傚:ﾐﾅ)して

しかるべきものか、ちょっと分別に迷いました。私は今でも決してそ

の時の私の嫉妬心を打ち消す気はありません。私はたびたび繰り返し

た通り、愛の (裏面:ﾘﾒﾝ)にこの感情の働きを明らかに意識していたので

すから。しかも (傍:ﾊﾀ)のものから見ると、ほとんど取るに足りない (瑣

事:ｻｼﾞ)に、この感情がきっと首を持ち上げたがるのでしたから。これ

は (余事:ﾖｼﾞ)ですが、こういう (嫉妬:ｼｯﾄ)は愛の半面じゃないでしょう

か。
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私は結婚してから、この感情がだんだん薄らいで行くのを自覚しまし

た。その代り愛情の方も決して元のように猛烈ではないのです。 

 私はそれまで (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)していた自分の心を、 (一思:ﾋﾄｵﾓ)いに相

手の胸へ (擲:ﾀﾀ)き付けようかと考え出しました。私の相手というのは

お嬢さんではありません、奥さんの事です。奥さんにお嬢さんを (呉:ｸ)

れろと明白な談判を開こうかと考えたのです。しかしそう決心しなが

ら、一日一日と私は断行の日を延ばして行ったのです。そういうと私

はいかにも (優柔:ﾕｳｼﾞｭｳ)な男のように見えます、また見えても構いま

せんが、実際私の進みかねたのは、意志の力に不足があったためでは

ありません。Ｋの来ないうちは、 (他:ﾋﾄ)の手に乗るのが (厭:ｲﾔ)だとい

う我慢が私を (抑:ｵｻ)え付けて、一歩も動けないようにしていました。

Ｋの来た (後:ﾉﾁ)は、もしかするとお嬢さんがＫの方に意があるのでは

なかろうかという疑念が絶えず私を制するようになったのです。はた

してお嬢さんが私よりもＫに心を傾けているならば、この恋は口へい

い出す価値のないものと私は決心していたのです。恥を (掻:ｶ)かせられ

るのが (辛:ﾂﾗ)いなどというのとは少し訳が違います。こっちでいくら

思っても、向うが内心(他:ﾎｶ)の人に愛の (眼:ﾏﾅｺ)を (注:ｿｿ)いでいるな

らば、私はそんな女といっしょになるのは厭なのです。世の中では (否

応:ｲﾔｵｳ)なしに自分の好いた女を嫁に (貰:ﾓﾗ)って (嬉:ｳﾚ)しがっている

人もありますが、それは私たちよりよっぽど世間ずれのした男か、さ

もなければ愛の心理がよく (呑:ﾉ)み込めない (鈍物:ﾄﾞﾝﾌﾞﾂ)のする事と、

当時の私は考えていたのです。一度貰ってしまえばどうかこうか落ち

付くものだぐらいの哲理では、承知する事ができないくらい私は熱し

ていました。つまり私は極めて高尚な愛の理論家だったのです。同時

にもっとも (迂遠:ｳｴﾝ)な愛の実際家だったのです。 



こころ《スピーチオ文庫》  188/238 

  (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)のお嬢さんに、直接この私というものを打ち明ける機会

も、長くいっしょにいるうちには時々出て来たのですが、私はわざと

それを避けました。日本の習慣として、そういう事は許されていない

のだという自覚が、その頃の私には強くありました。しかし決してそ

ればかりが私を束縛したとはいえません。日本人、ことに日本の若い

女は、そんな場合に、相手に (気兼:ｷｶﾞﾈ)なく自分の思った通りを遠慮

せずに口にするだけの勇気に乏しいものと私は見込んでいたのです。 

 

三十五 

 

「こんな訳で (私:ﾜﾀｸｼ)はどちらの方面へ向っても進む事ができずに立

ち (竦:ｽｸ)んでいました。 (身体:ｶﾗﾀﾞ)の悪い時に (午睡:ﾋﾙﾈ)などをする

と、眼だけ (覚:ｻ)めて周囲のものが (判然:ﾊｯｷﾘ)見えるのに、どうして

も手足の動かせない場合がありましょう。私は時としてああいう苦し

みを人知れず感じたのです。 

 その (内:ｳﾁ)年が暮れて春になりました。ある日奥さんがＫに (歌留

多:ｶﾙﾀ)をやるから (誰:ﾀﾞﾚ)か友達を連れて来ないかといった事があり

ます。するとＫはすぐ友達なぞは一人もないと答えたので、奥さんは

驚いてしまいました。なるほどＫに友達というほどの友達は一人もな

かったのです。往来で会った時(挨拶:ｱｲｻﾂ)をするくらいのものは多少あ

りましたが、それらだって決して (歌留多:ｶﾙﾀ)などを取る (柄:ｶﾞﾗ)では

なかったのです。奥さんはそれじゃ私の知ったものでも呼んで来たら

どうかといい直しましたが、私も (生憎:ｱｲﾆｸ)そんな陽気な遊びをする

心持になれないので、 (好:ｲ)い加減な (生返事:ﾅﾏﾍﾝｼﾞ)をしたなり、打

ちやっておきました。ところが晩になってＫと私はとうとうお嬢さん

に引っ張り出されてしまいました。客も誰も来ないのに、 (内々:ｳﾁｳﾁ)

の (小人数:ｺﾆﾝｽﾞ)だけで取ろうという歌留多ですからすこぶる静かな

ものでした。
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その上こういう遊技をやり付けないＫは、まるで (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をして

いる人と同様でした。私はＫに一体(百人一首:ﾋｬｸﾆﾝｲｯｼｭ)の歌を知って

いるのかと尋ねました。Ｋはよく知らないと答えました。私の言葉を

聞いたお嬢さんは、 (大方:ｵｵｶﾀ)Ｋを (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)するとでも取ったの

でしょう。それから眼に立つようにＫの加勢をし出しました。しまい

には二人がほとんど組になって私に当るという有様になって来ました。

私は相手次第では (喧嘩:ｹﾝｶ)を始めたかも知れなかったのです。幸いに

Ｋの態度は少しも最初と変りませんでした。彼のどこにも得意らしい

様子を認めなかった私は、無事にその場を切り上げる事ができました。 

 それから二、三日(経:ﾀ)った (後:ﾉﾁ)の事でしたろう、奥さんとお嬢さ

んは朝から市ヶ谷にいる親類の所へ行くといって (宅:ｳﾁ)を出ました。

Ｋも私もまだ学校の始まらない (頃:ｺﾛ)でしたから、留守居同様あとに

残っていました。私は書物を読むのも散歩に出るのも (厭:ｲﾔ)だったの

で、ただ漠然と火鉢の (縁:ﾌﾁ)に (肱:ﾋｼﾞ)を載せて (凝:ｼﾞｯ)と (顋:ｱｺﾞ)

を支えたなり考えていました。 (隣:ﾄﾅﾘ)の (室:ﾍﾔ)にいるＫも (一向:ｲｯ

ｺｳ)音を立てませんでした。双方ともいるのだかいないのだか分らない

くらい静かでした。もっともこういう事は、二人の間柄として別に珍

しくも何ともなかったのですから、私は別段それを気にも留めません

でした。 

 十時頃になって、Ｋは不意に仕切りの (襖:ﾌｽﾏ)を開けて私と顔を (見

合:ﾐｱﾜ)せました。彼は敷居の上に立ったまま、私に何を考えていると

聞きました。私はもとより何も考えていなかったのです。もし考えて

いたとすれば、いつもの通りお嬢さんが問題だったかも知れません。
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そのお嬢さんには無論奥さんも食っ付いていますが、近頃ではＫ自身

が切り離すべからざる人のように、私の頭の中をぐるぐる (回:ﾒｸﾞ)って、

この問題を複雑にしているのです。Ｋと顔を見合せた私は、今まで (朧

気:ｵﾎﾞﾛｹﾞ)に彼を一種の邪魔ものの如く意識していながら、明らかにそ

うと答える訳にいかなかったのです。私は依然として彼の顔を見て黙

っていました。するとＫの方からつかつかと私の座敷へ入って来て、

私のあたっている火鉢の前に (坐:ｽﾜ)りました。私はすぐ (両肱:ﾘｮｳﾋｼﾞ)

を火鉢の縁から取り (除:ﾉ)けて、心持それをＫの方へ押しやるようにし

ました。 

 Ｋはいつもに似合わない話を始めました。奥さんとお嬢さんは市ヶ

谷のどこへ行ったのだろうというのです。私は大方(叔母:ｵﾊﾞ)さんの所

だろうと答えました。Ｋはその叔母さんは何だとまた聞きます。私は

やはり軍人の (細君:ｻｲｸﾝ)だと教えてやりました。すると女の年始は大

抵十五日(過:ｽｷﾞ)だのに、なぜそんなに早く出掛けたのだろうと質問す

るのです。私はなぜだか知らないと挨拶するより (外:ﾎｶ)に仕方があり

ませんでした。 

 

三十六 

 

「Ｋはなかなか奥さんとお嬢さんの話を (已:ﾔ)めませんでした。しまい

には (私:ﾜﾀｸｼ)も答えられないような立ち入った事まで聞くのです。私

は面倒よりも不思議の感に打たれました。以前私の方から二人を問題

にして話しかけた時の彼を思い出すと、私はどうしても彼の調子の変

っているところに気が付かずにはいられないのです。私はとうとうな

ぜ今日に限ってそんな事ばかりいうのかと彼に尋ねました。その時彼

は突然黙りました。しかし私は彼の結んだ口元の肉が (顫:ﾌﾙ)えるよう

に動いているのを注視しました。彼は元来無口な男でした。 (平生:ﾍｲｾﾞ

ｲ)から何かいおうとすると、いう前によく口のあたりをもぐもぐさせる 

(癖:ｸｾ)がありました。
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彼の唇がわざと彼の意志に反抗するように (容易:ﾀﾔｽ)く (開:ｱ)かない

ところに、彼の言葉の重みも (籠:ｺﾓ)っていたのでしょう。 (一旦:ｲｯﾀﾝ)

声が口を破って出るとなると、その声には普通の人よりも倍の強い力

がありました。 

 彼の口元をちょっと (眺:ﾅｶﾞ)めた時、私はまた何か出て来るなとすぐ 

(疳付:ｶﾝﾂﾞ)いたのですが、それがはたして (何:ﾅﾝ)の準備なのか、私の

予覚はまるでなかったのです。だから驚いたのです。彼の重々しい口

から、彼のお嬢さんに対する切ない恋を打ち明けられた時の私を想像

してみて下さい。私は彼の魔法棒のために一度に化石されたようなも

のです。口をもぐもぐさせる働きさえ、私にはなくなってしまったの

です。 

 その時の私は恐ろしさの (塊:ｶﾀﾏ)りといいましょうか、または苦しさ

の塊りといいましょうか、何しろ一つの塊りでした。石か鉄のように

頭から足の先までが急に固くなったのです。呼吸をする弾力性さえ失

われたくらいに堅くなったのです。幸いな事にその状態は長く続きま

せんでした。私は一瞬間の (後:ﾉﾁ)に、また人間らしい気分を取り戻し

ました。そうして、すぐ (失策:ｼﾏ)ったと思いました。 (先:ｾﾝ)を越され

たなと思いました。 

 しかしその (先:ｻｷ)をどうしようという分別はまるで起りません。恐

らく起るだけの余裕がなかったのでしょう。私は (腋:ﾜｷ)の下から出る

気味のわるい汗が (襯衣:ｼｬﾂ)に (滲:ｼ)み (透:ﾄｵ)るのを (凝:ｼﾞｯ)と我慢

して動かずにいました。Ｋはその (間:ｱｲﾀﾞ)いつもの通り重い口を切っ

ては、ぽつりぽつりと自分の心を打ち明けてゆきます。私は苦しくっ

て (堪:ﾀﾏ)りませんでした。おそらくその苦しさは、大きな広告のよう

に、私の顔の上に (判然:ﾊｯｷ)りした字で (貼:ﾊ)り付けられてあったろう

と私は思うのです。
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いくらＫでもそこに気の付かないはずはないのですが、彼はまた彼で、

自分の事に (一切:ｲｯｻｲ)を集中しているから、私の表情などに注意する

暇がなかったのでしょう。彼の自白は最初から最後まで同じ調子で貫

いていました。重くて (鈍:ﾉﾛ)い代りに、とても容易な事では動かせな

いという感じを私に与えたのです。私の心は半分その自白を聞いてい

ながら、半分どうしようどうしようという念に絶えず (掻:ｶ)き乱されて

いましたから、 (細:ｺﾏ)かい点になるとほとんど耳へ入らないと同様で

したが、それでも彼の口に出す言葉の調子だけは強く胸に響きました。

そのために私は前いった苦痛ばかりでなく、ときには一種の恐ろしさ

を感ずるようになったのです。つまり相手は自分より強いのだという

恐怖の念が (萌:ｷｻﾞ)し始めたのです。 

 Ｋの話が一通り済んだ時、私は何ともいう事ができませんでした。

こっちも彼の前に同じ意味の自白をしたものだろうか、それとも打ち

明けずにいる方が得策だろうか、私はそんな利害を考えて黙っていた

のではありません。ただ何事もいえなかったのです。またいう気にも

ならなかったのです。 

  (午食:ﾋﾙﾒｼ)の時、Ｋと私は向い合せに席を占めました。 (下女:ｹﾞｼﾞ

ｮ)に給仕をしてもらって、私はいつにない (不味:ﾏｽﾞ)い (飯:ﾒｼ)を済ま

せました。二人は食事中もほとんど口を (利:ｷ)きませんでした。奥さん

とお嬢さんはいつ帰るのだか分りませんでした。 

 

三十七 

 

「二人は (各自:ﾒｲﾒｲ)の (室:ﾍﾔ)に引き取ったぎり顔を合わせませんで

した。Ｋの静かな事は朝と同じでした。 (私:ﾜﾀｸｼ)も (凝:ｼﾞｯ)と考え込

んでいました。 

 私は当然自分の心をＫに打ち明けるべきはずだと思いました。しか

しそれにはもう時機が (後:ｵｸ)れてしまったという気も起りました。
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なぜ (先刻:ｻｯｷ)Ｋの言葉を (遮:ｻｴｷﾞ)って、こっちから逆襲しなかった

のか、そこが非常な (手落:ﾃﾇｶ)りのように見えて来ました。せめてＫの 

(後:ｱﾄ)に続いて、自分は自分の思う通りをその場で話してしまったら、

まだ好かったろうにとも考えました。Ｋの自白に一段落が付いた今と

なって、こっちからまた同じ事を切り出すのは、どう思案しても変で

した。私はこの不自然に打ち勝つ方法を知らなかったのです。私の頭

は悔恨に (揺:ﾕ)られてぐらぐらしました。 

 私はＫが再び (仕切:ｼｷ)りの (襖:ﾌｽﾏ)を (開:ｱ)けて向うから突進して

きてくれれば (好:ｲ)いと思いました。私にいわせれば、先刻はまるで 

(不意撃:ﾌｲｳﾁ)に会ったも同じでした。私にはＫに応ずる準備も何もなか

ったのです。私は午前に失ったものを、今度は取り戻そうという (下心:

ｼﾀｺﾞｺﾛ)を持っていました。それで時々眼を上げて、襖を (眺:ﾅｶﾞ)めま

した。しかしその襖はいつまで (経:ﾀ)っても (開:ｱ)きません。そうして

Ｋは永久に静かなのです。 

 その (内:ｳﾁ)私の頭は段々この静かさに (掻:ｶ)き乱されるようになっ

て来ました。Ｋは今襖の向うで何を考えているだろうと思うと、それ

が気になって (堪:ﾀﾏ)らないのです。不断もこんな (風:ﾌｳ)にお互いが仕

切一枚を間に置いて黙り合っている場合は始終あったのですが、私は

Ｋが静かであればあるほど、彼の存在を忘れるのが普通の状態だった

のですから、その時の私はよほど調子が狂っていたものと見なければ

なりません。それでいて私はこっちから進んで襖を開ける事ができな

かったのです。 (一旦:ｲｯﾀﾝ)いいそびれた私は、また向うから働き掛け

られる時機を待つより (外:ﾎｶ)に仕方がなかったのです。 

 しまいに私は (凝:ｼﾞｯ)としておられなくなりました。無理に凝として

いれば、Ｋの部屋へ飛び込みたくなるのです。私は仕方なしに立って

縁側へ出ました。
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そこから茶の間へ来て、何という目的もなく、 (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)の湯を (湯

呑:ﾕﾉﾐ)に (注:ﾂｲ)で一杯呑みました。それから玄関へ出ました。私はわ

ざとＫの室を回避するようにして、こんな風に自分を往来の真中に (見

出:ﾐｲﾀﾞ)したのです。私には無論どこへ行くという (的:ｱﾃ)もありません。

ただ (凝:ｼﾞｯ)としていられないだけでした。それで方角も何も構わずに、

正月の町を、むやみに歩き (廻:ﾏﾜ)ったのです。私の頭はいくら歩いて

もＫの事でいっぱいになっていました。私もＫを (振:ﾌﾙ)い落す気で歩

き廻る訳ではなかったのです。むしろ自分から進んで彼の姿を (咀嚼:ｿ

ｼｬｸ)しながらうろついていたのです。 

 私には第一に彼が (解:ｶｲ)しがたい男のように見えました。どうして

あんな事を突然私に打ち明けたのか、またどうして打ち明けなければ

いられないほどに、彼の恋が (募:ﾂﾉ)って来たのか、そうして平生の彼

はどこに吹き飛ばされてしまったのか、すべて私には解しにくい問題

でした。私は彼の強い事を知っていました。また彼の (真面目:ﾏｼﾞﾒ)な

事を知っていました。私はこれから私の取るべき態度を決する前に、

彼について聞かなければならない多くをもっていると信じました。同

時にこれからさき彼を相手にするのが変に気味が悪かったのです。私

は夢中に町の中を歩きながら、自分の室に (凝:ｼﾞｯ)と (坐:ｽﾜ)っている

彼の (容貌:ﾖｳﾎﾞｳ)を始終眼の前に (描:ｴｶﾞ)き出しました。しかもいくら

私が歩いても彼を動かす事は到底できないのだという声がどこかで聞

こえるのです。つまり私には彼が一種の魔物のように思えたからでし

ょう。私は永久彼に (祟:ﾀﾀ)られたのではなかろうかという気さえしま

した。 

 私が疲れて (宅:ｳﾁ)へ帰った時、彼の室は依然として (人気:ﾋﾄｹ)のな

いように静かでした。 

 

三十八 

 

「私が家へはいると間もなく (俥:ｸﾙﾏ)の音が聞こえました。
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今のように (護謨輪:ｺﾞﾑﾜ)のない時分でしたから、がらがらいう (厭:ｲﾔ)

な (響:ﾋﾋﾞ)きがかなりの距離でも耳に立つのです。車はやがて門前で留

まりました。 

 私が (夕飯:ﾕｳﾒｼ)に呼び出されたのは、それから三十分ばかり (経:ﾀ)

った (後:ｱﾄ)の事でしたが、まだ奥さんとお嬢さんの (晴着:ﾊﾚｷﾞ)が脱ぎ 

(棄:ｽ)てられたまま、次の室を乱雑に (彩:ｲﾛﾄﾞ)っていました。二人は遅

くなると私たちに済まないというので、飯の支度に間に合うように、

急いで帰って来たのだそうです。しかし奥さんの親切はＫと私とに取

ってほとんど無効も同じ事でした。私は食卓に坐りながら、言葉を惜

しがる人のように、 (素気:ｿｯｹ)ない (挨拶:ｱｲｻﾂ)ばかりしていました。

Ｋは私よりもなお (寡言:ｶｹﾞﾝ)でした。たまに (親子連:ｵﾔｺﾂﾞﾚ)で外出し

た女二人の気分が、また (平生:ﾍｲｾﾞｲ)よりは (勝:ｽｸﾞ)れて晴れやかだっ

たので、我々の態度はなおの事眼に付きます。奥さんは私にどうかし

たのかと聞きました。私は少し心持が悪いと答えました。実際私は心

持が悪かったのです。すると今度はお嬢さんがＫに同じ問いを掛けま

した。Ｋは私のように心持が悪いとは答えません。ただ口が (利:ｷ)きた

くないからだといいました。お嬢さんはなぜ口が利きたくないのかと 

(追窮:ﾂｲｷｭｳ)しました。私はその時ふと重たい (瞼:ﾏﾌﾞﾀ)を上げてＫの顔

を見ました。私にはＫが何と答えるだろうかという好奇心があったの

です。Ｋの唇は例のように少し (顫:ﾌﾙ)えていました。それが知らない

人から見ると、まるで返事に迷っているとしか思われないのです。お

嬢さんは笑いながらまた何かむずかしい事を考えているのだろうとい

いました。Ｋの顔は心持薄赤くなりました。 

 その晩私はいつもより早く (床:ﾄｺ)へ入りました。私が食事の時気分

が悪いといったのを気にして、奥さんは十時頃(蕎麦湯:ｿﾊﾞﾕ)を持って来

てくれました。
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しかし私の (室:ﾍﾔ)はもう (真暗:ﾏｯｸﾗ)でした。奥さんはおやおやといっ

て、仕切りの (襖:ﾌｽﾏ)を細目に開けました。 (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)の光がＫの机

から (斜:ﾅﾅ)めにぼんやりと私の室に差し込みました。Ｋはまだ起きて

いたものとみえます。奥さんは (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)に坐って、 (大方:ｵｵｶﾀ) (風

邪:ｶｾﾞ)を引いたのだろうから (身体:ｶﾗﾀﾞ)を (暖:ｱｯ)ためるがいいとい

って、 (湯呑:ﾕﾉﾐ)を顔の (傍:ｿﾊﾞ)へ突き付けるのです。私はやむをえず、

どろどろした蕎麦湯を奥さんの見ている前で飲みました。 

 私は遅くなるまで暗いなかで考えていました。無論一つ問題をぐる

ぐる (廻転:ｶｲﾃﾝ)させるだけで、 (外:ﾎｶ)に何の効力もなかったのです。

私は突然Ｋが今隣りの室で何をしているだろうと思い出しました。私

は半ば無意識においと声を掛けました。すると向うでもおいと返事を

しました。Ｋもまだ起きていたのです。私はまだ寝ないのかと襖ごし

に聞きました。もう寝るという簡単な (挨拶:ｱｲｻﾂ)がありました。何を

しているのだと私は重ねて問いました。今度はＫの答えがありません。

その代り五、六分経ったと思う頃に、 (押入:ｵｼｲﾚ)をがらりと開けて、 

(床:ﾄｺ)を延べる音が手に取るように聞こえました。私はもう (何時:ﾅﾝ

ｼﾞ)かとまた尋ねました。Ｋは一時二十分だと答えました。やがて (洋

燈:ﾗﾝﾌﾟ)をふっと吹き消す音がして、 (家中:ｳﾁｼﾞｭｳ)が真暗なうちに、し

んと静まりました。 

 しかし私の眼はその暗いなかでいよいよ (冴:ｻ)えて来るばかりです。

私はまた半ば無意識な状態で、おいとＫに声を掛けました。Ｋも以前

と同じような調子で、おいと答えました。私は (今朝:ｹｻ)彼から聞いた

事について、もっと詳しい話をしたいが、彼の都合はどうだと、とう

とうこっちから切り出しました。私は無論(襖越:ﾌｽﾏｺﾞｼ)にそんな談話を

交換する気はなかったのですが、Ｋの返答だけは即坐に得られる事と

考えたのです。
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ところがＫは (先刻:ｻｯｷ)から二度おいと呼ばれて、二度おいと答えたよ

うな (素直:ｽﾅｵ)な調子で、今度は応じません。そうだなあと低い声で渋

っています。私はまたはっと思わせられました。 

 

三十九 

 

「Ｋの (生返事:ﾅﾏﾍﾝｼﾞ)は (翌日:ﾖｸｼﾞﾂ)になっても、その翌日になって

も、彼の態度によく現われていました。彼は自分から進んで例の問題

に触れようとする (気色:ｹｼｷ)を決して見せませんでした。もっとも機会

もなかったのです。奥さんとお嬢さんが (揃:ｿﾛ)って一日(宅:ｳﾁ)を (空:

ｱ)けでもしなければ、二人はゆっくり落ち付いて、そういう事を話し合

う訳にも行かないのですから。 (私:ﾜﾀｸｼ)はそれをよく心得ていました。

心得ていながら、変にいらいらし出すのです。その結果始めは向うか

ら来るのを待つつもりで、 (暗:ｱﾝ)に用意をしていた私が、折があった

らこっちで口を切ろうと決心するようになったのです。 

 同時に私は黙って (家:ｳﾁ)のものの様子を観察して見ました。しかし

奥さんの態度にもお嬢さんの (素振:ｿﾌﾞﾘ)にも、別に (平生:ﾍｲｾﾞｲ)と変

った点はありませんでした。Ｋの自白以前と自白以後とで、彼らの挙

動にこれという差違が生じないならば、彼の自白は単に私だけに限ら

れた自白で、 (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の本人にも、またその監督者たる奥さんにも、

まだ通じていないのは (慥:ﾀｼ)かでした。そう考えた時私は少し安心し

ました。それで無理に機会を (拵:ｺｼﾗ)えて、わざとらしく話を持ち出す

よりは、自然の与えてくれるものを取り逃さないようにする方が好か

ろうと思って、例の問題にはしばらく手を着けずにそっとしておく事

にしました。 

 こういってしまえば大変簡単に聞こえますが、そうした心の経過に

は、 (潮:ｼｵ)の (満干:ﾐﾁﾋ)と同じように、色々の (高低:ﾀｶﾋﾞｸ)があった

のです。
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私はＫの動かない様子を見て、それにさまざまの意味を付け加えまし

た。奥さんとお嬢さんの言語動作を観察して、二人の心がはたしてそ

こに現われている通りなのだろうかと (疑:ｳﾀｶﾞ)ってもみました。そう

して人間の胸の中に装置された複雑な器械が、時計の針のように、 (明

瞭:ﾒｲﾘｮｳ)に (偽:ｲﾂﾜ)りなく、 (盤上:ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ)の数字を指し (得:ｳ)るもの

だろうかと考えました。要するに私は同じ事をこうも取り、ああも取

りした (揚句:ｱｹﾞｸ)、 (漸:ﾖｳﾔ)くここに落ち付いたものと思って下さい。

更にむずかしくいえば、落ち付くなどという言葉は、この際決して使

われた義理でなかったのかも知れません。 

 その (内:ｳﾁ)学校がまた始まりました。私たちは時間の同じ日には連

れ立って (宅:ｳﾁ)を出ます。都合がよければ帰る時にもやはりいっしょ

に帰りました。外部から見たＫと私は、何にも前と違ったところがな

いように親しくなったのです。けれども腹の中では、 (各自:ﾃﾝﾃﾞﾝ)に 

(各自:ﾃﾝﾃﾞﾝ)の事を勝手に考えていたに違いありません。ある日私は突

然往来でＫに肉薄しました。私が第一に聞いたのは、この間の自白が

私だけに限られているか、または奥さんやお嬢さんにも通じているか

の点にあったのです。私のこれから取るべき態度は、この問いに対す

る彼の答え次第で (極:ｷ)めなければならないと、私は思ったのです。す

ると彼は (外:ﾎｶ)の人にはまだ (誰:ﾀﾞﾚ)にも打ち明けていないと明言し

ました。私は事情が自分の推察通りだったので、内心(嬉:ｳﾚ)しがりまし

た。私はＫの私より横着なのをよく知っていました。彼の度胸にも (敵:

ｶﾅ)わないという自覚があったのです。けれども一方ではまた妙に彼を

信じていました。学資の事で (養家:ﾖｳｶ)を三年も (欺:ｱｻﾞﾑ)いていた彼

ですけれども、彼の信用は私に対して少しも損われていなかったので

す。私はそれがためにかえって彼を信じ出したくらいです。
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だからいくら疑い深い私でも、明白な彼の答えを腹の中で否定する気

は起りようがなかったのです。 

 私はまた彼に向って、彼の恋をどう取り扱うつもりかと尋ねました。

それが単なる自白に過ぎないのか、またはその自白についで、実際的

の効果をも収める気なのかと問うたのです。しかるに彼はそこになる

と、何にも答えません。黙って下を向いて歩き出します。私は彼に (隠:

ｶｸ)し立てをしてくれるな、すべて思った通りを話してくれと頼みまし

た。彼は何も私に隠す必要はないと (判然:ﾊｯｷﾘ)断言しました。しかし

私の知ろうとする点には、 (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)の返事も与えないのです。私も

往来だからわざわざ立ち留まって (底:ｿｺ)まで突き留める訳にいきませ

ん。ついそれなりにしてしまいました。 

 

四十 

 

「ある日私は久しぶりに学校の図書館に入りました。私は広い机の片

隅で窓から射す光線を半身に受けながら、新着の外国雑誌を、あちら

こちらと (引:ﾋ)っ (繰:ｸ)り返して見ていました。私は担任教師から専攻

の学科に関して、次の週までにある事項を調べて来いと命ぜられたの

です。しかし私に必要な事柄がなかなか見付からないので、私は二度

も三度も雑誌を借り替えなければなりませんでした。最後に私はやっ

と自分に必要な論文を探し出して、一心にそれを読み出しました。す

ると突然幅の広い机の向う側から小さな声で私の名を呼ぶものがあり

ます。私はふと眼を上げてそこに立っているＫを見ました。Ｋはその

上半身を机の上に折り曲げるようにして、彼の顔を私に近付けました。

ご承知の通り図書館では (他:ﾎｶ)の人の邪魔になるような大きな声で話

をする訳にゆかないのですから、Ｋのこの (所作:ｼｮｻ)は誰でもやる普通

の事なのですが、私はその時に限って、一種変な心持がしました。 

 Ｋは低い声で勉強かと聞きました。
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私はちょっと調べものがあるのだと答えました。それでもＫはまだそ

の顔を私から放しません。同じ低い調子でいっしょに散歩をしないか

というのです。私は少し待っていればしてもいいと答えました。彼は

待っているといったまま、すぐ私の前の空席に腰をおろしました。す

ると私は気が散って急に雑誌が読めなくなりました。何だかＫの胸に 

(一物:ｲﾁﾓﾂ)があって、談判でもしに来られたように思われて仕方がない

のです。私はやむをえず読みかけた雑誌を伏せて、立ち上がろうとし

ました。Ｋは落ち付き払ってもう済んだのかと聞きます。私はどうで

もいいのだと答えて、雑誌を返すと共に、Ｋと図書館を出ました。 

 二人は別に行く所もなかったので、 (竜岡町:ﾀﾂｵｶﾁｮｳ)から (池:ｲｹ)の 

(端:ﾊﾀ)へ出て、 (上野:ｳｴﾉ)の公園の中へ入りました。その時彼は例の事

件について、突然向うから口を切りました。前後の様子を (綜合:ｿｳｺﾞｳ)

して考えると、Ｋはそのために私をわざわざ散歩に (引:ﾋ)っ (張:ﾊﾟ)り 

(出:ﾀﾞ)したらしいのです。けれども彼の態度はまだ実際的の方面へ向っ

てちっとも進んでいませんでした。彼は私に向って、ただ漠然と、ど

う思うというのです。どう思うというのは、そうした恋愛の (淵:ﾌﾁ)に 

(陥:ｵﾁｲ)った彼を、どんな眼で私が (眺:ﾅｶﾞ)めるかという質問なのです。 

(一言:ｲﾁｺﾞﾝ)でいうと、彼は現在の自分について、私の批判を求めたい

ようなのです。そこに私は彼の (平生:ﾍｲｾﾞｲ)と異なる点を確かに認める

事ができたと思いました。たびたび繰り返すようですが、彼の天性は 

(他:ﾋﾄ)の思わくを (憚:ﾊﾊﾞ)かるほど弱くでき上ってはいなかったので

す。こうと信じたら一人でどんどん進んで行くだけの度胸もあり勇気

もある男なのです。 
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 (養家:ﾖｳｶ)事件でその特色を強く胸の (裏:ｳﾁ)に (彫:ﾎ)り付けられた私

が、これは様子が違うと明らかに意識したのは当然の結果なのです。 

 私がＫに向って、この際(何:ﾅ)んで私の批評が必要なのかと尋ねた時、

彼はいつもにも似ない (悄然:ｼｮｳｾﾞﾝ)とした口調で、自分の弱い人間で

あるのが実際恥ずかしいといいました。そうして迷っているから自分

で自分が分らなくなってしまったので、私に公平な批評を求めるより 

(外:ﾎｶ)に仕方がないといいました。私は (隙:ｽ)かさず迷うという意味を

聞き (糺:ﾀﾀﾞ)しました。彼は進んでいいか (退:ｼﾘｿﾞ)いていいか、それ

に迷うのだと説明しました。私はすぐ一歩先へ出ました。そうして退

こうと思えば退けるのかと彼に聞きました。すると彼の言葉がそこで

不意に行き詰りました。彼はただ苦しいといっただけでした。実際彼

の表情には苦しそうなところがありありと見えていました。もし相手

がお嬢さんでなかったならば、私はどんなに彼に都合のいい返事を、

その (渇:ｶﾜ)き切った顔の上に (慈雨:ｼﾞｳ)の如く (注:ｿｿ)いでやったか

分りません。私はそのくらいの美しい同情をもって生れて来た人間と

自分ながら信じています。しかしその時の私は違っていました。 

 

四十一 

 

「私はちょうど他流試合でもする人のようにＫを注意して見ていたの

です。私は、私の眼、私の心、私の (身体:ｶﾗﾀﾞ)、すべて私という名の

付くものを五(分:ﾌﾞ)の (隙間:ｽｷﾏ)もないように用意して、Ｋに向ったの

です。罪のないＫは穴だらけというよりむしろ明け放しと評するのが

適当なくらいに無用心でした。私は彼自身の手から、彼の保管してい

る (要塞:ﾖｳｻｲ)の地図を受け取って、彼の眼の前でゆっくりそれを (眺:

ﾅｶﾞ)める事ができたも同じでした。 
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 Ｋが理想と現実の間に (彷徨:ﾎｳｺｳ)してふらふらしているのを発見し

た私は、ただ (一打:ﾋﾄｳﾁ)で彼を倒す事ができるだろうという点にばか

り眼を着けました。そうしてすぐ彼の (虚:ｷｮ)に付け込んだのです。私

は彼に向って急に厳粛な改まった態度を示し出しました。無論策略か

らですが、その態度に相応するくらいな緊張した気分もあったのです

から、自分に (滑稽:ｺｯｹｲ)だの (羞恥:ｼｭｳﾁ)だのを感ずる余裕はありませ

んでした。私はまず「精神的に向上心のないものは (馬鹿:ﾊﾞｶ)だ」とい

い放ちました。これは二人で (房州:ﾎﾞｳｼｭｳ)を旅行している際、Ｋが私

に向って使った言葉です。私は彼の使った通りを、彼と同じような口

調で、再び彼に投げ返したのです。しかし決して (復讐:ﾌｸｼｭｳ)ではあり

ません。私は復讐以上に残酷な意味をもっていたという事を自白しま

す。私はその (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)でＫの前に横たわる恋の (行手:ﾕｸﾃ)を (塞:ﾌ

ｻ)ごうとしたのです。 

 Ｋは (真宗寺:ｼﾝｼｭｳﾃﾞﾗ)に生れた男でした。しかし彼の傾向は中学時

代から決して生家の (宗旨:ｼｭｳｼ)に近いものではなかったのです。教義

上の区別をよく知らない私が、こんな事をいう資格に乏しいのは承知

していますが、私はただ (男女:ﾅﾝﾆｮ)に関係した点についてのみ、そう

認めていたのです。Ｋは昔から (精進:ｼｮｳｼﾞﾝ)という言葉が好きでした。

私はその言葉の中に、 (禁欲:ｷﾝﾖｸ)という意味も (籠:ｺﾓ)っているのだろ

うと解釈していました。しかし後で実際を聞いて見ると、それよりも

まだ厳重な意味が含まれているので、私は驚きました。道のためには

すべてを犠牲にすべきものだというのが彼の第一信条なのですから、 

(摂欲:ｾﾂﾖｸ)や (禁欲:ｷﾝﾖｸ)は無論、たとい欲を離れた恋そのものでも道

の (妨害:ｻﾏﾀｹﾞ)になるのです。Ｋが自活生活をしている時分に、私はよ

く彼から彼の主張を聞かされたのでした。
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その (頃:ｺﾛ)からお嬢さんを思っていた私は、勢いどうしても彼に反対

しなければならなかったのです。私が反対すると、彼はいつでも気の

毒そうな顔をしました。そこには同情よりも (侮蔑:ﾌﾞﾍﾞﾂ)の方が余計に

現われていました。 

 こういう過去を二人の間に通り抜けて来ているのですから、精神的

に向上心のないものは馬鹿だという言葉は、Ｋに取って痛いに違いな

かったのです。しかし前にもいった通り、私はこの一言で、彼が (折角:

ｾｯｶｸ)積み上げた過去を (蹴散:ｹﾁ)らしたつもりではありません。かえっ

てそれを今まで通り積み重ねて行かせようとしたのです。それが道に

達しようが、天に届こうが、私は構いません。私はただＫが急に生活

の方向を転換して、私の利害と衝突するのを恐れたのです。要するに

私の言葉は単なる利己心の発現でした。 

「精神的に向上心のないものは、馬鹿だ」 

 私は二度同じ言葉を繰り返しました。そうして、その言葉がＫの上

にどう影響するかを見詰めていました。 

「馬鹿だ」とやがてＫが答えました。「僕は馬鹿だ」 

 Ｋはぴたりとそこへ立ち (留:ﾄﾞ)まったまま動きません。彼は地面の

上を見詰めています。私は思わずぎょっとしました。私にはＫがその 

(刹那:ｾﾂﾅ)に (居直:ｲﾅｵ)り強盗のごとく感ぜられたのです。しかしそれ

にしては彼の声がいかにも力に乏しいという事に気が付きました。私

は彼の (眼遣:ﾒﾂﾞｶ)いを参考にしたかったのですが、彼は最後まで私の

顔を見ないのです。そうして、 (徐々:ｿﾛｿﾛ)とまた歩き出しました。 

 

四十二 

 

「私はＫと並んで足を運ばせながら、彼の口を出る次の言葉を腹の中

で (暗:ｱﾝ)に待ち受けました。あるいは待ち伏せといった方がまだ適当

かも知れません。その時の私はたといＫを (騙:ﾀﾞﾏ)し打ちにしても構わ

ないくらいに思っていたのです。
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しかし私にも教育相当の良心はありますから、もし誰か私の (傍:ｿﾊﾞ)

へ来て、お前は (卑怯:ﾋｷｮｳ)だと (一言:ﾋﾄｺﾄ) (私語:ｻｻﾔ)いてくれるもの

があったなら、私はその瞬間に、はっと我に立ち帰ったかも知れませ

ん。もしＫがその人であったなら、私はおそらく彼の前に赤面したで

しょう。ただＫは私を (窘:ﾀｼﾅ)めるには余りに正直でした。余りに単純

でした。余りに人格が善良だったのです。目のくらんだ私は、そこに

敬意を払う事を忘れて、かえってそこに付け込んだのです。そこを利

用して彼を打ち倒そうとしたのです。 

 Ｋはしばらくして、私の名を呼んで私の方を見ました。今度は私の

方で自然と足を留めました。するとＫも留まりました。私はその時や

っとＫの眼を (真向:ﾏﾑｷ)に見る事ができたのです。Ｋは私より (背:ｾｲ)

の高い男でしたから、私は勢い彼の顔を見上げるようにしなければな

りません。私はそうした態度で、 (狼:ｵｵｶﾐ)のごとき心を罪のない羊に

向けたのです。 

「もうその話は (止:ﾔ)めよう」と彼がいいました。彼の眼にも彼の言葉

にも変に悲痛なところがありました。私はちょっと (挨拶:ｱｲｻﾂ)ができ

なかったのです。するとＫは、「 (止:ﾔ)めてくれ」と今度は頼むように

いい直しました。私はその時彼に向って残酷な答を与えたのです。 (狼:

ｵｵｶﾐ)が (隙:ｽｷ)を見て羊の (咽喉笛:ﾉﾄﾞﾌﾞｴ)へ (食:ｸﾗ)い付くように。 

「 (止:ﾔ)めてくれって、僕がいい出した事じゃない、もともと君の方か

ら持ち出した話じゃないか。しかし君が止めたければ、止めてもいい

が、ただ口の先で止めたって仕方があるまい。君の心でそれを止める

だけの覚悟がなければ。一体君は君の平生の主張をどうするつもりな

のか」 

 私がこういった時、 (背:ｾｲ)の高い彼は自然と私の前に (萎縮:ｲｼｭｸ)

して小さくなるような感じがしました。
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彼はいつも話す通り (頗:ｽｺﾌﾞ)る (強情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)な男でしたけれども、

一方ではまた人一倍の正直者でしたから、自分の矛盾などをひどく非

難される場合には、決して平気でいられない (質:ﾀﾁ)だったのです。私

は彼の様子を見てようやく安心しました。すると彼は (卒然:ｿﾂｾﾞﾝ)「覚

悟？」と聞きました。そうして私がまだ何とも答えない先に「覚悟、

――覚悟ならない事もない」と付け加えました。彼の調子は (独言:ﾋﾄﾘ

ｺﾞﾄ)のようでした。また夢の中の言葉のようでした。 

 二人はそれぎり話を切り上げて、 (小石川:ｺｲｼｶﾜ)の宿の方に足を向け

ました。割合に風のない暖かな日でしたけれども、何しろ冬の事です

から、公園のなかは (淋:ｻﾋﾞ)しいものでした。ことに霜に打たれて (蒼

味:ｱｵﾐ)を失った杉の (木立:ｺﾀﾞﾁ)の (茶褐色:ﾁｬｶｯｼｮｸ)が、薄黒い空の中

に、 (梢:ｺｽﾞｴ)を並べて (聳:ｿﾋﾞ)えているのを振り返って見た時は、寒

さが背中へ (噛:ｶｼﾞ)り付いたような心持がしました。我々は夕暮の (本

郷台:ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞｲ)を急ぎ足でどしどし通り抜けて、また向うの (岡:ｵｶ)へ 

(上:ﾉﾎﾞ)るべく小石川の谷へ下りたのです。私はその (頃:ｺﾛ)になって、

ようやく (外套:ｶﾞｲﾄｳ)の下に (体:ﾀｲ)の (温味:ｱﾀﾀｶﾐ)を感じ出したぐら

いです。 

 急いだためでもありましょうが、我々は帰り (路:ﾐﾁ)にはほとんど口

を聞きませんでした。 (宅:ｳﾁ)へ帰って食卓に向った時、奥さんはどう

して遅くなったのかと尋ねました。私はＫに誘われて (上野:ｳｴﾉ)へ行っ

たと答えました。奥さんはこの寒いのにといって驚いた様子を見せま

した。お嬢さんは上野に何があったのかと聞きたがります。私は何も

ないが、ただ散歩したのだという返事だけしておきました。 (平生:ﾍｲｾﾞ

ｲ)から無口なＫは、いつもよりなお黙っていました。
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奥さんが話しかけても、お嬢さんが笑っても、 (碌:ﾛｸ)な (挨拶:ｱｲｻﾂ)

はしませんでした。それから (飯:ﾒｼ)を (呑:ﾉ)み込むように (掻:ｶ)き込

んで、私がまだ席を立たないうちに、自分の (室:ﾍﾔ)へ引き取りました。 

 

四十三 

 

「その (頃:ｺﾛ)は (覚醒:ｶｸｾｲ)とか新しい生活とかいう (文字:ﾓﾝｼﾞ)のま

だない時分でした。しかしＫが古い自分をさらりと投げ出して、 (一意:

ｲﾁｲ)に新しい方角へ走り出さなかったのは、現代人の考えが彼に欠けて

いたからではないのです。彼には投げ出す事のできないほど (尊:ﾀｯﾄ)

い過去があったからです。彼はそのために (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで生きて来た

といってもいいくらいなのです。だからＫが一直線に愛の目的物に向

って猛進しないといって、決してその愛の (生温:ﾅﾏﾇﾙ)い事を証拠立て

る訳にはゆきません。いくら (熾烈:ｼﾚﾂ)な感情が燃えていても、彼はむ

やみに動けないのです。前後を忘れるほどの衝動が起る機会を彼に与

えない以上、Ｋはどうしてもちょっと踏み (留:ﾄﾄﾞ)まって自分の過去を

振り返らなければならなかったのです。そうすると過去が指し示す 

(路:ﾐﾁ)を今まで通り歩かなければならなくなるのです。その上彼には現

代人のもたない (強情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)と我慢がありました。私はこの双方の点

においてよく彼の心を見抜いていたつもりなのです。 

  (上野:ｳｴﾉ)から帰った晩は、私に取って比較的安静な (夜:ﾖ)でした。

私はＫが (室:ﾍﾔ)へ引き上げたあとを追い懸けて、彼の机の (傍:ｿﾊﾞ)に 

(坐:ｽﾜ)り込みました。そうして取り留めもない世間話をわざと彼に仕向

けました。彼は迷惑そうでした。私の眼には勝利の色が多少輝いてい

たでしょう、私の声にはたしかに得意の響きがあったのです。私はし

ばらくＫと一つ火鉢に手を (翳:ｶｻﾞ)した (後:ｱﾄ)、自分の室に帰りまし

た。 
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 (外:ﾎｶ)の事にかけては何をしても彼に及ばなかった私も、その時だけ

は恐るるに足りないという自覚を彼に対してもっていたのです。 

 私はほどなく穏やかな眠りに落ちました。しかし突然私の名を呼ぶ

声で眼を覚ましました。見ると、間の (襖:ﾌｽﾏ)が二(尺:ｼｬｸ)ばかり (開:

ｱ)いて、そこにＫの黒い影が立っています。そうして彼の室には (宵:ﾖ

ｲ)の通りまだ (燈火:ｱｶﾘ)が (点:ﾂ)いているのです。急に世界の変った私

は、少しの (間:ｱｲﾀﾞ)口を (利:ｷ)く事もできずに、ぼうっとして、その

光景を (眺:ﾅｶﾞ)めていました。 

 その時Ｋはもう寝たのかと聞きました。Ｋはいつでも遅くまで起き

ている男でした。私は黒い (影法師:ｶｹﾞﾎﾞｳｼ)のようなＫに向って、何か

用かと聞き返しました。Ｋは大した用でもない、ただもう寝たか、ま

だ起きているかと思って、便所へ行ったついでに聞いてみただけだと

答えました。Ｋは (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)の (灯:ﾋ)を背中に受けているので、彼の

顔色や眼つきは、全く私には分りませんでした。けれども彼の声は不

断よりもかえって落ち付いていたくらいでした。 

 Ｋはやがて開けた襖をぴたりと立て切りました。私の室はすぐ元の 

(暗闇:ｸﾗﾔﾐ)に帰りました。私はその暗闇より静かな夢を見るべくまた眼

を閉じました。私はそれぎり何も知りません。しかし (翌朝:ﾖｸｱｻ)にな

って、 (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)の事を考えてみると、何だか不思議でした。私はこ

とによると、すべてが夢ではないかと思いました。それで (飯:ﾒｼ)を食

う時、Ｋに聞きました。Ｋはたしかに襖を開けて私の名を呼んだとい

います。なぜそんな事をしたのかと尋ねると、別に (判然:ﾊｯｷﾘ)した返

事もしません。調子の抜けた頃になって、近頃は熟睡ができるのかと

かえって向うから私に問うのです。私は何だか変に感じました。 

 その日ちょうど同じ時間に講義の始まる時間割になっていたので、

二人はやがていっしょに (宅:ｳﾁ)を出ました。 



こころ《スピーチオ文庫》  208/238 

 (今朝:ｹｻ)から昨夕の事が気に (掛:ｶｶ)っている私は、途中でまたＫを 

(追窮:ﾂｲｷｭｳ)しました。けれどもＫはやはり私を満足させるような答え

をしません。私はあの事件について何か話すつもりではなかったのか

と念を押してみました。Ｋはそうではないと強い調子でいい切りまし

た。 (昨日:ｷﾉｳ)上野で「その話はもう (止:ﾔ)めよう」といったではない

かと注意するごとくにも聞こえました。Ｋはそういう点に掛けて鋭い

自尊心をもった男なのです。ふとそこに気のついた私は突然彼の用い

た「覚悟」という言葉を連想し出しました。すると今までまるで気に

ならなかったその二字が妙な力で私の頭を (抑:ｵｻ)え始めたのです。 

 

四十四 

 

「Ｋの果断に富んだ性格は (私:ﾜﾀｸｼ)によく知れていました。彼のこの

事件についてのみ (優柔:ﾕｳｼﾞｭｳ)な訳も私にはちゃんと (呑:ﾉ)み込めて

いたのです。つまり私は一般を心得た上で、例外の場合をしっかり (攫:

ﾂﾗ)まえたつもりで得意だったのです。ところが「覚悟」という彼の言

葉を、頭のなかで (何遍:ﾅﾝﾍﾞﾝ)も (咀嚼:ｿｼｬｸ)しているうちに、私の得

意はだんだん色を失って、しまいにはぐらぐら (揺:ｳｺﾞ)き始めるように

なりました。私はこの場合もあるいは彼にとって例外でないのかも知

れないと思い出したのです。すべての疑惑、 (煩悶:ﾊﾝﾓﾝ)、 (懊悩:ｵｳﾉｳ)、

を一度に解決する最後の手段を、彼は胸のなかに (畳:ﾀﾀ)み込んでいる

のではなかろうかと (疑:ｳﾀｸﾞ)り始めたのです。そうした新しい光で覚

悟の二字を (眺:ﾅｶﾞ)め返してみた私は、はっと驚きました。その時の私

がもしこの驚きをもって、もう (一返:ｲｯﾍﾟﾝ)彼の口にした覚悟の内容を

公平に (見廻:ﾐﾏﾜ)したらば、まだよかったかも知れません。悲しい事に

私は (片眼:ﾒｯｶﾁ)でした。私はただＫがお嬢さんに対して進んで行くと

いう意味にその言葉を解釈しました。
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果断に富んだ彼の性格が、恋の方面に発揮されるのがすなわち彼の覚

悟だろうと (一図:ｲﾁｽﾞ)に思い込んでしまったのです。 

 私は私にも最後の決断が必要だという声を心の耳で聞きました。私

はすぐその声に応じて勇気を振り起しました。私はＫより先に、しか

もＫの知らない (間:ﾏ)に、事を運ばなくてはならないと覚悟を (極:ｷ)

めました。私は黙って機会を (覘:ﾈﾗ)っていました。しかし二日(経:ﾀ)

っても三日経っても、私はそれを (捕:ﾂﾗ)まえる事ができません。私は

Ｋのいない時、またお嬢さんの留守な折を待って、奥さんに談判を開

こうと考えたのです。しかし片方がいなければ、片方が邪魔をすると

いった (風:ﾌｳ)の日ばかり続いて、どうしても「今だ」と思う好都合が

出て来てくれないのです。私はいらいらしました。 

 一週間の (後:ﾉﾁ)私はとうとう堪え切れなくなって (仮病:ｹﾋﾞｮｳ)を 

(遣:ﾂｶ)いました。奥さんからもお嬢さんからも、Ｋ自身からも、起きろ

という催促を受けた私は、 (生返事:ﾅﾏﾍﾝｼﾞ)をしただけで、十時(頃:ｺﾞﾛ)

まで (蒲団:ﾌﾄﾝ)を (被:ｶﾌﾞ)って寝ていました。私はＫもお嬢さんもいな

くなって、家の (内:ﾅｶ)がひっそり静まった頃を (見計:ﾐﾊｶ)らって寝床

を出ました。私の顔を見た奥さんは、すぐどこが悪いかと尋ねました。 

(食物:ﾀﾍﾞﾓﾉ)は (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)へ運んでやるから、もっと寝ていたらよか

ろうと忠告してもくれました。 (身体:ｶﾗﾀﾞ)に異状のない私は、とても

寝る気にはなれません。顔を洗っていつもの通り茶の間で (飯:ﾒｼ)を食

いました。その時奥さんは (長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)の (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)から給仕

をしてくれたのです。
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私は (朝飯:ｱｻﾒｼ)とも (午飯:ﾋﾙﾒｼ)とも片付かない (茶椀:ﾁｬﾜﾝ)を手に持

ったまま、どんな風に問題を切り出したものだろうかと、そればかり

に (屈托:ｸｯﾀｸ)していたから、外観からは実際気分の (好:ﾖ)くない病人

らしく見えただろうと思います。 

 私は飯を (終:ｼﾏ)って (烟草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かし出しました。私が立たない

ので奥さんも火鉢の (傍:ｿﾊﾞ)を離れる訳にゆきません。 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)

を呼んで (膳:ｾﾞﾝ)を下げさせた上、 (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)に水を (注:ｻ)したり、

火鉢の (縁:ﾌﾁ)を (拭:ﾌ)いたりして、私に調子を合わせています。私は

奥さんに特別な用事でもあるのかと問いました。奥さんはいいえと答

えましたが、今度は向うでなぜですと聞き返して来ました。私は実は

少し話したい事があるのだといいました。奥さんは何ですかといって、

私の顔を見ました。奥さんの調子はまるで私の気分にはいり込めない

ような軽いものでしたから、私は次に出すべき文句も少し渋りました。 

 私は仕方なしに言葉の上で、 (好:ｲ)い加減にうろつき (廻:ﾏﾜ)った末、

Ｋが (近頃:ﾁｶｺﾞﾛ)何かいいはしなかったかと奥さんに聞いてみました。

奥さんは思いも寄らないという風をして、「何を？」とまた反問して来

ました。そうして私の答える前に、「あなたには何かおっしゃったんで

すか」とかえって向うで聞くのです。 

 

四十五 

 

「Ｋから聞かされた打ち明け話を、奥さんに伝える気のなかった私は、

「いいえ」といってしまった後で、すぐ自分の (嘘:ｳｿ)を (快:ｺｺﾛﾖ)から

ず感じました。仕方がないから、別段何も頼まれた覚えはないのだか

ら、Ｋに関する用件ではないのだといい直しました。奥さんは「そう

ですか」といって、 (後:ｱﾄ)を待っています。私はどうしても切り出さ

なければならなくなりました。私は突然「奥さん、お嬢さんを私に下

さい」といいました。
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奥さんは私の予期してかかったほど驚いた様子も見せませんでしたが、

それでも (少時:ｼﾊﾞﾗｸ)返事ができなかったものと見えて、黙って私の顔

を (眺:ﾅｶﾞ)めていました。一度いい出した私は、いくら顔を見られても、

それに (頓着:ﾄﾝｼﾞｬｸ)などはしていられません。「下さい、ぜひ下さい」

といいました。「私の妻としてぜひ下さい」といいました。奥さんは年

を取っているだけに、私よりもずっと落ち付いていました。「上げても

いいが、あんまり急じゃありませんか」と聞くのです。私が「急に (貰:

ﾓﾗ)いたいのだ」とすぐ答えたら笑い出しました。そうして「よく考え

たのですか」と念を押すのです。私はいい出したのは突然でも、考え

たのは突然でないという訳を強い言葉で説明しました。 

 それからまだ二つ三つの問答がありましたが、私はそれを忘れてし

まいました。男のように (判然:ﾊｷﾊｷ)したところのある奥さんは、普通

の女と違ってこんな場合には大変心持よく話のできる人でした。「 (宜:

ﾖ)ござんす、差し上げましょう」といいました。「差し上げるなんて (威

張:ｲﾊﾞ)った口の (利:ｷ)ける境遇ではありません。どうぞ貰って下さい。

ご存じの通り父親のない (憐:ｱﾜ)れな子です」と (後:ｱﾄ)では向うから頼

みました。 

 話は簡単でかつ (明瞭:ﾒｲﾘｮｳ)に片付いてしまいました。最初からしま

いまでにおそらく十五分とは (掛:ｶｶ)らなかったでしょう。奥さんは何

の条件も持ち出さなかったのです。親類に相談する必要もない、後か

ら断ればそれで沢山だといいました。本人の (意嚮:ｲｺｳ)さえたしかめる

に及ばないと明言しました。そんな点になると、学問をした私の方が、

かえって形式に (拘泥:ｺｳﾃﾞｲ)するくらいに思われたのです。親類はとに

かく、当人にはあらかじめ話して承諾を (得:ｳ)るのが順序らしいと私が

注意した時、奥さんは「大丈夫です。本人が不承知の所へ、私があの

子をやるはずがありませんから」といいました。 
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 自分の (室:ﾍﾔ)へ帰った私は、事のあまりに訳もなく進行したのを考

えて、かえって変な気持になりました。はたして大丈夫なのだろうか

という疑念さえ、どこからか頭の底に (這:ﾊ)い込んで来たくらいです。

けれども大体の上において、私の未来の運命は、これで定められたの

だという観念が私のすべてを新たにしました。 

 私は (午頃:ﾋﾙｺﾞﾛ)また茶の間へ出掛けて行って、奥さんに、 (今朝:ｹ

ｻ)の話をお嬢さんに (何時:ｲﾂ)通じてくれるつもりかと尋ねました。奥

さんは、自分さえ承知していれば、いつ話しても構わなかろうという

ような事をいうのです。こうなると何だか私よりも相手の方が男みた

ようなので、私はそれぎり引き込もうとしました。すると奥さんが私

を引き留めて、もし早い方が希望ならば、今日でもいい、 (稽古:ｹｲｺ)

から帰って来たら、すぐ話そうというのです。私はそうしてもらう方

が都合が (好:ｲ)いと答えてまた自分の室に帰りました。しかし黙って自

分の机の前に (坐:ｽﾜ)って、二人のこそこそ話を遠くから聞いている私

を想像してみると、何だか落ち付いていられないような気もするので

す。私はとうとう帽子を (被:ｶﾌﾞ)って表へ出ました。そうしてまた坂の

下でお嬢さんに行き合いました。何にも知らないお嬢さんは私を見て

驚いたらしかったのです。私が帽子を (脱:ﾄ)って「今お帰り」と尋ねる

と、向うではもう病気は (癒:ﾅｵ)ったのかと不思議そうに聞くのです。

私は「ええ癒りました、癒りました」と答えて、ずんずん (水道橋:ｽｲﾄﾞ

ｳﾊﾞｼ)の方へ曲ってしまいました。 

 

四十六 

 

「私は (猿楽町:ｻﾙｶﾞｸﾁｮｳ)から (神保町:ｼﾞﾝﾎﾞｳﾁｮｳ)の通りへ出て、 (小

川町:ｵｶﾞﾜﾏﾁ)の方へ曲りました。私がこの (界隈:ｶｲﾜｲ)を歩くのは、いつ

も古本屋をひやかすのが目的でしたが、その日は (手摺:ﾃｽﾞ)れのした書

物などを (眺:ﾅｶﾞ)める気が、どうしても起らないのです。
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私は歩きながら絶えず (宅:ｳﾁ)の事を考えていました。私には (先刻:ｻｯ

ｷ)の奥さんの記憶がありました。それからお嬢さんが宅へ帰ってからの

想像がありました。私はつまりこの二つのもので歩かせられていたよ

うなものです。その上私は時々往来の真中で我知らずふと立ち留まり

ました。そうして今頃は奥さんがお嬢さんにもうあの話をしている時

分だろうなどと考えました。また (或:ｱ)る時は、もうあの話が済んだ頃

だとも思いました。 

 私はとうとう (万世橋:ﾏﾝｾｲﾊﾞｼ)を渡って、 (明神:ﾐｮｳｼﾞﾝ)の坂を上が

って、 (本郷台:ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞｲ)へ来て、それからまた (菊坂:ｷｸｻﾞｶ)を下りて、

しまいに (小石川:ｺｲｼｶﾜ)の谷へ下りたのです。私の歩いた距離はこの三

区に (跨:ﾏﾀ)がって、いびつな円を (描:ｴｶﾞ)いたともいわれるでしょう

が、私はこの長い散歩の間ほとんどＫの事を考えなかったのです。今

その時の私を回顧して、なぜだと自分に聞いてみても (一向:ｲｯｺｳ)分り

ません。ただ不思議に思うだけです。私の心がＫを忘れ (得:ｳ)るくらい、

一方に緊張していたとみればそれまでですが、私の良心がまたそれを

許すべきはずはなかったのですから。 

 Ｋに対する私の良心が復活したのは、私が宅の (格子:ｺｳｼ)を開けて、

玄関から (坐敷:ｻﾞｼｷ)へ通る時、すなわち例のごとく彼の (室:ﾍﾔ)を抜け

ようとした瞬間でした。彼はいつもの通り机に向って書見をしていま

した。彼はいつもの通り書物から眼を放して、私を見ました。しかし

彼はいつもの通り今帰ったのかとはいいませんでした。彼は「病気は

もう (癒:ｲ)いのか、医者へでも行ったのか」と聞きました。私はその (刹

那:ｾﾂﾅ)に、彼の前に手を突いて、 (詫:ｱﾔ)まりたくなったのです。しか

も私の受けたその時の衝動は決して弱いものではなかったのです。
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もしＫと私がたった二人(曠野:ｺｳﾔ)の真中にでも立っていたならば、私

はきっと良心の命令に従って、その場で彼に謝罪したろうと思います。

しかし奥には人がいます。私の自然はすぐそこで食い留められてしま

ったのです。そうして悲しい事に永久に復活しなかったのです。 

  (夕飯:ﾕｳﾒｼ)の時Ｋと私はまた顔を合せました。何にも知らないＫは

ただ沈んでいただけで、少しも疑い深い眼を私に向けません。何にも

知らない奥さんはいつもより (嬉:ｳﾚ)しそうでした。私だけがすべてを

知っていたのです。私は鉛のような飯を食いました。その時お嬢さん

はいつものようにみんなと同じ食卓に並びませんでした。奥さんが催

促すると、次の室で (只今:ﾀﾀﾞｲﾏ)と答えるだけでした。それをＫは不思

議そうに聞いていました。しまいにどうしたのかと奥さんに尋ねまし

た。奥さんは (大方:ｵｵｶﾀ) (極:ｷﾏ)りが悪いのだろうといって、ちょっと

私の顔を見ました。Ｋはなお不思議そうに、なんで極りが悪いのかと 

(追窮:ﾂｲｷｭｳ)しに (掛:ｶ)かりました。奥さんは微笑しながらまた私の顔

を見るのです。 

 私は食卓に着いた初めから、奥さんの (顔付:ｶｵﾂｷ)で、事の (成行:ﾅﾘ

ﾕｷ)をほぼ推察していました。しかしＫに説明を与えるために、私のい

る前で、それを (悉:ｺﾄｺﾞﾄ)く話されては (堪:ﾀﾏ)らないと考えました。

奥さんはまたそのくらいの事を平気でする女なのですから、私はひや

ひやしたのです。幸いにＫはまた元の沈黙に帰りました。 (平生:ﾍｲｾﾞｲ)

より多少機嫌のよかった奥さんも、とうとう私の恐れを (抱:ｲﾀﾞ)いてい

る点までは話を進めずにしまいました。私はほっと (一息:ﾋﾄｲｷ)して室

へ帰りました。しかし私がこれから先Ｋに対して取るべき態度は、ど

うしたものだろうか、私はそれを考えずにはいられませんでした。私

は色々の弁護を自分の胸で (拵:ｺｼﾗ)えてみました。けれどもどの弁護も

Ｋに対して面と向うには足りませんでした、 (卑怯:ﾋｷｮｳ)な私はついに

自分で自分をＫに説明するのが (厭:ｲﾔ)になったのです。 
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四十七 

 

「私はそのまま二、三日過ごしました。その二、三日の間Ｋに対する

絶えざる不安が私の胸を重くしていたのはいうまでもありません。私

はただでさえ何とかしなければ、彼に済まないと思ったのです。その

上奥さんの調子や、お嬢さんの態度が、始終私を突ッつくように (刺戟:

ｼｹﾞｷ)するのですから、私はなお (辛:ﾂﾗ)かったのです。どこか男らしい

気性を (具:ｿﾅ)えた奥さんは、いつ私の事を食卓でＫに (素:ｽｯ)ぱ抜かな

いとも限りません。それ以来ことに目立つように思えた私に対するお

嬢さんの (挙止動作:ｷｮｼﾄﾞｳｻ)も、Ｋの心を曇らす不審の種とならないと

は断言できません。私は何とかして、私とこの家族との間に成り立っ

た新しい関係を、Ｋに知らせなければならない位置に立ちました。し

かし倫理的に弱点をもっていると、自分で自分を認めている私には、

それがまた至難の事のように感ぜられたのです。 

 私は仕方がないから、奥さんに頼んでＫに改めてそういってもらお

うかと考えました。無論私のいない時にです。しかしありのままを告

げられては、直接と間接の区別があるだけで、 (面目:ﾒﾝﾎﾞｸ)のないのに

変りはありません。といって、 (拵:ｺｼﾗ)え事を話してもらおうとすれば、

奥さんからその理由を (詰問:ｷﾂﾓﾝ)されるに (極:ｷﾏ)っています。もし奥

さんにすべての事情を打ち明けて頼むとすれば、私は好んで自分の弱

点を自分の愛人とその母親の前に (曝:ｻﾗ)け出さなければなりません。 

(真面目:ﾏｼﾞﾒ)な私には、それが私の未来の信用に関するとしか思われな

かったのです。結婚する前から恋人の信用を失うのは、たとい一(分:ﾌﾞ)

一(厘:ﾘﾝ)でも、私には堪え切れない不幸のように見えました。 

 要するに私は正直な (路:ﾐﾁ)を歩くつもりで、つい足を滑らした馬鹿

ものでした。もしくは (狡猾:ｺｳｶﾂ)な男でした。そうしてそこに気のつ

いているものは、今のところただ天と私の心だけだったのです。
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しかし立ち直って、もう一歩前へ踏み出そうとするには、今滑った事

をぜひとも周囲の人に知られなければならない (窮境:ｷｭｳｷｮｳ)に (陥:ｵﾁ

ｲ)ったのです。私はあくまで滑った事を隠したがりました。同時に、ど

うしても前へ出ずにはいられなかったのです。私はこの間に (挟:ﾊｻ)ま

ってまた (立:ﾀ)ち (竦:ｽｸ)みました。 

 五、六日(経:ﾀ)った (後:ﾉﾁ)、奥さんは突然私に向って、Ｋにあの事を

話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。するとなぜ

話さないのかと、奥さんが私を (詰:ﾅｼﾞ)るのです。私はこの問いの前に

固くなりました。その時奥さんが私を驚かした言葉を、私は今でも忘

れずに覚えています。 

「道理で (妾:ﾜﾀｼ)が話したら変な顔をしていましたよ。あなたもよくな

いじゃありませんか。 (平生:ﾍｲｾﾞｲ)あんなに親しくしている間柄だのに、

黙って知らん顔をしているのは」 

 私はＫがその時何かいいはしなかったかと奥さんに聞きました。奥

さんは別段何にもいわないと答えました。しかし私は進んでもっと 

(細:ｺﾏ)かい事を尋ねずにはいられませんでした。奥さんは (固:ﾓﾄ)より

何も隠す訳がありません。大した話もないがといいながら、一々Ｋの

様子を語って聞かせてくれました。 

 奥さんのいうところを (綜合:ｿｳｺﾞｳ)して考えてみると、Ｋはこの最後

の打撃を、最も落ち付いた驚きをもって迎えたらしいのです。Ｋはお

嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初はそうですか

とただ (一口:ﾋﾄｸﾁ)いっただけだったそうです。しかし奥さんが、「あな

たも喜んで下さい」と述べた時、彼ははじめて奥さんの顔を見て微笑

を (洩:ﾓ)らしながら、「おめでとうございます」といったまま席を立っ

たそうです。そうして茶の間の (障子:ｼｮｳｼﾞ)を開ける前に、また奥さん

を振り返って、「結婚はいつですか」と聞いたそうです。それから「何

かお祝いを上げたいが、私は金がないから上げる事ができません」と

いったそうです。
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奥さんの前に (坐:ｽﾜ)っていた私は、その話を聞いて胸が (塞:ﾌｻｶﾞ)るよ

うな苦しさを覚えました。 

 

四十八 

 

「勘定して見ると奥さんがＫに話をしてからもう二日余りになります。

その間Ｋは私に対して少しも以前と異なった様子を見せなかったので、

私は全くそれに気が付かずにいたのです。彼の超然とした態度はたと

い外観だけにもせよ、敬服に (値:ｱﾀｲ)すべきだと私は考えました。彼と

私を頭の中で並べてみると、彼の方が (遥:ﾊﾙ)かに立派に見えました。

「おれは策略で勝っても人間としては負けたのだ」という感じが私の

胸に渦巻いて起りました。私はその時さぞＫが (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)している事

だろうと思って、一人で顔を (赧:ｱｶ)らめました。しかし今更Ｋの前に

出て、恥を (掻:ｶ)かせられるのは、私の自尊心にとって大いな苦痛でし

た。 

 私が進もうか (止:ﾖ)そうかと考えて、ともかくも (翌日:ｱｸﾙﾋ)まで待

とうと決心したのは土曜の晩でした。ところがその晩に、Ｋは自殺し

て死んでしまったのです。私は今でもその光景を思い出すと (慄然:ｿﾞｯ)

とします。いつも (東枕:ﾋｶﾞｼﾏｸﾗ)で寝る私が、その晩に限って、偶然西

枕に (床:ﾄｺ)を敷いたのも、何かの (因縁:ｲﾝﾈﾝ)かも知れません。私は枕

元から吹き込む寒い風でふと眼を覚ましたのです。見ると、いつも立

て切ってあるＫと私の (室:ﾍﾔ)との (仕切:ｼｷﾘ)の (襖:ﾌｽﾏ)が、この間の

晩と同じくらい (開:ｱ)いています。けれどもこの間のように、Ｋの黒い

姿はそこには立っていません。私は暗示を受けた人のように、床の上

に (肱:ﾋｼﾞ)を突いて起き上がりながら、 (屹:ｷｯ)とＫの室を (覗:ﾉｿﾞ)き

ました。 (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)が暗く (点:ﾄﾓ)っているのです。それで床も敷いて

あるのです。
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しかし (掛蒲団:ｶｹﾌﾞﾄﾝ)は (跳返:ﾊﾈｶｴ)されたように (裾:ｽｿ)の方に重な

り合っているのです。そうしてＫ自身は向うむきに (突:ﾂ)ッ (伏:ﾌﾟ)し

ているのです。 

 私はおいといって声を掛けました。しかし何の答えもありません。

おいどうかしたのかと私はまたＫを呼びました。それでもＫの (身体:ｶ

ﾗﾀﾞ)は (些:ﾁｯ)とも動きません。私はすぐ起き上って、 (敷居際:ｼｷｲｷﾞﾜ)

まで行きました。そこから彼の室の様子を、暗い (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)の光で (見

廻:ﾐﾏﾜ)してみました。 

 その時私の受けた第一の感じは、Ｋから突然恋の自白を聞かされた

時のそれとほぼ同じでした。私の眼は彼の室の中を (一目:ﾋﾄﾒ)見るや 

(否:ｲﾅ)や、あたかも (硝子:ｶﾞﾗｽ)で作った義眼のように、動く能力を失

いました。私は (棒立:ﾎﾞｳﾀﾞ)ちに (立:ﾀ)ち (竦:ｽｸ)みました。それが (疾

風:ｼｯﾌﾟｳ)のごとく私を通過したあとで、私はまたああ (失策:ｼﾏ)ったと

思いました。もう取り返しが付かないという黒い光が、私の未来を貫

いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯を (物凄:ﾓﾉｽｺﾞ)く照らしました。

そうして私はがたがた (顫:ﾌﾙ)え出したのです。 

 それでも私はついに私を忘れる事ができませんでした。私はすぐ机

の上に置いてある手紙に眼を着けました。それは予期通り私の (名宛:ﾅ

ｱﾃ)になっていました。私は夢中で封を切りました。しかし中には私の

予期したような事は何にも書いてありませんでした。私は私に取って

どんなに (辛:ﾂﾗ)い文句がその中に書き (列:ﾂﾗ)ねてあるだろうと予期

したのです。そうして、もしそれが奥さんやお嬢さんの眼に触れたら、

どんなに軽蔑されるかも知れないという恐怖があったのです。私はち

ょっと眼を通しただけで、まず助かったと思いました。（ (固:ﾓﾄ)より 

(世間体:ｾｹﾝﾃｲ)の上だけで助かったのですが、その世間体がこの場合、

私にとっては非常な重大事件に見えたのです。） 
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 手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。自分は (薄

志弱行:ﾊｸｼｼﾞｬｯｺｳ)で到底(行先:ﾕｸｻｷ)の望みがないから、自殺するという

だけなのです。それから今まで私に世話になった礼が、ごくあっさり

とした文句でその (後:ｱﾄ)に付け加えてありました。世話ついでに死後

の (片付方:ｶﾀﾂﾞｹｶﾀ)も頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑

を掛けて済まんから (宜:ﾖﾛ)しく (詫:ﾜﾋﾞ)をしてくれという句もありま

した。国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました。

必要な事はみんな (一口:ﾋﾄｸﾁ)ずつ書いてある中にお嬢さんの名前だけ

はどこにも見えません。私はしまいまで読んで、すぐＫがわざと回避

したのだという事に気が付きました。しかし私のもっとも痛切に感じ

たのは、最後に (墨:ｽﾐ)の余りで書き添えたらしく見える、もっと早く

死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でし

た。 

 私は (顫:ﾌﾙ)える手で、手紙を巻き収めて、再び封の中へ入れました。

私はわざとそれを (皆:ﾐﾝ)なの眼に着くように、元の通り机の上に置き

ました。そうして振り返って、 (襖:ﾌｽﾏ)に (迸:ﾎﾄﾊﾞｼ)っている血潮を始

めて見たのです。 

 

四十九 

 

「私は突然Ｋの頭を (抱:ｶｶ)えるように両手で少し持ち上げました。私

はＫの (死顔:ｼﾆｶﾞｵ)が (一目:ﾋﾄﾒ)見たかったのです。しかし (俯伏:ｳﾂ

ﾌﾞ)しになっている彼の顔を、こうして下から (覗:ﾉｿﾞ)き込んだ時、私

はすぐその手を放してしまいました。 (慄:ｿﾞｯ)としたばかりではないの

です。彼の頭が非常に重たく感ぜられたのです。私は上から今(触:ｻﾜ)

った冷たい耳と、 (平生:ﾍｲｾﾞｲ)に変らない (五分刈:ｺﾞﾌﾞｶﾞﾘ)の濃い髪の

毛を (少時:ｼﾊﾞﾗｸ) (眺:ﾅｶﾞ)めていました。
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私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったので

す。そうしてその恐ろしさは、眼の前の光景が官能を (刺激:ｼｹﾞｷ)して

起る単調な恐ろしさばかりではありません。私は (忽然:ｺﾂｾﾞﾝ)と冷たく

なったこの友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたので

す。 

 私は何の (分別:ﾌﾝﾍﾞﾂ)もなくまた私の (室:ﾍﾔ)に帰りました。そうし

て八畳の中をぐるぐる (廻:ﾏﾜ)り始めました。私の頭は無意味でも当分

そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければな

らないと思いました。同時にもうどうする事もできないのだと思いま

した。座敷の中をぐるぐる廻らなければいられなくなったのです。 (檻:

ｵﾘ)の中へ入れられた (熊:ｸﾏ)のような態度で。 

 私は時々奥へ行って奥さんを起そうという気になります。けれども

女にこの恐ろしい有様を見せては悪いという心持がすぐ私を (遮:ｻｴｷﾞ)

ります。奥さんはとにかく、お嬢さんを驚かす事は、とてもできない

という強い意志が私を (抑:ｵｻ)えつけます。私はまたぐるぐる廻り始め

るのです。 

 私はその間に自分の室の (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)を (点:ﾂ)けました。それから時

計を折々見ました。その時の時計ほど (埒:ﾗﾁ)の (明:ｱ)かない遅いもの

はありませんでした。私の起きた時間は、正確に分らないのですけれ

ども、もう (夜明:ﾖｱｹ)に (間:ﾏ)もなかった事だけは明らかです。ぐるぐ

る (廻:ﾏﾜ)りながら、その夜明を待ち (焦:ｺｶﾞ)れた私は、永久に暗い夜

が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。 

 我々は七時前に起きる習慣でした。学校は八時に始まる事が多いの

で、それでないと授業に間に合わないのです。 (下女:ｹﾞｼﾞｮ)はその関係

で六時頃に起きる訳になっていました。しかしその日私が下女を起し

に行ったのはまだ六時前でした。すると奥さんが今日は日曜だといっ

て注意してくれました。奥さんは私の足音で眼を覚ましたのです。私

は奥さんに眼が覚めているなら、ちょっと私の (室:ﾍﾔ)まで来てくれと

頼みました。
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奥さんは寝巻の上へ (不断着:ﾌﾀﾞﾝｷﾞ)の羽織を (引:ﾋ)っ (掛:ｶ)けて、私

の (後:ｱﾄ)に (跟:ﾂ)いて来ました。私は室へはいるや (否:ｲﾅ)や、今まで 

(開:ｱ)いていた仕切りの (襖:ﾌｽﾏ)をすぐ立て切りました。そうして奥さ

んに飛んだ事ができたと小声で告げました。奥さんは何だと聞きまし

た。私は (顋:ｱｺﾞ)で隣の室を指すようにして、「驚いちゃいけません」

といいました。奥さんは (蒼:ｱｵ)い顔をしました。「奥さん、Ｋは自殺し

ました」と私がまたいいました。奥さんはそこに (居竦:ｲｽｸ)まったよう

に、私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手を

突いて頭を下げました。「済みません。私が悪かったのです。あなたに

もお嬢さんにも済まない事になりました」と (詫:ｱﾔ)まりました。私は

奥さんと向い合うまで、そんな言葉を口にする気はまるでなかったの

です。しかし奥さんの顔を見た時不意に我とも知らずそういってしま

ったのです。Ｋに詫まる事のできない私は、こうして奥さんとお嬢さ

んに (詫:ﾜ)びなければいられなくなったのだと思って下さい。つまり私

の自然が (平生:ﾍｲｾﾞｲ)の私を出し抜いてふらふらと (懺悔:ｻﾞﾝｹﾞ)の口

を開かしたのです。奥さんがそんな深い意味に、私の言葉を解釈しな

かったのは私にとって幸いでした。蒼い顔をしながら、「不慮の出来事

なら仕方がないじゃありませんか」と慰めるようにいってくれました。

しかしその顔には驚きと (怖:ｵｿ)れとが、 (彫:ﾎ)り付けられたように、 

(硬:ｶﾀ)く筋肉を (攫:ﾂｶ)んでいました。 

 

五十 

 

「私は奥さんに気の毒でしたけれども、また立って今閉めたばかりの 

(唐紙:ｶﾗｶﾐ)を開けました。その時Ｋの (洋燈:ﾗﾝﾌﾟ)に油が尽きたと見え

て、 (室:ﾍﾔ)の中はほとんど (真暗:ﾏｯｸﾗ)でした。私は引き返して自分の

洋燈を手に持ったまま、入口に立って奥さんを顧みました。奥さんは

私の後ろから隠れるようにして、四畳の中を (覗:ﾉｿﾞ)き込みました。し

かしはいろうとはしません。
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そこはそのままにしておいて、雨戸を開けてくれと私にいいました。 

 それから (後:ｱﾄ)の奥さんの態度は、さすがに軍人の (未亡人:ﾋﾞﾎﾞｳｼﾞ

ﾝ)だけあって要領を得ていました。私は医者の所へも行きました。また

警察へも行きました。しかしみんな奥さんに命令されて行ったのです。

奥さんはそうした (手続:ﾃﾂﾂﾞｷ)の済むまで、誰もＫの部屋へは (入:ｲ)

れませんでした。 

 Ｋは小さなナイフで (頸動脈:ｹｲﾄﾞｳﾐｬｸ)を切って (一息:ﾋﾄｲｷ)に死ん

でしまったのです。 (外:ﾎｶ)に (創:ｷｽﾞ)らしいものは何にもありません

でした。私が夢のような薄暗い (灯:ﾋ)で見た唐紙の血潮は、彼の (頸筋:

ｸﾋﾞｽｼﾞ)から一度に (迸:ﾎﾄﾊﾞｼ)ったものと知れました。私は (日中:ﾆｯﾁｭ

ｳ)の光で明らかにその (迹:ｱﾄ)を再び (眺:ﾅｶﾞ)めました。そうして人間

の血の (勢:ｲｷｵ)いというものの (劇:ﾊｹﾞ)しいのに驚きました。 

 奥さんと私はできるだけの (手際:ﾃｷﾞﾜ)と工夫を用いて、Ｋの (室:ﾍﾔ)

を掃除しました。彼の血潮の大部分は、幸い彼の (蒲団:ﾌﾄﾝ)に吸収され

てしまったので、畳はそれほど汚れないで済みましたから、後始末は

［＃「後始末は」は底本では「後始未は」］まだ楽でした。二人は彼の 

(死骸:ｼｶﾞｲ)を私の室に入れて、不断の通り寝ている (体:ﾃｲ)に横にしま

した。私はそれから彼の実家へ電報を打ちに出たのです。 

 私が帰った時は、Ｋの (枕元:ﾏｸﾗﾓﾄ)にもう線香が立てられていました。

室へはいるとすぐ (仏臭:ﾎﾄｹｸｻ)い (烟:ｹﾑﾘ)で鼻を (撲:ｳ)たれた私は、そ

の烟の中に (坐:ｽﾜ)っている女二人を認めました。私がお嬢さんの顔を

見たのは、 (昨夜来:ｻｸﾔﾗｲ)この時が始めてでした。お嬢さんは泣いてい

ました。奥さんも眼を赤くしていました。事件が起ってからそれまで

泣く事を忘れていた私は、その時ようやく悲しい気分に誘われる事が

できたのです。
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私の胸はその悲しさのために、どのくらい (寛:ｸﾂ)ろいだか知れません。

苦痛と恐怖でぐいと握り締められた私の心に、 (一滴:ｲｯﾃｷ)の (潤:ｳﾙｵｲ)

を与えてくれたものは、その時の悲しさでした。 

 私は黙って二人の (傍:ｿﾊﾞ)に坐っていました。奥さんは私にも線香を

上げてやれといいます。私は線香を上げてまた黙って坐っていました。

お嬢さんは私には何ともいいません。たまに奥さんと (一口:ﾋﾄｸﾁ) (二

口:ﾌﾀｸﾁ)言葉を (換:ｶ)わす事がありましたが、それは当座の用事につい

てのみでした。お嬢さんにはＫの生前について語るほどの余裕がまだ

出て来なかったのです。私はそれでも (昨夜:ﾕｳﾍﾞ)の (物凄:ﾓﾉｽｺﾞ)い有

様を見せずに済んでまだよかったと心のうちで思いました。若い美し

い人に恐ろしいものを見せると、 (折角:ｾｯｶｸ)の美しさが、そのために

破壊されてしまいそうで私は (怖:ｺﾜ)かったのです。私の恐ろしさが私

の髪の毛の末端まで来た時ですら、私はその考えを度外に置いて行動

する事はできませんでした。私には (綺麗:ｷﾚｲ)な花を罪もないのに (妄:

ﾐﾀﾞ)りに (鞭:ﾑﾁ)うつと同じような不快がそのうちに (籠:ｺﾓ)っていた

のです。 

 国元からＫの父と兄が出て来た時、私はＫの遺骨をどこへ (埋:ｳ)める

かについて自分の意見を述べました。私は彼の生前に 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼ

ｶﾞﾔ)近辺をよくいっしょに散歩した事があります。Ｋにはそこが大変気

に入っていたのです。それで私は (笑談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ) (半分:ﾊﾝﾌﾞﾝ)に、そん

なに好きなら死んだらここへ埋めてやろうと約束した覚えがあるので

す。私も今その約束通りＫを雑司ヶ谷へ (葬:ﾎｳﾑ)ったところで、どのく

らいの (功徳:ｸﾄﾞｸ)になるものかとは思いました。けれども私は私の生

きている限り、Ｋの墓の前に (跪:ﾋｻﾞﾏｽﾞ)いて月々私の (懺悔:ｻﾞﾝｹﾞ)を

新たにしたかったのです。
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今まで構い付けなかったＫを、私が万事世話をして来たという義理も

あったのでしょう、Ｋの父も兄も私のいう事を聞いてくれました。 

 

五十一 

 

「Ｋの葬式の帰り (路:ﾐﾁ)に、私はその友人の一人から、Ｋがどうして

自殺したのだろうという質問を受けました。事件があって以来私はも

う何度となくこの質問で苦しめられていたのです。奥さんもお嬢さん

も、国から出て来たＫの父兄も、通知を出した知り合いも、彼とは何

の縁故もない新聞記者までも、必ず同様の質問を私に掛けない事はな

かったのです。私の良心はそのたびにちくちく刺されるように痛みま

した。そうして私はこの質問の裏に、早くお前が殺したと白状してし

まえという声を聞いたのです。 

 私の答えは誰に対しても同じでした。私はただ彼の私(宛:ｱﾃ)で書き残

した手紙を繰り返すだけで、 (外:ﾎｶ)に (一口:ﾋﾄｸﾁ)も附け加える事はし

ませんでした。葬式の帰りに同じ問いを掛けて、同じ答えを得たＫの

友人は、 (懐:ﾌﾄｺﾛ)から一枚の新聞を出して私に見せました。私は歩き

ながらその友人によって指し示された箇所を読みました。それにはＫ

が父兄から勘当された結果(厭世的:ｴﾝｾｲﾃｷ)な考えを起して自殺したと

書いてあるのです。私は何にもいわずに、その新聞を (畳:ﾀﾀ)んで友人

の手に帰しました。友人はこの (外:ﾎｶ)にもＫが気が狂って自殺したと

書いた新聞があるといって教えてくれました。忙しいので、ほとんど

新聞を読む暇がなかった私は、まるでそうした方面の知識を欠いてい

ましたが、腹の中では始終気にかかっていたところでした。私は何よ

りも (宅:ｳﾁ)のものの迷惑になるような記事の出るのを恐れたのです。

ことに名前だけにせよお嬢さんが引合いに出たら (堪:ﾀﾏ)らないと思っ

ていたのです。私はその友人に (外:ﾎｶ)に何とか書いたのはないかと聞

きました。友人は自分の眼に着いたのは、ただその二種ぎりだと答え

ました。 

 私が今おる家へ (引:ﾋ)っ (越:ｺ)したのはそれから間もなくでした。
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奥さんもお嬢さんも前の所にいるのを (厭:ｲﾔ)がりますし、私もその 

(夜:ﾖ)の記憶を毎晩繰り返すのが苦痛だったので、相談の上移る事に 

(極:ｷ)めたのです。 

 移って二カ月ほどしてから私は無事に大学を卒業しました。卒業し

て半年も (経:ﾀ)たないうちに、私はとうとうお嬢さんと結婚しました。

外側から見れば、万事が予期通りに運んだのですから、 (目出度:ﾒﾃﾞﾀｲ)

といわなければなりません。奥さんもお嬢さんもいかにも幸福らしく

見えました。私も幸福だったのです。けれども私の幸福には黒い影が 

(随:ﾂ)いていました。私はこの幸福が最後に私を悲しい運命に連れて行

く導火線ではなかろうかと思いました。 

 結婚した時お嬢さんが、――もうお嬢さんではありませんから、 (妻:

ｻｲ)といいます。――妻が、何を思い出したのか、二人でＫの (墓参:ﾊｶ

ﾏｲ)りをしようといい出しました。私は意味もなくただぎょっとしまし

た。どうしてそんな事を急に思い立ったのかと聞きました。妻は二人

(揃:ｿﾛ)ってお参りをしたら、Ｋがさぞ喜ぶだろうというのです。私は何

事も知らない妻の顔をしけじけ (眺:ﾅｶﾞ)めていましたが、妻からなぜそ

んな顔をするのかと問われて始めて気が付きました。 

 私は妻の望み通り二人連れ立って 雑司ヶ(谷:ｿﾞｳｼｶﾞﾔ)へ行きました。

私は新しいＫの墓へ水をかけて洗ってやりました。妻はその前へ線香

と花を立てました。二人は頭を下げて、合掌しました。妻は定めて私

といっしょになった (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)を述べてＫに喜んでもらうつもりでし

たろう。私は腹の中で、ただ自分が悪かったと繰り返すだけでした。 

 その時妻はＫの墓を (撫:ﾅ)でてみて立派だと評していました。その墓

は大したものではないのですけれども、私が自分で石屋へ行って (見

立:ﾐﾀ)てたりした (因縁:ｲﾝﾈﾝ)があるので、妻はとくにそういいたかった

のでしょう。



こころ《スピーチオ文庫》  226/238 

私はその新しい墓と、新しい私の妻と、それから地面の下に (埋:ｳｽﾞ)

められたＫの新しい白骨とを思い比べて、運命の (冷罵:ﾚｲﾊﾞ)を感ぜず

にはいられなかったのです。私はそれ以後決して妻といっしょにＫの

墓参りをしない事にしました。 

 

五十二 

 

「私の亡友に対するこうした感じはいつまでも続きました。実は私も

初めからそれを恐れていたのです。年来の希望であった結婚すら、不

安のうちに式を挙げたといえばいえない事もないでしょう。しかし自

分で自分の先が見えない人間の事ですから、ことによるとあるいはこ

れが私の心持を一転して新しい生涯に (入:ﾊｲ)る (端緒:ｲﾄｸﾁ)になるか

も知れないとも思ったのです。ところがいよいよ夫として朝夕(妻:ｻｲ)

と顔を合せてみると、私の (果敢:ﾊｶ)ない希望は手厳しい現実のために 

(脆:ﾓﾛ)くも破壊されてしまいました。私は妻と顔を合せているうちに、 

(卒然:ｿﾂｾﾞﾝ)Ｋに (脅:ｵﾋﾞﾔ)かされるのです。つまり妻が中間に立って、

Ｋと私をどこまでも結び付けて離さないようにするのです。妻のどこ

にも不足を感じない私は、ただこの一点において彼女を遠ざけたがり

ました。すると女の胸にはすぐそれが (映:ｳﾂ)ります。映るけれども、

理由は (解:ﾜｶ)らないのです。私は時々妻からなぜそんなに考えている

のだとか、何か気に入らない事があるのだろうとかいう (詰問:ｷﾂﾓﾝ)を

受けました。笑って済ませる時はそれで (差支:ｻｼﾂｶ)えないのですが、

時によると、妻の (癇:ｶﾝ)も (高:ｺｳ)じて来ます。しまいには「あなたは

私を嫌っていらっしゃるんでしょう」とか、「何でも私に隠していらっ

しゃる事があるに違いない」とかいう (怨言:ｴﾝｹﾞﾝ)も聞かなくてはなり

ません。私はそのたびに苦しみました。 

 私は (一層:ｲｯｿ)思い切って、ありのままを妻に打ち明けようとした事

が何度もあります。
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しかしいざという間際になると自分以外のある力が不意に来て私を 

(抑:ｵｻ)え付けるのです。私を理解してくれるあなたの事だから、説明す

る必要もあるまいと思いますが、話すべき筋だから話しておきます。

その時分の私は妻に対して (己:ｵﾉ)れを飾る気はまるでなかったのです。

もし私が亡友に対すると同じような善良な心で、妻の前に (懺悔:ｻﾞﾝｹﾞ)

の言葉を並べたなら、妻は (嬉:ｳﾚ)し涙をこぼしても私の罪を許してく

れたに違いないのです。それをあえてしない私に利害の打算があるは

ずはありません。私はただ妻の記憶に暗黒な一点を (印:ｲﾝ)するに忍び

なかったから打ち明けなかったのです。純白なものに (一雫:ﾋﾄｼｽﾞｸ)の 

(印気:ｲﾝｷ)でも (容赦:ﾖｳｼｬ)なく振り掛けるのは、私にとって大変な苦痛

だったのだと解釈して下さい。 

 一年(経:ﾀ)ってもＫを忘れる事のできなかった私の心は常に不安でし

た。私はこの不安を (駆逐:ｸﾁｸ)するために書物に (溺:ｵﾎﾞ)れようと (力:

ﾂﾄ)めました。私は猛烈な (勢:ｲｷｵｲ)をもって勉強し始めたのです。そう

してその結果を世の中に (公:ｵｵﾔｹ)にする日の来るのを待ちました。け

れども無理に目的を (拵:ｺｼﾗ)えて、無理にその目的の達せられる日を待

つのは (嘘:ｳｿ)ですから不愉快です。私はどうしても書物のなかに心を 

(埋:ｳｽﾞ)めていられなくなりました。私はまた腕組みをして世の中を 

(眺:ﾅｶﾞ)めだしたのです。 

 妻はそれを (今日:ｺﾝﾆﾁ)に困らないから心に (弛:ﾀﾙ)みが出るのだと

観察していたようでした。妻の家にも親子二人ぐらいは (坐:ｽﾜ)ってい

てどうかこうか暮して行ける財産がある上に、私も職業を求めないで 

(差支:ｻｼﾂｶ)えのない境遇にいたのですから、そう思われるのももっとも

です。私も幾分かスポイルされた気味がありましょう。
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しかし私の動かなくなった原因の主なものは、全くそこにはなかった

のです。 (叔父:ｵｼﾞ)に (欺:ｱｻﾞﾑ)かれた当時の私は、 (他:ﾋﾄ)の頼みにな

らない事をつくづくと感じたには相違ありませんが、 (他:ﾋﾄ)を悪く取

るだけあって、自分はまだ確かな気がしていました。世間はどうあろ

うともこの (己:ｵﾚ)は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。

それがＫのために (美事:ﾐｺﾞﾄ)に破壊されてしまって、自分もあの叔父

と同じ人間だと意識した時、私は急にふらふらしました。 (他:ﾋﾄ)に (愛

想:ｱｲｿ)を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなったので

す。 

 

五十三 

 

「書物の中に自分を (生埋:ｲｷｳ)めにする事のできなかった私は、酒に魂

を (浸:ﾋﾀ)して、 (己:ｵﾉ)れを忘れようと試みた時期もあります。私は酒

が好きだとはいいません。けれども飲めば飲める (質:ﾀﾁ)でしたから、

ただ量を頼みに心を (盛:ﾓ)り (潰:ﾂﾌﾞ)そうと (力:ﾂﾄ)めたのです。この 

(浅薄:ｾﾝﾊﾟｸ)な方便はしばらくするうちに私をなお (厭世的:ｴﾝｾｲﾃｷ)に

しました。私は (爛酔:ﾗﾝｽｲ)の (真最中:ﾏｯｻｲﾁｭｳ)にふと自分の位置に気

が付くのです。自分はわざとこんな (真似:ﾏﾈ)をして己れを (偽:ｲﾂﾜ)っ

ている (愚物:ｸﾞﾌﾞﾂ)だという事に気が付くのです。すると (身振:ﾐﾌﾞﾙ)

いと共に眼も心も (醒:ｻ)めてしまいます。時にはいくら飲んでもこうし

た仮装状態にさえ (入:ﾊｲ)り込めないでむやみに沈んで行く場合も出て

来ます。その上技巧で愉快を買った (後:ｱﾄ)には、きっと (沈鬱:ﾁﾝｳﾂ)

な反動があるのです。私は自分の最も愛している (妻:ｻｲ)とその母親に、

いつでもそこを見せなければならなかったのです。しかも彼らは彼ら

に自然な立場から私を解釈して (掛:ｶｶ)ります。 

 妻の母は時々 (気拙:ｷﾏｽﾞ)い事を妻にいうようでした。それを妻は私

に隠していました。
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しかし自分は自分で、単独に私を責めなければ気が済まなかったらし

いのです。責めるといっても、決して強い言葉ではありません。妻か

ら何かいわれたために、私が激した (例:ﾀﾒｼ)はほとんどなかったくらい

ですから。妻はたびたびどこが気に入らないのか遠慮なくいってくれ

と頼みました。それから私の未来のために酒を (止:ﾔ)めろと忠告しまし

た。ある時は泣いて「あなたはこの (頃:ｺﾞﾛ)人間が違った」といいまし

た。それだけならまだいいのですけれども、「Ｋさんが生きていたら、

あなたもそんなにはならなかったでしょう」というのです。私はそう

かも知れないと答えた事がありましたが、私の答えた意味と、妻の了

解した意味とは全く違っていたのですから、私は心のうちで悲しかっ

たのです。それでも私は妻に何事も説明する気にはなれませんでした。 

 私は時々妻に (詫:ｱﾔ)まりました。それは多く酒に酔って遅く帰った 

(翌日:ｱｸﾙﾋ)の朝でした。妻は笑いました。あるいは黙っていました。た

まにぽろぽろと涙を落す事もありました。私はどっちにしても自分が

不愉快で (堪:ﾀﾏ)らなかったのです。だから私の妻に詫まるのは、自分

に詫まるのとつまり同じ事になるのです。私はしまいに酒を (止:ﾔ)めま

した。妻の忠告で止めたというより、自分で (厭:ｲﾔ)になったから止め

たといった方が適当でしょう。 

 酒は止めたけれども、何もする気にはなりません。仕方がないから

書物を読みます。しかし読めば読んだなりで、 (打:ｳ)ち (遣:ﾔ)って置き

ます。私は妻から何のために勉強するのかという質問をたびたび受け

ました。私はただ苦笑していました。しかし腹の底では、世の中で自

分が最も信愛しているたった一人の人間すら、自分を理解していない

のかと思うと、悲しかったのです。理解させる手段があるのに、理解

させる勇気が出せないのだと思うとますます悲しかったのです。私は 

(寂寞:ｾｷﾊﾞｸ)でした。どこからも切り離されて世の中にたった一人住ん

でいるような気のした事もよくありました。 

 同時に私はＫの死因を繰り返し繰り返し考えたのです。
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その当座は頭がただ恋の一字で支配されていたせいでもありましょう

が、私の観察はむしろ簡単でしかも直線的でした。Ｋは (正:ﾏｻ)しく失

恋のために死んだものとすぐ (極:ｷ)めてしまったのです。しかし段々落

ち付いた気分で、同じ現象に向ってみると、そう (容易:ﾀﾔｽ)くは解決が

着かないように思われて来ました。現実と理想の衝突、――それでも

まだ不充分でした。私はしまいにＫが私のようにたった一人で (淋:ｻﾑ)

しくって仕方がなくなった結果、急に (所決:ｼｮｹﾂ)したのではなかろう

かと疑い出しました。そうしてまた (慄:ｿﾞｯ)としたのです。私もＫの歩

いた (路:ﾐﾁ)を、Ｋと同じように (辿:ﾀﾄﾞ)っているのだという (予覚:ﾖｶ

ｸ)が、折々風のように私の胸を (横過:ﾖｺｷﾞ)り始めたからです。 

 

五十四 

 

「その内(妻:ｻｲ)の母が病気になりました。医者に見せると (到底:ﾄｳﾃｲ) 

(癒:ﾅｵ)らないという診断でした。私は力の及ぶかぎり懇切に看護をして

やりました。これは病人自身のためでもありますし、また愛する妻の

ためでもありましたが、もっと大きな意味からいうと、ついに人間の

ためでした。私はそれまでにも何かしたくって (堪:ﾀﾏ)らなかったのだ

けれども、何もする事ができないのでやむをえず (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をして

いたに違いありません。世間と切り離された私が、始めて自分から手

を出して、幾分でも (善:ｲ)い事をしたという自覚を得たのはこの時でし

た。私は (罪滅:ﾂﾐﾎﾛﾎﾞ)しとでも名づけなければならない、一種の気分

に支配されていたのです。 

 母は死にました。私と (妻:ｻｲ)はたった二人ぎりになりました。妻は

私に向って、これから世の中で頼りにするものは一人しかなくなった

といいました。自分自身さえ頼りにする事のできない私は、妻の顔を

見て思わず涙ぐみました。そうして妻を不幸な女だと思いました。ま

た不幸な女だと口へ出してもいいました。妻はなぜだと聞きます。
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妻には私の意味が (解:ﾜｶ)らないのです。私もそれを説明してやる事が

できないのです。妻は泣きました。私が (不断:ﾌﾀﾞﾝ)からひねくれた考

えで彼女を観察しているために、そんな事もいうようになるのだと 

(恨:ｳﾗ)みました。 

 母の亡くなった (後:ｱﾄ)、私はできるだけ妻を親切に取り扱ってやり

ました。ただ、当人を愛していたからばかりではありません。私の親

切には (箇人:ｺｼﾞﾝ)を離れてもっと広い背景があったようです。ちょう

ど妻の母の看護をしたと同じ意味で、私の心は動いたらしいのです。

妻は満足らしく見えました。けれどもその満足のうちには、私を理解

し得ないために起るぼんやりした (稀薄:ｷﾊｸ)な点がどこかに含まれて

いるようでした。しかし妻が私を理解し得たにしたところで、この物

足りなさは増すとも減る (気遣:ｷﾂﾞｶ)いはなかったのです。女には大き

な人道の立場から来る愛情よりも、多少義理をはずれても自分だけに

集注される親切を (嬉:ｳﾚ)しがる性質が、男よりも強いように思われま

すから。 

 妻はある時、男の心と女の心とはどうしてもぴたりと一つになれな

いものだろうかといいました。私はただ若い時ならなれるだろうと (曖

昧:ｱｲﾏｲ)な返事をしておきました。妻は自分の過去を振り返って (眺:ﾅ

ｶﾞ)めているようでしたが、やがて (微:ｶｽ)かな (溜息:ﾀﾒｲｷ)を (洩:ﾓ)ら

しました。 

 私の胸にはその時分から時々恐ろしい影が (閃:ﾋﾗﾒ)きました。初めは

それが偶然(外:ｿﾄ)から襲って来るのです。私は驚きました。私はぞっと

しました。しかししばらくしている (中:ｳﾁ)に、私の心がその (物凄:ﾓﾉ

ｽｺﾞ)い閃きに応ずるようになりました。しまいには外から来ないでも、

自分の胸の底に生れた時から (潜:ﾋｿ)んでいるもののごとくに思われ出

して来たのです。私はそうした心持になるたびに、自分の頭がどうか

したのではなかろうかと (疑:ｳﾀｸﾞ)ってみました。けれども私は医者に

も誰にも (診:ﾐ)てもらう気にはなりませんでした。 
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 私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが私を

Ｋの墓へ (毎月:ﾏｲｹﾞﾂ)行かせます。その感じが私に妻の母の看護をさせ

ます。そうしてその感じが妻に優しくしてやれと私に命じます。私は

その感じのために、知らない (路傍:ﾛﾎﾞｳ)の人から (鞭:ﾑﾁ)うたれたいと

まで思った事もあります、こうした階段を段々経過して行くうちに、

人に鞭うたれるよりも、自分で自分を鞭うつべきだという気になりま

す。自分で自分を鞭うつよりも、自分で自分を殺すべきだという考え

が起ります。私は仕方がないから、死んだ気で生きて行こうと決心し

ました。 

 私がそう決心してから (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで何年になるでしょう。私と妻

とは元の通り仲好く暮して来ました。私と妻とは決して不幸ではあり

ません、幸福でした。しかし私のもっている一点、私に取っては容易

ならんこの一点が、妻には常に暗黒に見えたらしいのです。それを思

うと、私は (妻:ｻｲ)に対して非常に気の毒な気がします。 

 

五十五 

 

「死んだつもりで生きて行こうと決心した私の心は、時々外界の (刺

戟:ｼｹﾞｷ)で (躍:ｵﾄﾞ)り上がりました。しかし私がどの方面かへ切って出

ようと思い立つや (否:ｲﾅ)や、恐ろしい力がどこからか出て来て、私の

心をぐいと握り締めて少しも動けないようにするのです。そうしてそ

の力が私にお前は何をする資格もない男だと (抑:ｵｻ)え付けるようにい

って聞かせます。すると私はその (一言:ｲﾁｹﾞﾝ)で (直:ｽｸﾞ)ぐたりと (萎:

ｼｵ)れてしまいます。しばらくしてまた立ち上がろうとすると、また締

め付けられます。私は歯を食いしばって、何で (他:ﾋﾄ)の邪魔をするの

かと怒鳴り付けます。不可思議な力は (冷:ﾋﾔ)やかな声で笑います。自

分でよく知っているくせにといいます。私はまたぐたりとなります。 

  (波瀾:ﾊﾗﾝ)も曲折もない単調な生活を続けて来た私の内面には、常に

こうした苦しい戦争があったものと思って下さい。 
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 (妻:ｻｲ)が見て (歯痒:ﾊｶﾞﾕ)がる前に、私自身が (何層倍:ﾅﾝｿﾞｳﾊﾞｲ)歯痒

い思いを重ねて来たか知れないくらいです。私がこの (牢屋:ﾛｳﾔ)の (中:

ｳﾁ)に (凝:ｼﾞｯ)としている事がどうしてもできなくなった時、またその

牢屋をどうしても突き破る事ができなくなった時、 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)私にと

って一番楽な努力で (遂行:ｽｲｺｳ)できるものは自殺より (外:ﾎｶ)にない

と私は感ずるようになったのです。あなたはなぜといって眼を 《みは》

るかも知れませんが、いつも私の心を握り締めに来るその不可思議な

恐ろしい力は、私の活動をあらゆる方面で食い留めながら、死の道だ

けを自由に私のために開けておくのです。動かずにいればともかくも、

少しでも動く以上は、その道を歩いて進まなければ私には進みようが

なくなったのです。 

 私は (今日:ｺﾝﾆﾁ)に至るまですでに二、三度運命の導いて行く最も楽

な方向へ進もうとした事があります。しかし私はいつでも妻に心を 

(惹:ﾋ)かされました。そうしてその妻をいっしょに連れて行く勇気は無

論ないのです。妻にすべてを打ち明ける事のできないくらいな私です

から、自分の運命の (犠牲:ｷﾞｾｲ)として、妻の (天寿:ﾃﾝｼﾞｭ)を奪うなど

という (手荒:ﾃｱﾗ)な (所作:ｼｮｻ)は、考えてさえ恐ろしかったのです。私

に私の宿命がある通り、妻には妻の (廻:ﾏﾜ)り合せがあります、二人を 

(一束:ﾋﾄﾀﾊﾞ)にして火に (燻:ｸ)べるのは、無理という点から見ても、痛

ましい極端としか私には思えませんでした。 

 同時に私だけがいなくなった (後:ｱﾄ)の妻を想像してみるといかにも 

(不憫:ﾌﾋﾞﾝ)でした。母の死んだ時、これから世の中で頼りにするものは

私より外になくなったといった彼女の (述懐:ｼﾞｭｯｶｲ)を、私は (腸:ﾊﾗﾜﾀ)

に (沁:ｼ)み込むように記憶させられていたのです。
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私はいつも (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)しました。妻の顔を見て、 (止:ﾖ)してよかった

と思う事もありました。そうしてまた (凝:ｼﾞｯ)と (竦:ｽｸ)んでしまいま

す。そうして妻から時々物足りなそうな眼で (眺:ﾅｶﾞ)められるのです。 

 

 記憶して下さい。私はこんな (風:ﾌｳ)にして生きて来たのです。始め

てあなたに (鎌倉:ｶﾏｸﾗ)で会った時も、あなたといっしょに郊外を散歩

した時も、私の気分に大した変りはなかったのです。私の後ろにはい

つでも黒い影が (括:ｸ)ッ (付:ﾂ)いていました。私は (妻:ｻｲ)のために、

命を引きずって世の中を歩いていたようなものです。あなたが卒業し

て国へ帰る時も同じ事でした。九月になったらまたあなたに会おうと

約束した私は、 (嘘:ｳｿ)を (吐:ﾂ)いたのではありません。全く会う気で

いたのです。秋が去って、冬が来て、その冬が尽きても、きっと会う

つもりでいたのです。 

 すると夏の暑い盛りに (明治天皇:ﾒｲｼﾞﾃﾝﾉｳ)が (崩御:ﾎｳｷﾞｮ)になりま

した。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気

がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、その (後:ｱﾄ)に生

き残っているのは (必竟:ﾋｯｷｮｳ)時勢遅れだという感じが (烈:ﾊｹﾞ)しく

私の胸を打ちました。私は (明白:ｱｶﾗ)さまに妻にそういいました。妻は

笑って取り合いませんでしたが、何を思ったものか、突然私に、では (殉

死:ｼﾞｭﾝｼ)でもしたらよかろうと (調戯:ｶﾗｶ)いました。 

 

五十六 

 

「私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。 (平生:ﾍｲｾﾞｲ)使う必

要のない字だから、記憶の底に沈んだまま、腐れかけていたものと見

えます。妻の (笑談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)を聞いて始めてそれを思い出した時、私は

妻に向ってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死するつもり

だと答えました。
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私の答えも無論笑談に過ぎなかったのですが、私はその時何だか古い

不要な言葉に新しい意義を盛り得たような心持がしたのです。 

 それから約一カ月ほど (経:ﾀ)ちました。 (御大葬:ｺﾞﾀｲｿｳ)の夜私はい

つもの通り書斎に (坐:ｽﾜ)って、 (相図:ｱｲｽﾞ)の (号砲:ｺﾞｳﾎｳ)を聞きまし

た。私にはそれが明治が永久に去った報知のごとく聞こえました。後

で考えると、それが (乃木大将:ﾉｷﾞﾀｲｼｮｳ)の永久に去った報知にもなっ

ていたのです。私は号外を手にして、思わず妻に殉死だ殉死だといい

ました。 

 私は新聞で乃木大将の死ぬ前に書き残して行ったものを読みました。 

(西南戦争:ｾｲﾅﾝｾﾝｿｳ)の時敵に旗を (奪:ﾄ)られて以来、申し訳のために死

のう死のうと思って、つい (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで生きていたという意味の句

を見た時、私は思わず指を折って、乃木さんが死ぬ覚悟をしながら生

きながらえて来た (年月:ﾄｼﾂｷ)を勘定して見ました。西南戦争は明治十

年ですから、明治四十五年までには三十五年の距離があります。乃木

さんはこの三十五年の (間:ｱｲﾀﾞ)死のう死のうと思って、死ぬ機会を待

っていたらしいのです。私はそういう人に取って、生きていた三十五

年が苦しいか、また刀を腹へ突き立てた (一刹那:ｲｯｾﾂﾅ)が苦しいか、ど

っちが苦しいだろうと考えました。 

 それから二、三日して、私はとうとう自殺する決心をしたのです。

私に乃木さんの死んだ理由がよく (解:ﾜｶ)らないように、あなたにも私

の自殺する訳が明らかに (呑:ﾉ)み込めないかも知れませんが、もしそう

だとすると、それは時勢の推移から来る人間の相違だから仕方があり

ません。あるいは (箇人:ｺｼﾞﾝ)のもって生れた性格の相違といった方が 

(確:ﾀｼ)かかも知れません。私は私のできる限りこの不可思議な私という

ものを、あなたに解らせるように、今までの叙述で (己:ｵﾉ)れを (尽:ﾂｸ)

したつもりです。 

 私は (妻:ｻｲ)を残して行きます。
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私がいなくなっても妻に衣食住の心配がないのは (仕合:ｼｱﾜ)せです。私

は妻に残酷な (驚怖:ｷｮｳﾌ)を与える事を好みません。私は妻に血の色を

見せないで死ぬつもりです。妻の知らない (間:ﾏ)に、こっそりこの世か

らいなくなるようにします。私は死んだ後で、妻から (頓死:ﾄﾝｼ)したと

思われたいのです。気が狂ったと思われても満足なのです。 

 私が死のうと決心してから、もう十日以上になりますが、その大部

分はあなたにこの長い自叙伝の一節を書き残すために使用されたもの

と思って下さい。始めはあなたに会って話をする気でいたのですが、

書いてみると、かえってその方が自分を (判然:ﾊｯｷﾘ) (描:ｴｶﾞ)き出す事

ができたような心持がして (嬉:ｳﾚ)しいのです。私は (酔興:ｽｲｷｮｳ)に書

くのではありません。私を生んだ私の過去は、人間の経験の一部分と

して、私より (外:ﾎｶ)に誰も語り得るものはないのですから、それを (偽:

ｲﾂﾜ)りなく書き残して置く私の努力は、人間を知る上において、あなた

にとっても、外の人にとっても、徒労ではなかろうと思います。 (渡辺

華山:ﾜﾀﾅﾍﾞｶｻﾞﾝ)は (邯鄲:ｶﾝﾀﾝ)という (画:ｴ)を (描:ｶ)くために、死期を

一週間繰り延べたという話をつい (先達:ｾﾝﾀﾞｯ)て聞きました。 (他:ﾋﾄ)

から見たら余計な事のようにも解釈できましょうが、当人にはまた当

人相応の要求が心の (中:ｳﾁ)にあるのだからやむをえないともいわれる

でしょう。私の努力も単にあなたに対する約束を果たすためばかりで

はありません。 (半:ﾅｶ)ば以上は自分自身の要求に動かされた結果なの

です。 

 しかし私は今その要求を果たしました。もう何にもする事はありま

せん。この手紙があなたの手に落ちる (頃:ｺﾛ)には、私はもうこの世に

はいないでしょう。とくに死んでいるでしょう。妻は十日ばかり前か

ら 市ヶ(谷:ｲﾁｶﾞﾔ)の (叔母:ｵﾊﾞ)の所へ行きました。
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叔母が病気で手が足りないというから私が勧めてやったのです。私は

妻の留守の (間:ｱｲﾀﾞ)に、この長いものの大部分を書きました。時々妻

が帰って来ると、私はすぐそれを隠しました。 

 私は私の過去を善悪ともに (他:ﾋﾄ)の参考に供するつもりです。しか

し妻だけはたった一人の例外だと承知して下さい。私は妻には何にも

知らせたくないのです。妻が (己:ｵﾉ)れの過去に対してもつ記憶を、な

るべく純白に保存しておいてやりたいのが私の (唯一:ﾕｲｲﾂ)の希望なの

ですから、私が死んだ (後:ｱﾄ)でも、妻が生きている以上は、あなた限

りに打ち明けられた私の秘密として、すべてを腹の中にしまっておい

て下さい。」 
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   1995（平成 7）年 6月 14日第 10刷 

初出：「朝日新聞」 

   1914（大正 3）年 4月 20日～8月 11日 

�誤植の修正は「漱石全集」岩波書店を参照しました。 

�底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」（区点番号 5-86）

を、大振りにつくっています。 

入力：j.utiyama 

校正：伊藤時也 

1999年 7月 31日公開 

2010年 10月 31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。 

 


