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門 

夏目漱石 

 

一 

 

  (宗助:ｿｳｽｹ)は (先刻:ｻｯｷ)から (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)へ (坐蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)を持

ち出して、日当りの好さそうな所へ気楽に (胡坐:ｱｸﾞﾗ)をかいて見たが、

やがて手に持っている雑誌を放り出すと共に、ごろりと横になった。 

(秋日和:ｱｷﾋﾞﾖﾘ)と名のつくほどの上天気なので、往来を行く人の (下駄:

ｹﾞﾀ)の響が、静かな町だけに、朗らかに聞えて来る。 (肱枕:ﾋｼﾞﾏｸﾗ)を

して軒から上を見上げると、 (奇麗:ｷﾚｲ)な空が一面に (蒼:ｱｵ)く澄んで

いる。その空が自分の寝ている縁側の、窮屈な寸法に (較:ｸﾗ)べて見る

と、非常に広大である。たまの日曜にこうして (緩:ﾕｯ)くり空を見るだ

けでもだいぶ違うなと思いながら、 (眉:ﾏﾕ)を寄せて、ぎらぎらする日

をしばらく見つめていたが、 (眩:ﾏﾎﾞ)しくなったので、今度はぐるりと

寝返りをして (障子:ｼｮｳｼﾞ)の方を向いた。障子の中では細君が (裁縫:ｼ

ｺﾞﾄ)をしている。 

「おい、好い天気だな」と話しかけた。細君は、 

「ええ」と (云:ｲ)ったなりであった。宗助も別に話がしたい訳でもなか

ったと見えて、それなり黙ってしまった。しばらくすると今度は細君

の方から、 

「ちっと散歩でもしていらっしゃい」と云った。しかしその時は宗助

がただうんと云う (生返事:ﾅﾏﾍﾝｼﾞ)を返しただけであった。 

 二三分して、細君は (障子:ｼｮｳｼﾞ)の (硝子:ｶﾞﾗｽ)の所へ顔を寄せて、

縁側に寝ている夫の姿を (覗:ﾉｿﾞ)いて見た。夫はどう云う (了見:ﾘｮｳｹﾝ)

か (両膝:ﾘｮｳﾋｻﾞ)を曲げて (海老:ｴﾋﾞ)のように窮屈になっている。そう

して両手を組み合わして、その中へ黒い頭を突っ込んでいるから、 (肱:

ﾋｼﾞ)に (挟:ﾊｻ)まれて顔がちっとも見えない。 

「あなたそんな所へ寝ると (風邪:ｶｾﾞ) (引:ﾋ)いてよ」と細君が注意した。
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細君の言葉は東京のような、東京でないような、現代の女学生に共通

な一種の調子を持っている。 

 宗助は両肱の中で大きな眼をぱちぱちさせながら、 

「寝やせん、大丈夫だ」と小声で答えた。 

 それからまた静かになった。外を通る (護謨車:ｺﾞﾑｸﾞﾙﾏ)のベルの音が

二三度鳴った (後:ｱﾄ)から、遠くで鶏の (時音:ﾄｷ)をつくる声が聞えた。

宗助は (仕立:ｼﾀﾃ)おろしの (紡績織:ﾎﾞｳｾｷｵﾘ)の背中へ、 (自然:ｼﾞﾈﾝ)と

浸み込んで来る光線の (暖味:ｱﾀﾀｶﾐ)を、 (襯衣:ｼｬﾂ)の下で (貪:ﾑｻ)ぼる

ほど (味:ｱｼﾞﾜ)いながら、表の音を (聴:ｷ)くともなく聴いていたが、急

に思い出したように、障子越しの細君を呼んで、 

「 (御米:ｵﾖﾈ)、 (近来:ｷﾝﾗｲ)の (近:ｷﾝ)の字はどう書いたっけね」と尋ね

た。細君は別に (呆:ｱｷ)れた様子もなく、若い女に特有なけたたましい

笑声も立てず、 

「 (近江:ｵｳﾐ)のおうの字じゃなくって」と答えた。 

「その (近江:ｵｳﾐ)のおうの字が分らないんだ」 

 細君は立て切った障子を半分ばかり開けて、敷居の外へ長い (物指:ﾓ

ﾉｻｼ)を出して、その先で近の字を縁側へ書いて見せて、 

「こうでしょう」と云ったぎり、物指の先を、字の留った所へ置いた

なり、澄み渡った空を一しきり (眺:ﾅｶﾞ)め入った。宗助は細君の顔も見

ずに、 

「やっぱりそうか」と云ったが、 (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)でもなかったと見えて、

別に笑もしなかった。細君も近の字はまるで気にならない様子で、 

「本当に好い御天気だわね」と (半:ﾅｶ)ば (独:ﾋﾄ)り (言:ｺﾞﾄ)のように云

いながら、障子を開けたまままた (裁縫:ｼｺﾞﾄ)を始めた。すると宗助は

肱で挟んだ頭を少し (擡:ﾓﾀ)げて、 

「どうも字と云うものは不思議だよ」と始めて細君の顔を見た。 

「なぜ」 
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「なぜって、いくら (容易:ﾔｻｼ)い字でも、こりゃ変だと思って疑ぐり出

すと分らなくなる。この間も (今日:ｺﾝﾆﾁ)の (今:ｺﾝ)の字で大変迷った。

紙の上へちゃんと書いて見て、じっと眺めていると、何だか違ったよ

うな気がする。しまいには見れば見るほど (今:ｺﾝ)らしくなくなって来

る。―― (御前:ｵﾏｲ)そんな事を経験した事はないかい」 

「まさか」 

「おれだけかな」と宗助は頭へ手を当てた。 

「あなたどうかしていらっしゃるのよ」 

「やっぱり神経衰弱のせいかも知れない」 

「そうよ」と細君は夫の顔を見た。夫はようやく立ち上った。 

 針箱と (糸屑:ｲﾄｸｽﾞ)の上を飛び越すように (跨:ﾏﾀ)いで、茶の間の 

(襖:ﾌｽﾏ)を開けると、すぐ座敷である。南が玄関で (塞:ﾌｻ)がれているの

で、突き当りの障子が、 (日向:ﾋﾅﾀ)から急に (這入:ﾊｲ)って来た (眸:ﾋﾄ

ﾐ)には、うそ寒く映った。そこを開けると、 (廂:ﾋｻｼ)に (逼:ｾﾏ)るよう

な (勾配:ｺｳﾊﾞｲ)の (崖:ｶﾞｹ)が、 (縁鼻:ｴﾝﾊﾞﾅ)から (聳:ｿﾋﾞ)えているので、

朝の内は当って (然:ｼｶ)るべきはずの日も容易に影を落さない。崖には

草が生えている。下からして (一側:ﾋﾄｶﾜ)も石で畳んでないから、いつ 

(壊:ｸｽﾞ)れるか分らない (虞:ｵｿﾚ)があるのだけれども、不思議にまだ壊

れた事がないそうで、そのためか (家主:ﾔﾇｼ)も長い間昔のままにして放

ってある。もっとも元は一面の (竹藪:ﾀｹﾔﾌﾞ)だったとかで、それを切り

開く時に根だけは掘り返さずに (土堤:ﾄﾞﾃ)の中に埋めて置いたから、 

(地:ｼﾞ)は存外(緊:ｼﾏ)っていますからねと、町内に二十年も住んでいる八

百屋の (爺:ｵﾔｼﾞ)が勝手口でわざわざ説明してくれた事がある。
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その時宗助はだって根が残っていれば、また竹が生えて藪になりそう

なものじゃないかと聞き返して見た。すると爺は、それがね、ああ切

り開かれて見ると、そう (甘:ｳﾏ)く行くもんじゃありませんよ。しかし

崖だけは大丈夫です。どんな事があったって (壊:ｸ)えっこはねえんだか

らと、あたかも自分のものを弁護でもするように (力:ﾘｷ)んで帰って行

った。 

 崖は秋に (入:ｲ)っても別に色づく様子もない。ただ青い草の (匂:ﾆｵｲ)

が (褪:ｻ)めて、 (不揃:ﾌﾞｿﾛ)にもじゃもじゃするばかりである。 (薄:ｽｽ

ｷ)だの (蔦:ﾂﾀ)だのと云う (洒落:ｼｬﾚ)たものに至ってはさらに見当らな

い。その代り昔の (名残:ﾅｺﾞ)りの (孟宗:ﾓｳｿｳ)が中途に二本、上の方に

三本ほどすっくりと立っている。それが多少黄に染まって、幹に日の 

(射:ｻ)すときなぞは、軒から首を出すと、土手の上に秋の (暖味:ｱﾀﾀｶﾐ)

を (眺:ﾅｶﾞ)められるような心持がする。宗助は朝出て四時過に帰る男だ

から、日の (詰:ﾂ)まるこの頃は、 (滅多:ﾒｯﾀ)に崖の上を (覗:ﾉｿﾞ)く (暇:

ﾋﾏ)を (有:ﾓ)たなかった。暗い便所から出て、 (手水鉢:ﾁｮｳｽﾞﾊﾞﾁ)の水を

手に受けながら、ふと (廂:ﾋｻｼ)の外を見上げた時、始めて竹の事を思い

出した。幹の (頂:ｲﾀﾀﾞｷ)に (濃:ｺﾏ)かな葉が集まって、まるで (坊主頭:

ﾎﾞｳｽﾞｱﾀﾏ)のように見える。それが秋の日に酔って重く下を向いて、 (寂:

ﾋｯ)そりと重なった葉が一枚も動かない。 

 宗助は障子を (閉:ﾀ)てて座敷へ帰って、机の前へ坐った。座敷とは云

いながら客を通すからそう名づけるまでで、実は書斎とか居間とか云

う方が穏当である。
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北側に (床:ﾄｺ)があるので、申訳のために変な (軸:ｼﾞｸ)を掛けて、その

前に (朱泥:ｼｭﾃﾞｲ)の色をした (拙:ｾﾂ)な (花活:ﾊﾅｲｹ)が飾ってある。 (欄

間:ﾗﾝﾏ)には (額:ｶﾞｸ)も何もない。ただ (真鍮:ｼﾝﾁｭｳ)の (折釘:ｵﾚｸｷﾞ)だけ

が二本光っている。その他には (硝子戸:ｶﾞﾗｽﾄﾞ)の張った書棚が一つあ

る。けれども中には別にこれと云って目立つほどの立派なものも這入

っていない。 

 宗助は (銀金具:ｷﾞﾝｶﾅｸﾞ)の付いた机の (抽出:ﾋｷﾀﾞｼ)を開けてしきり

に中を (検:ｼﾗ)べ出したが、別に何も見つけ出さないうちに、はたりと 

(締:ｱｷﾗ)めてしまった。それから (硯箱:ｽｽﾞﾘﾊﾞｺ)の (葢:ﾌﾀ)を取って、手

紙を書き始めた。一本書いて封をして、ちょっと考えたが、 

「おい、 (佐伯:ｻｴｷ)のうちは (中六番町:ﾅｶﾛｸﾊﾞﾝﾁｮｳ)何番地だったかね」

と襖(越:ｺﾞｼ)に細君に聞いた。 

「二十五番地じゃなくって」と細君は答えたが、宗助が名宛を書き終

る頃になって、 

「手紙じゃ駄目よ、行ってよく話をして来なくっちゃ」と付け加えた。 

「まあ、駄目までも手紙を一本出しておこう。それでいけなかったら

出掛けるとするさ」と云い切ったが、細君が返事をしないので、 

「ねえ、おい、それで好いだろう」と念を押した。 

 細君は悪いとも云い兼ねたと見えて、その上争いもしなかった。宗

助は郵便を持ったまま、座敷から (直:ｽ)ぐ玄関に出た。細君は夫の足音

を聞いて始めて、座を立ったが、これは茶の間の (縁伝:ｴﾝﾂﾞﾀ)いに玄関

に出た。 

「ちょっと散歩に行って来るよ」 

「行っていらっしゃい」と細君は微笑しながら答えた。 
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 三十分ばかりして (格子:ｺｳｼ)ががらりと (開:ｱ)いたので、御米はまた 

(裁縫:ｼｺﾞﾄ)の手をやめて、縁伝いに玄関へ出て見ると、帰ったと思う宗

助の代りに、高等学校の制帽を (被:ｶﾌﾞ)った、弟の (小六:ｺﾛｸ)が (這入:

ﾊｲ)って来た。 (袴:ﾊｶﾏ)の (裾:ｽｿ)が五六寸しか出ないくらいの長い (黒

羅紗:ｸﾛﾗｼｬ)のマントの (釦:ﾎﾞﾀﾝ)を (外:ﾊｽﾞ)しながら、 

「暑い」と云っている。 

「だって (余:ｱﾝ)まりだわ。この御天気にそんな厚いものを着て出るな

んて」 

「何、日が暮れたら寒いだろうと思って」と小六は (云訳:ｲｲﾜｹ)を半分

しながら、 (嫂:ｱﾆﾖﾒ)の (後:ｱﾄ)に (跟:ﾂ)いて、茶の間へ通ったが、縫い

掛けてある着物へ眼を着けて、 

「相変らず精が出ますね」と云ったなり、 (長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)の前へ (胡

坐:ｱｸﾞﾗ)をかいた。嫂は裁縫を (隅:ｽﾐ)の方へ押しやっておいて、小六の 

(向:ﾑｺｳ)へ来て、ちょっと (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)をおろして炭を (継:ﾂ)ぎ始めた。 

「御茶ならたくさんです」と小六が云った。 

「 (厭:ｲﾔ)？」と女学生流に念を押した御米は、 

「じゃ御菓子は」と云って笑いかけた。 

「あるんですか」と小六が聞いた。 

「いいえ、無いの」と正直に答えたが、思い出したように、「待ってち

ょうだい、あるかも知れないわ」と云いながら立ち上がる (拍子:ﾋｮｳｼ)

に、横にあった炭取を取り (退:ﾉ)けて、 (袋戸棚:ﾌｸﾛﾄﾀﾞﾅ)を開けた。小

六は御米の (後姿:ｳｼﾛｽｶﾞﾀ)の、 (羽織:ﾊｵﾘ)が帯で高くなった (辺:ｱﾀﾘ)

を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。何を (探:ｻｶﾞ)すのだかなかなか (手間:ﾃﾏ)が取れ

そうなので、 

「じゃ御菓子も (廃:ﾖ)しにしましょう。それよりか、今日は兄さんはど

うしました」と聞いた。 

「兄さんは今ちょいと」と後向のまま答えて、御米はやはり戸棚の中

を探している。
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やがてぱたりと戸を締めて、 

「駄目よ。いつの (間:ﾏ)にか兄さんがみんな食べてしまった」と云いな

がら、また火鉢の (向:ﾑｺｳ)へ帰って来た。 

「じゃ晩に何か (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)なさい」 

「ええしてよ」と柱時計を見ると、もう四時近くである。御米は「四

時、五時、六時」と時間を (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)した。小六は黙って嫂の顔を

見ていた。彼は実際嫂の御馳走には余り興味を持ち得なかったのであ

る。 

「姉さん、兄さんは (佐伯:ｻｴｷ)へ行ってくれたんですかね」と聞いた。 

「この間から行く行くって云ってる事は云ってるのよ。だけど、兄さ

んも朝出て夕方に帰るんでしょう。帰ると (草臥:ｸﾀﾋﾞ)れちまって、御

湯に行くのも大儀そうなんですもの。だから、そう責めるのも実際御

気の毒よ」 

「そりゃ兄さんも忙がしいには違なかろうけれども、僕もあれがきま

らないと気がかりで落ちついて勉強もできないんだから」と云いなが

ら、小六は (真鍮:ｼﾝﾁｭｳ)の (火箸:ﾋﾊﾞｼ)を取って (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の灰の中へ

何かしきりに書き出した。御米はその動く火箸の先を見ていた。 

「だから (先刻:ｻｯｷ)手紙を出しておいたのよ」と慰めるように云った。 

「何て」 

「そりゃ (私:ﾜﾀｼ)もつい見なかったの。けれども、きっとあの相談よ。

今に兄さんが帰って来たら聞いて御覧なさい。きっとそうよ」 

「もし手紙を出したのなら、その用には違ないでしょう」 

「ええ、本当に出したのよ。今兄さんがその手紙を持って、出しに行

ったところなの」 

 小六はこれ以上弁解のような (慰藉:ｲｼｬ)のような (嫂:ｱﾆﾖﾒ)の言葉に

耳を借したくなかった。散歩に出る (閑:ﾋﾏ)があるなら、手紙の代りに

自分で足を運んでくれたらよさそうなものだと思うと余り好い心持で

もなかった。座敷へ来て、書棚の中から赤い表紙の洋書を出して、方々 

(頁:ﾍﾟｰｼﾞ)を (剥:ﾊｸﾞ)って見ていた。 

 

二 
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 そこに気のつかなかった (宗助:ｿｳｽｹ)は、町の (角:ｶﾄﾞ)まで来て、切

手と「 (敷島:ｼｷｼﾏ)」を同じ店で買って、郵便だけはすぐ出したが、そ

の足でまた同じ道を戻るのが何だか不足だったので、 (啣:ｸﾜ)え (煙草:

ﾀﾊﾞｺ)の (煙:ｹﾑ)を秋の日に (揺:ﾕﾗ)つかせながら、ぶらぶら歩いている

うちに、どこか遠くへ行って、東京と云う所はこんな所だと云う印象

をはっきり頭の中へ刻みつけて、そうしてそれを今日の日曜の (土産:ﾐ

ﾔｹﾞ)に (家:ｳﾁ)へ帰って (寝:ﾈ)ようと云う気になった。彼は年来東京の

空気を吸って生きている男であるのみならず、毎日役所の (行通:ﾕｷｶﾖｲ)

には電車を利用して、 (賑:ﾆｷﾞ)やかな町を二度ずつはきっと (往:ｲ)った

り来たりする習慣になっているのではあるが、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)と頭に (楽:

ﾗｸ)がないので、いつでも (上:ｳﾜ)の (空:ｿﾗ)で素通りをする事になって

いるから、自分がその賑やかな町の中に (活:ｲ)きていると云う自覚は近

来とんと起った事がない。もっとも (平生:ﾍｲｾﾞｲ)は忙がしさに追われて、

別段気にも掛からないが、 (七日:ﾅﾉｶ)に (一返:ｲｯﾍﾟﾝ)の休日が来て、心

がゆったりと落ちつける機会に (出逢:ﾃﾞｱ)うと、不断の生活が急にそわ

そわした (上調子:ｳﾜﾁｮｳｼ)に見えて来る。 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)自分は東京の中

に住みながら、ついまだ東京というものを見た事がないんだという結

論に到着すると、彼はそこにいつも妙な物(淋:ｻﾋﾞ)しさを感ずるのであ

る。 

 そう云う時には彼は急に思い出したように町へ出る。その上(懐:ﾌﾄｺﾛ)

に多少(余裕:ﾖﾕｳ)でもあると、これで一つ豪遊でもしてみようかと考え

る事もある。
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けれども彼の淋しみは、彼を思い切った極端に (駆:ｶ)り去るほどに、強

烈の程度なものでないから、彼がそこまで猛進する前に、それも馬鹿

馬鹿しくなってやめてしまう。のみならず、こんな人の常態として、

紙入の底が大抵の場合には、軽挙を (戒:ｲﾏｼ)める程度内に (膨:ﾌｸ)らん

でいるので、 (億劫:ｵｯｸｳ)な工夫を (凝:ｺ)らすよりも、 (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)

をして、ぶらりと (家:ｳﾁ)へ帰る方が、つい楽になる。だから宗助の (淋:

ｻﾋﾞ)しみは単なる散歩か (勧工場:ｶﾝｺｳﾊﾞ)縦覧ぐらいなところで、次の

日曜まではどうかこうか (慰藉:ｲｼｬ)されるのである。 

 この日も宗助はともかくもと思って電車へ乗った。ところが日曜の

好天気にもかかわらず、平常よりは乗客が少ないので例になく乗心地

が好かった。その上乗客がみんな平和な顔をして、どれもこれも (悠:ﾕ

ｯ)たりと落ちついているように見えた。宗助は腰を掛けながら、毎朝例

刻に先を争って席を奪い合いながら、丸の内方面へ向う自分の運命を 

(顧:ｶｴﾘ)みた。出勤刻限の電車の (道伴:ﾐﾁﾂﾞﾚ)ほど殺風景なものはない。 

(革:ｶﾜ)にぶら下がるにしても、 (天鵞絨:ﾋﾞﾛｳﾄﾞ)に腰を掛けるにしても、

人間的な (優:ﾔｻ)しい心持の起った (試:ﾀﾒｼ)はいまだかつてない。自分

もそれでたくさんだと考えて、器械か何ぞと (膝:ﾋｻﾞ)を突き合せ肩を並

べたかのごとくに、行きたい所まで同席して不意と下りてしまうだけ

であった。
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前の御婆さんが八つぐらいになる孫娘の耳の所へ口を付けて何か云っ

ているのを、 (傍:ｿﾊﾞ)に見ていた三十(恰好:ｶﾞｯｺｳ)の商家の (御神:ｵｶﾐ)

さんらしいのが、可愛らしがって、年を聞いたり名を尋ねたりすると

ころを (眺:ﾅｶﾞ)めていると、 (今更:ｲﾏｻﾗ)ながら別の世界に来たような

心持がした。 

 頭の上には広告が一面に (枠:ﾜｸ)に (嵌:ﾊ)めて掛けてあった。宗助は

平生これにさえ気がつかなかった。何心なしに一番目のを読んで見る

と、引越は容易にできますと云う移転会社の (引札:ﾋｷﾌﾀﾞ)であった。そ

の次には経済を心得る人は、衛生に注意する人は、火の用心を好むも

のは、と三行に並べておいてその (後:ｱﾄ)に (瓦斯竈:ｶﾞｽｶﾞﾏ)を使えと書

いて、瓦斯竈から火の出ている (画:ｴ)まで添えてあった。三番目には露

国文豪トルストイ伯傑作「千古の雪」と云うのと、バンカラ喜劇(小辰:

ｺﾀﾂ)大一座と云うのが、赤地に白で染め抜いてあった。 

 宗助は約十分もかかって、すべての広告を (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に三返ほど読

み直した。別に行って見ようと思うものも、買って見たいと思うもの

も無かったが、ただこれらの広告が (判然:ﾊｯｷﾘ)と自分の頭に映って、

そうしてそれを一々読み (終:ｵｵ)せた時間のあった事と、それをことご

とく理解し得たと云う心の (余裕:ﾖﾕｳ)が、宗助には少なからぬ満足を与

えた。彼の生活はこれほどの余裕にすら誇りを感ずるほどに、日曜以

外の (出入:ﾃﾞﾊｲ)りには、落ちついていられないものであった。 

 宗助は (駿河台下:ｽﾙｶﾞﾀﾞｲｼﾀ)で電車を降りた。降りるとすぐ右側の 

(窓硝子:ﾏﾄﾞｶﾞﾗｽ)の中に美しく並べてある洋書に眼がついた。
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宗助はしばらくその前に立って、赤や青や (縞:ｼﾏ)や模様の上に、 (鮮:

ｱｻﾞﾔ)かに (叩:ﾀﾀ)き込んである金文字を眺めた。表題の意味は無論解る

が、手に取って、中を (検:ｼﾗ)べて見ようという好奇心はちっとも起ら

なかった。本屋の前を通ると、きっと中へ (這入:ﾊｲ)って見たくなった

り、中へ這入ると必ず何か欲しくなったりするのは、宗助から云うと、

すでに (一昔:ﾋﾄﾑｶ)し前の生活である。ただ  History《ヒストリ》  of

《オフ》  Gambling《ガムブリング》（ (博奕史:ﾊﾞｸｴｷｼ)）と云うのが、

ことさらに美装して、一番真中に飾られてあったので、それが幾分か

彼の頭に (突飛:ﾄｯﾋﾟ)な新し味を加えただけであった。 

 宗助は微笑しながら、 (急忙:ｾﾜ)しい通りを (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)へ渡って、

今度は時計屋の店を (覗:ﾉｿﾞ)き込んだ。金時計だの金鎖が幾つも並べて

あるが、これもただ美しい色や (恰好:ｶｯｺｳ)として、彼の (眸:ﾋﾄﾐ)に映

るだけで、買いたい (了簡:ﾘｮｳｹﾝ)を誘致するには至らなかった。その癖

彼は一々絹糸で釣るした (価格札:ﾈﾀﾞﾝﾌﾀﾞ)を読んで、品物と (見較:ﾐｸﾗ)

べて見た。そうして実際金時計の安価なのに驚ろいた。 

  (蝙蝠傘屋:ｺｳﾓﾘｶﾞｻﾔ)の前にもちょっと立ちどまった。西洋(小間物:ｺ

ﾏﾓﾉ)を売る店先では、 (礼帽:ｼﾙｸﾊｯﾄ)の (傍:ﾜｷ)にかけてあった (襟飾:ｴ

ﾘｶｻﾞ)りに眼がついた。
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自分の毎日かけているのよりも大変(柄:ｶﾞﾗ)が好かったので、 (価:ﾈ)を

聞いてみようかと思って、半分店の中へ (這入:ﾊｲ)りかけたが、 (明日:

ｱｼﾀ)から襟飾りなどをかけ替えたところが下らない事だと思い直すと、

急に (蟇口:ｶﾞﾏｸﾞﾁ)の口を開けるのが (厭:ｲﾔ)になって行き過ぎた。呉服

店でもだいぶ立見をした。 (鶉御召:ｳｽﾞﾗｵﾒｼ)だの、 (高貴織:ｺｳｷｵﾘ)だの、 

(清凌織:ｾｲﾘｮｳｵﾘ)だの、自分の (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで知らずに過ぎた名をたく

さん覚えた。京都の (襟新:ｴﾘｼﾝ)と云う (家:ｳﾁ)の出店の前で、 (窓硝子:

ﾏﾄﾞｶﾞﾗｽ)へ帽子の (鍔:ﾂﾊﾞ)を突きつけるように近く寄せて、精巧に (刺

繍:ﾇｲ)をした女の (半襟:ﾊﾝｴﾘ)を、いつまでも (眺:ﾅｶﾞ)めていた。その 

(中:ｳﾁ)にちょうど細君に似合いそうな上品なのがあった。買って行って

やろうかという気がちょっと起るや (否:ｲﾅ)や、そりゃ五六年(前:ｾﾞﾝ)

の事だと云う考が (後:ｱﾄ)から出て来て、せっかく心持の好い思いつき

をすぐ (揉:ﾓ)み消してしまった。宗助は苦笑しながら窓硝子を離れてま

た歩き出したが、それから半町ほどの間は何だかつまらないような気

分がして、往来にも店先にも格段の注意を払わなかった。 

 ふと気がついて見ると角に大きな雑誌屋があって、その軒先には新

刊の書物が大きな字で広告してある。 (梯子:ﾊｼｺﾞ)のような細長い (枠:

ﾜｸ)へ紙を張ったり、ペンキ塗の一枚板へ模様画みたような色彩を施こ

したりしてある。宗助はそれを一々読んだ。著者の名前も (作物:ｻｸﾌﾞﾂ)

の名前も、一度は新聞の広告で見たようでもあり、また全く新奇のよ

うでもあった。 
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 この店の曲り角の影になった所で、黒い山高帽を (被:ｶﾌﾞ)った三十ぐ

らいの男が地面の上へ気楽そうに (胡坐:ｱｸﾞﾗ)をかいて、ええ御子供衆

の (御慰:ｵﾅｸﾞｻ)みと云いながら、大きな (護謨風船:ｺﾞﾑﾌｳｾﾝ)を (膨:ﾌｸ)

らましている。それが膨れると自然と (達磨:ﾀﾞﾙﾏ)の (恰好:ｶｯｺｳ)になっ

て、 (好加減:ｲｲｶｹﾞﾝ)な所に眼口まで墨で書いてあるのに宗助は感心し

た。その上一度息を入れると、いつまでも膨れている。かつ指の先へ

でも、手の平の上へでも自由に尻が (据:ｽﾜ)る。それが尻の穴へ (楊枝:

ﾖｳｼﾞ)のような細いものを突っ込むとしゅうっと一度に収縮してしまう。 

 忙がしい往来の人は何人でも通るが、誰も立ちどまって見るほどの

ものはない。山高帽の男は (賑:ﾆｷﾞ)やかな町の隅に、冷やかに (胡坐:ｱ

ｸﾞﾗ)をかいて、身の (周囲:ﾏﾜﾘ)に何事が起りつつあるかを感ぜざるもの

のごとくに、ええ御子供衆の御慰みと云っては、達磨を膨らましてい

る。宗助は一銭五厘出して、その風船を一つ買って、しゅっと縮まし

てもらって、それを (袂:ﾀﾓﾄ)へ入れた。 (奇麗:ｷﾚｲ)な床屋へ行って、髪

を刈りたくなったが、どこにそんな奇麗なのがあるか、ちょっと見つ

からないうちに、日が (限:ｶｷﾞ)って来たので、また電車へ乗って、 (宅:

ｳﾁ)の方へ向った。 

 宗助が電車の終点まで来て、運転手に切符を渡した時には、もう空

の色が光を失いかけて、湿った往来に、暗い影が (射:ｻ)し (募:ﾂﾉ)る頃

であった。降りようとして、鉄の柱を握ったら、急に寒い心持がした。

いっしょに降りた人は、 (皆:ﾐﾝ)な離れ離れになって、事あり気に忙が

しく歩いて行く。町のはずれを見ると、左右の家の軒から (家根:ﾔﾈ)へ

かけて、 (仄白:ﾎﾉｼﾛ)い煙りが大気の中に動いているように見える。
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宗助も (樹:ｷ)の多い方角に向いて早足に歩を移した。今日の日曜も、 

(暢:ﾉﾝ)びりした御天気も、もうすでにおしまいだと思うと、少しはかな

いようなまた (淋:ｻﾐ)しいような一種の気分が起って来た。そうして 

(明日:ｱｼﾀ)からまた例によって例のごとく、せっせと働らかなくてはな

らない (身体:ｶﾗﾀﾞ)だと考えると、今日半日の生活が急に惜しくなって、

残る (六日半:ﾑｲｶﾊﾝ)の非精神的な行動が、いかにもつまらなく感ぜられ

た。歩いているうちにも、日当の悪い、窓の乏しい、大きな部屋の模

様や、隣りに (坐:ｽﾜ)っている同僚の顔や、野中さんちょっとと云う上

官の様子ばかりが眼に浮かんだ。 

 魚勝と云う (肴屋:ｻｶﾅﾔ)の前を通り越して、その五六軒先の (露次:ﾛ

ｼﾞ)とも横丁ともつかない所を曲ると、行き当りが高い (崖:ｶﾞｹ)で、そ

の左右に四五軒同じ (構:ｶﾏｴ)の貸家が並んでいる。ついこの間までは 

(疎:ﾏﾊﾞ)らな杉垣の奥に、 (御家人:ｺﾞｹﾆﾝ)でも住み古したと思われる、 

(物寂:ﾓﾉｻﾋﾞ)た家も一つ地所のうちに (混:ﾏｼﾞ)っていたが、崖の上の 

(坂井:ｻｶｲ)という人がここを買ってから、たちまち (萱葺:ｶﾔﾌﾞｷ)を壊し

て、杉垣を引き抜いて、今のような新らしい (普請:ﾌｼﾝ)に建て (易:ｶ)

えてしまった。宗助の (家:ｳﾁ)は横丁を突き当って、一番奥の左側で、

すぐの崖下だから、多少陰気ではあるが、その代り通りからはもっと

も隔っているだけに、まあ幾分か閑静だろうと云うので、細君と相談

の上、とくにそこを (択:ｴﾗ)んだのである。 
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 宗助は (七日:ﾅﾉｶ)に一返の日曜ももう暮れかかったので、早く湯にで

も (入:ｲ)って、暇があったら髪でも刈って、そうして (緩:ﾕｯ)くり (晩

食:ﾊﾞﾝﾒｼ)を食おうと思って、急いで (格子:ｺｳｼ)を開けた。台所の方で 

(皿小鉢:ｻﾗｺﾊﾞﾁ)の音がする。上がろうとする (拍子:ﾋｮｳｼ)に、 (小六:ｺﾛ

ｸ)の (脱:ﾇ)ぎ (棄:ｽ)てた (下駄:ｹﾞﾀ)の上へ、気がつかずに足を乗せた。 

(曲:ｺｺﾞ)んで位置を (調:ﾄﾄﾉ)えているところへ小六が出て来た。台所の

方で (御米:ｵﾖﾈ)が、 

 

「誰？ 兄さん？」と聞いた。宗助は、 

「やあ、来ていたのか」と云いながら座敷へ上った。 (先刻:ｻｯｷ)郵便を

出してから、神田を散歩して、電車を降りて家へ帰るまで、宗助の頭

には小六の小の字も (閃:ﾋﾗ)めかなかった。宗助は小六の顔を見た時、

何となく悪い事でもしたようにきまりが好くなかった。 

「御米、御米」と細君を台所から呼んで、 

「小六が来たから、何か (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)でもするが好い」と云いつけた。

細君は、忙がしそうに、台所の (障子:ｼｮｳｼﾞ)を開け放したまま出て来て、

座敷の入口に立っていたが、この分り切った注意を聞くや否や、 

「ええ今(直:ｼﾞｷ)」と云ったなり、引き返そうとしたが、また戻って来

て、 

「その代り小六さん、 (憚:ﾊﾊﾞｶ)り (様:ｻﾏ)。座敷の戸を (閉:ﾀ)てて、 (洋

灯:ﾗﾝﾌﾟ)を (点:ﾂ)けてちょうだい。今(私:ﾜﾀｼ)も (清:ｷﾖ)も手が放せない

ところだから」と (依頼:ﾀﾉ)んだ。小六は簡単に、 

「はあ」と云って立ち上がった。 

 勝手では清が物を刻む音がする。湯か水をざあと流しへ (空:ｱ)ける音

がする。「奥様これはどちらへ移します」と云う声がする。「姉さん、

ランプの (心:ｼﾝ)を (剪:ｷ)る (鋏:ﾊｻﾐ)はどこにあるんですか」と云う小

六の声がする。
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しゅうと湯が (沸:ﾀｷﾞ)って (七輪:ｼﾁﾘﾝ)の火へかかった様子である。 

 宗助は暗い座敷の中で (黙然:ﾓｸﾈﾝ)と (手焙:ﾃｱﾌﾞﾘ)へ手を (翳:ｶｻﾞ)し

ていた。灰の上に出た火の (塊:ｶﾀ)まりだけが色づいて赤く見えた。そ

の時裏の (崖:ｶﾞｹ)の上の (家主:ﾔﾇｼ)の家の御嬢さんがピヤノを鳴らし

出した。宗助は思い出したように立ち上がって、座敷の雨戸を引きに 

(縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)へ出た。 (孟宗竹:ﾓｳｿｳﾁｸ)が薄黒く空の色を乱す上に、一つ

二つの星が (燦:ｷﾗ)めいた。ピヤノの (音:ﾈ)は孟宗竹の (後:ｳｼﾛ)から響

いた。 

 

三 

 

  (宗助:ｿｳｽｹ)と (小六:ｺﾛｸ)が (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)を下げて、 (風呂:ﾌﾛ)から帰

って来た時は、座敷の真中に真四角な食卓を (据:ｽ)えて、 (御米:ｵﾖﾈ)

の手料理が (手際:ﾃｷﾞﾜ)よくその上に並べてあった。 (手焙:ﾃｱﾌﾞﾘ)の火

も出がけよりは濃い色に燃えていた。 (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)も明るかった。 

 宗助が机の前の (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)を引き寄せて、その上に (楽々ﾗｸﾗｸ)

と (胡坐:ｱｸﾞﾗ)を (掻:ｶ)いた時、手拭と (石鹸:ｼｬﾎﾞﾝ)を受取った御米は、 

「好い御湯だった事？」と聞いた。宗助はただ (一言:ﾋﾄｺﾄ)、 

「うん」と答えただけであったが、その様子は (素気:ｿｯｹ)ないと云うよ

りも、むしろ湯上りで、精神が (弛緩:ｼｶﾝ)した気味に見えた。 

「なかなか好い湯でした」と小六が御米の方を見て調子を合せた。 

「しかしああ込んじゃ (溜:ﾀﾏ)らないよ」と宗助が机の (端:ﾊｼﾞ)へ (肱:

ﾋｼﾞ)を持たせながら、 (倦怠:ｹﾀ)るそうに云った。宗助が風呂に行くの

は、いつでも役所が (退:ﾋ)けて、 (家:ｳﾁ)へ帰ってからの事だから、ち

ょうど人の立て込む (夕食前:ﾕｳﾒｼﾏｴ)の (黄昏:ﾀｿｶﾞﾚ)である。
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彼はこの二三カ月間ついぞ、日の光に (透:ｽ)かして湯の色を (眺:ﾅｶﾞ)

めた事がない。それならまだしもだが、ややともすると三日も四日も

まるで銭湯の敷居を (跨:ﾏﾀ)がずに過してしまう。日曜になったら、朝

早く起きて何よりも第一に (奇麗:ｷﾚｲ)な湯に首だけ (浸:ﾂｶ)ってみよう

と、常は考えているが、さてその日曜が来て見ると、たまに (悠:ﾕｯ)く

り寝られるのは、今日ばかりじゃないかと云う気になって、つい床の

うちでぐずぐずしているうちに、時間が遠慮なく過ぎて、ええ面倒だ、

今日はやめにして、その代り (今度:ｺﾝﾀﾞ)の日曜に行こうと思い直すの

が、ほとんど惰性のようになっている。 

「どうかして、朝湯にだけは行きたいね」と宗助が云った。 

「その癖朝湯に行ける日は、きっと (寝坊:ﾈﾎﾞｳ)なさるのね」と細君は 

(調戯:ｶﾗｶ)うような口調であった。小六は腹の中でこれが兄の (性来:ｳﾏ

ﾚﾂｷ)の弱点であると思い込んでいた。彼は自分で学校生活をしているに

もかかわらず、兄の日曜が、いかに兄にとって (貴:ﾀｯ)といかを (会得:

ｴﾄｸ)できなかった。六日間の暗い精神作用を、ただこの一日で暖かに回

復すべく、兄は多くの希望を二十四時間のうちに投げ込んでいる。だ

からやりたい事があり過ぎて、十の二三も実行できない。否、その二

三にしろ進んで実行にかかると、かえってそのために費やす時間の方

が惜しくなって来て、ついまた手を引込めて、じっとしているうちに

日曜はいつか暮れてしまうのである。自分の気晴しや保養や、娯楽も

しくは (好尚:ｺｳｼｮｳ)についてですら、かように節倹しなければならない

境遇にある宗助が、小六のために尽さないのは、尽さないのではない、

頭に尽す (余裕:ﾖﾕｳ)のないのだとは、小六から見ると、どうしても受取

れなかった。
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兄はただ手前勝手な男で、暇があればぶらぶらして細君と遊んでばか

りいて、いっこう頼りにも力にもなってくれない、真底は (情合:ｼﾞｮｳｱ

ｲ)に薄い人だぐらいに考えていた。 

 けれども、小六がそう感じ出したのは、つい近頃の事で、実を云う

と、佐伯との交渉が始まって以来の話である。年の若いだけ、すべて

に性急な小六は、兄に頼めば (今日明日:ｷｮｳｱｽ)にも (方:ｶﾀ)がつくもの

と、思い込んでいたのに、 (何日:ｲﾂ)までも (埒:ﾗﾁ)が明かないのみか、

まだ先方へ出かけてもくれないので、だいぶ不平になったのである。 

 ところが今日帰りを待ち受けて (逢:ｱ)って見ると、そこが兄弟で、別

に御世辞も使わないうちに、どこか (暖味:ｱﾀﾀｶﾐ)のある仕打も見えるの

で、つい云いたい事も後廻しにして、いっしょに湯になんぞ (這入:ﾊｲ)

って、穏やかに打ち解けて話せるようになって来た。 

 兄弟は (寛:ｸﾂ)ろいで (膳:ｾﾞﾝ)についた。御米も遠慮なく食卓の (一

隅:ﾋﾄｽﾐ)を (領:ﾘｮｳ)した。宗助も小六も (猪口:ﾁｮｸ)を二三杯ずつ干した。

飯にかかる前に、宗助は笑いながら、 

「うん、面白いものが有ったっけ」と云いながら、 (袂:ﾀﾓﾄ)から買って

来た (護謨風船:ｺﾞﾑﾌｳｾﾝ)の (達磨:ﾀﾞﾙﾏ)を出して、大きく (膨:ﾌｸ)らませ

て見せた。そうして、それを (椀:ﾜﾝ)の (葢:ﾌﾀ)の上へ (載:ﾉ)せて、その

特色を説明して聞かせた。御米も小六も面白がって、ふわふわした玉

を見ていた。しまいに小六が、ふうっと吹いたら達磨は (膳:ｾﾞﾝ)の上か

ら畳の上へ落ちた。それでも、まだ (覆:ｶｴ)らなかった。 

「それ御覧」と宗助が云った。 

 御米は女だけに声を出して笑ったが、 (御櫃:ｵﾊﾁ)の (葢:ﾌﾀ)を開けて、

夫の飯を (盛:ﾖｿ)いながら、 
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「兄さんも随分(呑気:ﾉﾝｷ)ね」と小六の方を向いて、半ば夫を弁護する

ように云った。宗助は細君から茶碗を受取って、 (一言:ﾋﾄｺﾄ)の弁解も

なく食事を始めた。小六も正式に (箸:ﾊｼ)を取り上げた。 

 達磨はそれぎり話題に (上:ﾉﾎﾞ)らなかったが、これが (緒:ｲﾄｸﾁ)にな

って、三人は飯の済むまで無邪気に (長閑:ﾉﾄﾞｶ)な話をつづけた。しま

いに小六が気を換えて、 

「時に伊藤さんもとんだ事になりましたね」と云い出した。宗助は五

六日前伊藤公暗殺の号外を見たとき、御米の働いている台所へ出て来

て、「おい大変だ、伊藤さんが殺された」と云って、手に持った号外を

御米のエプロンの上に乗せたなり書斎へ (這入:ﾊｲ)ったが、その語気か

らいうと、むしろ落ちついたものであった。 

「あなた大変だって云う癖に、ちっとも大変らしい声じゃなくってよ」

と御米が (後:ｱﾄ)から (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)半分にわざわざ注意したくらいで

ある。その後日ごとの新聞に伊藤公の事が五六段ずつ出ない事はない

が、宗助はそれに目を通しているんだか、いないんだか分らないほど、

暗殺事件については平気に見えた。夜帰って来て、御米が飯の御給仕

をするときなどに、「今日も伊藤さんの事が何か出ていて」と聞く事が

あるが、その時には「うんだいぶ出ている」と答えるぐらいだから、

夫の (隠袋:ｶｸｼ)の中に畳んである今朝の (読殻:ﾖﾐｶﾞﾗ)を、 (後:ｱﾄ)から

出して読んで見ないと、その日の記事は分らなかった。御米もつまり

は夫が帰宅後の会話の材料として、伊藤公を引合に出すぐらいのとこ

ろだから、宗助が進まない方向へは、たって話を引張りたくはなかっ

た。それでこの二人の間には、号外発行の当日以後、今夜小六がそれ

を云い出したまでは、 (公:ｵｵﾔ)けには天下を動かしつつある問題も、格

別の興味をもって迎えられていなかったのである。 
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「どうして、まあ殺されたんでしょう」と御米は号外を見たとき、宗

助に聞いたと同じ事をまた小六に向って聞いた。 

「 (短銃:ﾋﾟｽﾄﾙ)をポンポン連発したのが (命中:ﾒｲﾁｭｳ)したんです」と小

六は正直に答えた。 

「だけどさ。どうして、まあ殺されたんでしょう」 

 小六は要領を得ないような顔をしている。宗助は落ちついた調子で、 

「やっぱり運命だなあ」と云って、茶碗の茶を (旨:ｳﾏ)そうに飲んだ。

御米はこれでも (納得:ﾅｯﾄｸ)ができなかったと見えて、 

「どうしてまた (満洲:ﾏﾝｼｭｳ)などへ行ったんでしょう」と聞いた。 

「本当にな」と宗助は腹が張って充分物足りた様子であった。 

「何でも (露西亜:ﾛｼｱ)に秘密な用があったんだそうです」と小六が (真

面目:ﾏｼﾞﾒ)な顔をして云った。御米は、 

「そう。でも (厭:ｲﾔ)ねえ。殺されちゃ」と云った。 

「おれみたような (腰弁:ｺｼﾍﾞﾝ)は、殺されちゃ厭だが、伊藤さんみたよ

うな人は、 (哈爾賓:ﾊﾙﾋﾟﾝ)へ行って殺される方がいいんだよ」と宗助が

始めて調子づいた口を (利:ｷ)いた。 

「あら、なぜ」 

「なぜって伊藤さんは殺されたから、歴史的に偉い人になれるのさ。

ただ死んで御覧、こうはいかないよ」 

「なるほどそんなものかも知れないな」と小六は少し感服したようだ

ったが、やがて、 

「とにかく満洲だの、哈爾賓だのって物騒な所ですね。僕は何だか危

険なような心持がしてならない」と云った。 

「そりゃ、色んな人が落ち合ってるからね」 

 この時御米は妙な顔をして、こう答えた夫の顔を見た。宗助もそれ

に気がついたらしく、 

「さあ、もう (御膳:ｵｾﾞﾝ)を下げたら好かろう」と細君を (促:ｳﾅ)がして、 

(先刻:ｻｯｷ)の (達磨:ﾀﾞﾙﾏ)をまた畳の上から取って、 (人指指:ﾋﾄｻｼﾕﾋﾞ)

の先へ (載:ﾉ)せながら、 

「どうも妙だよ。よくこう調子好くできるものだと思ってね」と云っ

ていた。 
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 台所から (清:ｷﾖ)が出て来て、食い散らした (皿小鉢:ｻﾗｺﾊﾞﾁ)を食卓ご

と引いて行った後で、御米も茶を入れ替えるために、次の間へ立った

から、兄弟は差向いになった。 

「ああ (奇麗:ｷﾚｲ)になった。どうも食った後は汚ないものでね」と宗助

は全く食卓に未練のない顔をした。勝手の方で清がしきりに笑ってい

る。 

「何がそんなにおかしいの、清」と御米が (障子越:ｼｮｳｼﾞｺﾞｼ)に話しか

ける声が聞えた。清はへえと云ってなお笑い出した。兄弟は何にも云

わず、 (半:ﾅｶ)ば下女の笑い声に耳を傾けていた。 

 しばらくして、御米が菓子皿と茶盆を両手に持って、また出て来た。 

(藤蔓:ﾌｼﾞﾂﾞﾙ)の着いた大きな (急須:ｷｭｳｽ)から、胃にも頭にも (応:ｺﾀ)

えない番茶を、 (湯呑:ﾕﾉﾐ)ほどな大きな (茶碗:ﾁｬﾜﾝ)に (注:ﾂ)いで、 (両

人:ﾌﾀﾘ)の前へ置いた。 

「何だって、あんなに笑うんだい」と夫が聞いた。けれども御米の顔

は見ずにかえって菓子皿の中を (覗:ﾉｿﾞ)いていた。 

「あなたがあんな (玩具:ｵﾓﾁｬ)を買って来て、面白そうに指の先へ乗せ

ていらっしゃるからよ。子供もない癖に」 

 宗助は意にも留めないように、軽く「そうか」と云ったが、 (後:ｱﾄ)

から (緩:ﾕｯ)くり、 

「これでも元は子供があったんだがね」と、さも自分で自分の言葉を

味わっている風につけ足して、 (生温:ﾅﾏﾇﾙ)い眼を挙げて細君を見た。

御米はぴたりと黙ってしまった。 

「あなた御菓子食べなくって」と、しばらくしてから小六の方へ向い

て話し掛けたが、 

「ええ食べます」と云う小六の返事を聞き流して、ついと茶の間へ立

って行った。兄弟はまた差向いになった。 

 電車の終点から歩くと二十分近くもかかる山の手の奥だけあって、

まだ (宵:ﾖｲ)の (口:ｸﾁ)だけれども、 (四隣:ｱﾀﾘ)は存外静かである。
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時々表を通る薄歯の下駄の響が (冴:ｻ)えて、 (夜寒:ﾖｻﾑ)がしだいに増し

て来る。宗助は (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をして、 

「昼間は (暖:ｱｯ)たかいが、夜になると急に寒くなるね。寄宿じゃもう 

(蒸汽:ｽﾁｰﾑ)を通しているかい」と聞いた。 

「いえ、まだです。学校じゃよっぽど寒くならなくっちゃ、蒸汽なん

か (焚:ﾀ)きゃしません」 

「そうかい。それじゃ寒いだろう」 

「ええ。しかし寒いくらいどうでも構わないつもりですが」と云った

まま、小六はすこし云い (淀:ﾖﾄﾞ)んでいたが、しまいにとうとう思い切

って、 

「兄さん、 (佐伯:ｻｴｷ)の方はいったいどうなるんでしょう。 (先刻:ｻｯｷ)

姉さんから聞いたら、今日手紙を出して下すったそうですが」 

「ああ出した。二三日中に何とか云って来るだろう。その上でまたお

れが行くともどうともしようよ」 

 小六は兄の平気な態度を、心の (中:ｳﾁ)では飽足らず (眺:ﾅｶﾞ)めた。

しかし宗助の様子にどこと云って、 (他:ﾋﾄ)を激させるような (鋭:ｽﾙ)

どいところも、 (自:ﾐｽﾞｶ)らを (庇護:ｶﾊﾞ)うような (卑:ｲﾔ)しい点もない

ので、 (喰:ｸ)ってかかる勇気はさらに出なかった。ただ 

「じゃ (今日:ｷｮｳ)まであのままにしてあったんですか」と単に事実を確

めた。 

「うん、実は済まないがあのままだ。手紙も今日やっとの事で書いた

くらいだ。どうも仕方がないよ。近頃神経衰弱でね」と (真面目:ﾏｼﾞﾒ)

に云う。小六は苦笑した。 

「もし駄目なら、僕は学校をやめて、いっそ今のうち、満洲か朝鮮へ

でも行こうかと思ってるんです」 

「満洲か朝鮮？ ひどくまた思い切ったもんだね。だって、御前(先刻:

ｻｯｷ)満洲は物騒で (厭:ｲﾔ)だって云ったじゃないか」 

 用談はこんなところに往ったり来たりして、ついに要領を得なかっ

た。しまいに宗助が、 

「まあ、好いや、そう心配しないでも、どうかなるよ。
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何しろ返事の来しだい、おれがすぐ知らせてやる。その上でまた相談

するとしよう」と云ったので、 (談話:ﾊﾅｼ)に区切がついた。 

 小六が帰りがけに茶の間を (覗:ﾉｿﾞ)いたら、御米は何にもしずに、 

(長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)に (倚:ﾖ)りかかっていた。 

「姉さん、さようなら」と声を掛けたら、「おや御帰り」と云いながら

ようやく立って来た。 

 

四 

 

  (小六:ｺﾛｸ)の (苦:ｸ)にしていた (佐伯:ｻｴｷ)からは、予期の通り二三日

して返事があったが、それは (極:ｷﾜ)めて簡単なもので、 (端書:ﾊｶﾞｷ)

でも用の足りるところを、 (鄭重:ﾃｲﾁｮｳ)に封筒へ入れて三銭の切手を 

(貼:ﾊ)った、叔母の自筆に過ぎなかった。 

 役所から帰って、 (筒袖:ﾂﾂｿﾃﾞ)の仕事着を、窮屈そうに (脱:ﾇ)ぎ (易:

ｶ)えて、 (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の前へ (坐:ｽﾜ)るや否や、 (抽出:ﾋｷﾀﾞｼ)から一寸ほ

どわざと余して差し込んであった状袋に眼が着いたので、 (御米:ｵﾖﾈ)

の汲んで出す番茶を一口(呑:ﾉ)んだまま、 (宗助:ｿｳｽｹ)はすぐ封を切った。 

「へえ、 (安:ﾔｽ)さんは神戸へ行ったんだってね」と手紙を読みながら

云った。 

「いつ？」と御米は湯呑を夫の前に出した時の姿勢のままで聞いた。 

「いつとも書いてないがね。何しろ遠からぬうちには帰京仕るべく候

間と書いてあるから、もうじき帰って来るんだろう」 

「遠からぬうちなんて、やっぱり叔母さんね」 

 宗助は御米の批評に、同意も不同意も表しなかった。読んだ手紙を

巻き納めて、投げるようにそこへ放り出して、四五日目になる、ざら

ざらした (腮:ｱｺﾞ)を、気味わるそうに (撫:ﾅ)で廻した。 

 御米はすぐその手紙を拾ったが、別に読もうともしなかった。それ

を (膝:ﾋｻﾞ)の上へ乗せたまま、夫の顔を見て、 

「遠からぬうちには帰京(仕:ﾂｶﾏﾂ)るべく候間、どうだって云うの」と聞

いた。 
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「いずれ帰ったら、 (安之助:ﾔｽﾉｽｹ)と相談して何とか (御挨拶:ｺﾞｱｲｻﾂ)

を致しますと云うのさ」 

「遠からぬうちじゃ (曖昧:ｱｲﾏｲ)ね。いつ帰るとも書いてなくって」 

「いいや」 

 御米は念のため、膝の上の手紙を始めて開いて見た。そうしてそれ

を元のように畳んで、 

「ちょっとその状袋を」と手を (夫:ｵｯﾄ)の方へ出した。宗助は自分と火

鉢の間に挟まっている青い封筒を取って細君に渡した。御米はそれを

ふっと吹いて、中を (膨:ﾌｸ)らまして手紙を収めた。そうして台所へ立

った。 

 宗助はそれぎり手紙の事には気を留めなかった。今日役所で同僚が、

この間(英吉利:ｲｷﾞﾘｽ)から来遊したキチナー元帥に、新橋の (傍:ｿﾊﾞ)で 

(逢:ｱ)ったと云う話を思い出して、ああ云う人間になると、世界中どこ

へ行っても、世間を騒がせるようにできているようだが、実際そうい

う風に生れついて来たものかも知れない。自分の過去から引き (摺:ｽﾞ)

ってきた運命や、またその続きとして、これから自分の眼前に展開さ

れべき将来を取って、キチナーと云う人のそれに比べて見ると、とう

てい同じ人間とは思えないぐらい (懸:ｶ)け (隔:ﾍﾀﾞ)たっている。 

 こう考えて宗助はしきりに (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かした。表は夕方から風

が吹き出して、わざと遠くの方から (襲:ｵｿ)って来るような音がする。

それが時々やむと、やんだ間は (寂:ｼﾝ)として、吹き荒れる時よりはな

お (淋:ｻﾋﾞ)しい。宗助は腕組をしながら、もうそろそろ火事の (半鐘:ﾊ

ﾝｼｮｳ)が鳴り出す時節だと思った。 

 台所へ出て見ると、細君は (七輪:ｼﾁﾘﾝ)の火を赤くして、 (肴:ｻｶﾅ)の

切身を焼いていた。 (清:ｷﾖ)は流し元に (曲:ｺｺﾞ)んで漬物を洗っていた。

二人とも口を (利:ｷ)かずにせっせと自分のやる事をやっている。
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宗助は (障子:ｼｮｳｼﾞ)を開けたなり、しばらく肴から (垂:ﾀ)る (汁:ﾂﾕ)か 

(膏:ｱﾌﾞﾗ)の音を聞いていたが、無言のまままた障子を (閉:ﾀ)てて元の座

へ戻った。細君は眼さえ肴から離さなかった。 

 食事を済まして、夫婦が火鉢を (間:ｱｲ)に向い合った時、御米はまた 

「佐伯の方は困るのね」と云い出した。 

「まあ仕方がない。安さんが神戸から帰るまで待つよりほかに道はあ

るまい」 

「その前にちょっと叔母さんに逢って話をしておいた方が好かなくっ

て」 

「そうさ。まあそのうち何とか云って来るだろう。それまで (打遣:ｳｯﾁ

ｬ)っておこうよ」 

「小六さんが怒ってよ。よくって」と御米はわざと念を押しておいて

微笑した。宗助は下眼を使って、手に持った (小楊枝:ｺﾖｳｼﾞ)を着物の 

(襟:ｴﾘ)へ差した。 

  (中一日:ﾅｶｲﾁﾝﾁ)置いて、宗助はようやく佐伯からの返事を小六に知

らせてやった。その時も手紙の (尻:ｼﾘ)に、まあそのうちどうかなるだ

ろうと云う意味を、例のごとく付け加えた。そうして当分はこの事件

について肩が抜けたように感じた。自然の (経過:ﾅﾘﾕｷ)がまた窮屈に眼

の前に押し寄せて来るまでは、忘れている方が面倒がなくって好いぐ

らいな顔をして、毎日役所へ出てはまた役所から帰って来た。帰りも

遅いが、帰ってから出かけるなどという (億劫:ｵｯｸｳ)な事は (滅多:ﾒｯﾀ)

になかった。客はほとんど来ない。用のない時は清を十時前に (寝:ﾈ)

かす事さえあった。夫婦は毎夜同じ火鉢の両側に向き合って、食後一

時間ぐらい話をした。話の題目は彼らの生活状態に相応した程度のも

のであった。けれども米屋の払を、この (三十日:ﾐｿｶ)にはどうしたもの

だろうという、苦しい世帯話は、いまだかつて一度も彼らの口には上

らなかった。
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と云って、小説や文学の批評はもちろんの事、男と女の間を (陽炎:ｶｹﾞ

ﾛｳ)のように飛び廻る、花やかな言葉のやりとりはほとんど聞かれなか

った。彼らはそれほどの年輩でもないのに、もうそこを通り抜けて、

日ごとに地味になって行く人のようにも見えた。または最初から、色

彩の薄い (極:ｷﾜ)めて通俗の人間が、習慣的に夫婦の関係を結ぶために

寄り合ったようにも見えた。 

  (上部:ｳﾜﾍﾞ)から見ると、夫婦ともそう物に (屈托:ｸｯﾀｸ)する (気色:ｹ

ｼｷ)はなかった。それは彼らが小六の事に関して取った態度について見

てもほぼ想像がつく。さすが女だけに御米は一二度、 

「安さんは、まだ帰らないんでしょうかね。あなた (今度:ｺﾝﾀﾞ)の日曜

ぐらいに番町まで行って御覧なさらなくって」と注意した事があるが、

宗助は、 

「うん、行っても好い」ぐらいな返事をするだけで、その行っても好

い日曜が来ると、まるで忘れたように済ましている。御米もそれを見

て、責める様子もない。天気が好いと、 

「ちと散歩でもしていらっしゃい」と云う。雨が降ったり、風が吹い

たりすると、 

「今日は日曜で仕合せね」と云う。 

 幸にして小六はその (後:ｺﾞ)一度もやって来ない。この青年は、至っ

て (凝:ｺ)り (性:ｼｮｳ)の神経質で、こうと思うとどこまでも進んで来ると

ころが、書生時代の宗助によく似ている代りに、ふと気が変ると、 (昨

日:ｷﾉｳ)の事はまるで忘れたように引っ繰り返って、けろりとした顔を

している。そこも兄弟だけあって、昔の宗助にそのままである。
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それから、頭脳が比較的(明暸:ﾒｲﾘｮｳ)で、理路に感情を (注:ﾂ)ぎ込むの

か、または感情に (理窟:ﾘｸﾂ)の (枠:ﾜｸ)を張るのか、どっちか分らない

が、とにかく物に筋道を付けないと承知しないし、また (一返:ｲｯﾍﾟﾝ)

筋道が付くと、その筋道を生かさなくってはおかないように熱中した

がる。その上体質の割合に精力がつづくから、若い血気に任せて大抵

の事はする。 

 宗助は弟を見るたびに、昔の自分が再び (蘇生:ｿｾｲ)して、自分の眼の

前に活動しているような気がしてならなかった。時には、はらはらす

る事もあった。また (苦々:ﾆｶﾞﾆｶﾞ)しく思う折もあった。そう云う場合

には、心のうちに、当時の自分が一図に振舞った苦い記憶を、できる

だけしばしば呼び起させるために、とくに天が小六を自分の眼の前に 

(据:ｽ)え付けるのではなかろうかと思った。そうして非常に恐ろしくな

った。こいつもあるいはおれと同一の運命に (陥:ｵﾁｲ)るために生れて来

たのではなかろうかと考えると、今度は大いに心がかりになった。時

によると心がかりよりは不愉快であった。 

 けれども、 (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで宗助は、小六に対して意見がましい事を

云った事もなければ、将来について注意を与えた事もなかった。彼の

弟に対する待遇(方:ﾎｳ)はただ普通(凡庸:ﾎﾞﾝﾖｳ)のものであった。彼の今

の生活が、彼のような過去を有っている人とは思えないほどに、沈ん

でいるごとく、彼の弟を取り扱う様子にも、過去と名のつくほどの経

験を (有:ﾓ)った年長者の (素振:ｿﾌﾞﾘ)は容易に出なかった。 

 宗助と小六の間には、まだ二人ほど男の子が (挟:ﾊｻ)まっていたが、

いずれも (早世:ｿｳｾｲ)してしまったので、兄弟とは云いながら、年は (十:

ﾄｵ)ばかり違っている。
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その上宗助はある事情のために、一年の時京都へ転学したから、 (朝夕:

ﾁｮｳｾｷ)いっしょに生活していたのは、小六の十二三の時までである。宗

助は (剛情:ｺﾞｳｼﾞｮｳ)な (聴:ｷ)かぬ気の腕白小僧としての小六をいまだ

に記憶している。その時分は父も生きていたし、 (家:ｳﾁ)の都合も悪く

はなかったので、 (抱車夫:ｶｶｴｼｬﾌ)を邸内の長屋に住まわして、楽に暮

していた。この車夫に小六よりは三つほど年下の子供があって、 (始終:

ｼｼﾞｭｳ)小六の御相手をして遊んでいた。ある夏の日盛りに、二人して、

長い (竿:ｻｵ)のさきへ菓子袋を (括:ｸｸ)り付けて、大きな柿の木の下で 

(蝉:ｾﾐ)の捕りくらをしているのを、宗助が見て、 (兼坊:ｹﾝﾎﾞｳ)そんなに

頭を日に照らしつけると (霍乱:ｶｸﾗﾝ)になるよ、さあこれを (被:ｶﾌﾞ)れ

と云って、小六の古い夏帽を出してやった。すると、小六は自分の所

有物を兄が無断で (他:ﾋﾄ)にくれてやったのが、 (癪:ｼｬｸ)に (障:ｻﾜ)った

ので、 (突然:ｲｷﾅﾘ)兼坊の受取った帽子を引ったくって、それを地面の

上へ (抛:ﾅ)げつけるや否や、 (馳:ｶ)け上がるようにその上へ乗って、く

しゃりと (麦藁帽:ﾑｷﾞﾜﾗﾎﾞｳ)を踏み (潰:ﾂﾌﾞ)してしまった。宗助は縁か

ら (跣足:ﾊﾀﾞｼ)で飛んで下りて、小六の頭を (擲:ﾅｸﾞ)りつけた。その時

から、宗助の眼には、小六が (小悪:ｺﾆｸ)らしい小僧として映った。 

 二年の時宗助は大学を去らなければならない事になった。東京の 

(家:ｳﾁ)へも (帰:ｶ)えれない事になった。京都からすぐ広島へ行って、そ

こに半年ばかり暮らしているうちに父が死んだ。母は父よりも六年ほ

ど前に死んでいた。だから後には二十五六になる (妾:ﾒｶｹ)と、十六にな

る小六が残っただけであった。 
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 佐伯から電報を受け取って、久しぶりに出京した宗助は、葬式を済

ました上、 (家:ｳﾁ)の始末をつけようと思ってだんだん調べて見ると、

あると思った財産は案外に少なくって、かえって無いつもりの借金が

だいぶあったに驚ろかされた。叔父の佐伯に相談すると、仕方がない

から (邸:ﾔｼｷ)を売るが好かろうと云う話であった。 (妾:ﾒｶｹ)は相当の金

をやってすぐ暇を出す事にきめた。小六は当分叔父の家に引き取って

世話をして (貰:ﾓﾗ)う事にした。しかし (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の家屋敷はすぐ右

から左へと売れる (訳:ﾜｹ)には行かなかった。仕方がないから、叔父に

一時の (工面:ｸﾒﾝ)を頼んで、当座の片をつけて貰った。叔父は事業家で

いろいろな事に手を出しては失敗する、云わば (山気:ﾔﾏｷﾞ)の多い男で

あった。宗助が東京にいる時分も、よく宗助の父を説きつけては、 (旨:

ｳﾏ)い事を云って金を引き出したものである。宗助の父にも慾があった

かも知れないが、この (伝:ﾃﾞﾝ)で叔父の事業に (注:ﾂ)ぎ込んだ金高はけ

っして少ないものではなかった。 

 父の亡くなったこの際にも、叔父の都合は元と余り変っていない様

子であったが、生前の義理もあるし、またこう云う男の常として、い

ざと云う場合には比較的融通のつくものと見えて、叔父は快よく整理

を引き受けてくれた。その代り宗助は自分の家屋敷の売却方について

いっさいの事を叔父に一任してしまった。早く云うと、急場の金策に

対する報酬として土地家屋を提供したようなものである。叔父は、 

「何しろ、こう云うものは買手を見て売らないと損だからね」と云っ

た。 
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 道具類も (積:ｾｷ)ばかり取って、金目にならないものは、ことごとく

売り払ったが、五六幅の掛物と十二三点の (骨董品:ｺｯﾄｳﾋﾝ)だけは、や

はり気長に欲しがる人を (探:ｻｶﾞ)さないと損だと云う叔父の意見に同

意して、叔父に保管を頼む事にした。すべてを差し引いて手元に残っ

た有金は、約二千円ほどのものであったが、宗助はそのうちの幾分を、

小六の学資として、使わなければならないと気がついた。しかし月々

自分の方から送るとすると、 (今日:ｺﾝﾆﾁ)の位置が堅固でない当時、は

なはだ実行しにくい結果に (陥:ｵﾁｲ)りそうなので、苦しくはあったが、

思い切って、半分だけを叔父に渡して、何分(宜:ﾖﾛ)しくと頼んだ。自分

が中途で (失敗:ｼｸｼﾞ)ったから、せめて弟だけは物にしてやりたい気も

あるので、この千円が尽きたあとは、またどうにか心配もできようし

またしてくれるだろうぐらいの (不慥:ﾌﾀｼｶ)な希望を残して、また広島

へ帰って行った。 

 それから半年ばかりして、叔父の自筆で、家はとうとう売れたから

安心しろと云う手紙が来たが、いくらに売れたとも何とも書いてない

ので、折り返して聞き合せると、二週間ほど (経:ﾀ)っての返事に、優に

例の立替を (償:ﾂｸﾞﾅ)うに足る金額だから心配しなくても好いとあった。

宗助はこの返事に対して少なからず不満を感じたには感じたが、同じ

書信の中に、委細はいずれ御面会の節云々とあったので、すぐにも東

京へ行きたいような気がして、実はこうこうだがと、相談半分細君に

話して見ると、御米は気の毒そうな顔をして、 

「でも、行けないんだから、仕方がないわね」と云って、例のごとく

微笑した。
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その時宗助は始めて細君から宣告を受けた人のように、しばらく腕組

をして考えたが、どう工夫したって、抜ける事のできないような (位地:

ｲﾁ)と事情の (下:ﾓﾄ)に (束縛:ｿｸﾊﾞｸ)されていたので、ついそれなりにな

ってしまった。 

 仕方がないから、なお三四回書面で往復を重ねて見たが、結果はい

つも同じ事で、 (版行:ﾊﾝｺｳ)で押したようにいずれ御面会の節を繰り返

して来るだけであった。 

「これじゃしようがないよ」と宗助は腹が立ったような顔をして御米

を見た。三カ月ばかりして、ようやく都合がついたので、久し振りに

御米を連れて、出京しようと思う矢先に、つい (風邪:ｶｾﾞ)を引いて (寝:

ﾈ)たのが元で、 (腸窒扶斯:ﾁｮｳﾁﾌｽ)に変化したため、六十日余りを床の

上に暮らした上に、あとの三十日ほどは充分仕事もできないくらい衰

えてしまった。 

 病気が本復してから間もなく、宗助はまた広島を去って福岡の方へ

移らなければならない身となった。移る前に、好い機会だからちょっ

と東京まで出たいものだと考えているうちに、今度もいろいろの事情

に制せられて、ついそれも (遂行:ｽｲｺｳ)せずに、やはり下り列車の走る 

(方:ｶﾀ)に自己の運命を托した。その頃は東京の家を畳むとき、 (懐:ﾌﾄｺ

ﾛ)にして出た金は、ほとんど使い果たしていた。彼の福岡生活は前後二

年を通じて、なかなかの苦闘であった。彼は書生として京都にいる時

分、種々の口実の (下:ﾓﾄ)に、父から臨時随意に多額の学資を請求して、

勝手しだいに消費した昔をよく思い出して、今の身分と比較しつつ、

しきりに (因果:ｲﾝｶﾞ)の束縛を恐れた。
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ある時はひそかに過ぎた春を回顧して、あれが (己:ｵﾚ)の栄華の頂点だ

ったんだと、始めて (醒:ｻ)めた眼に遠い (霞:ｶｽﾐ)を (眺:ﾅｶﾞ)める事もあ

った。いよいよ苦しくなった時、 

「御米、久しく放っておいたが、また東京へ (掛合:ｶｹｱ)ってみようかな」

と云い出した。御米は無論(逆:ｻｶﾗ)いはしなかった。ただ下を向いて、 

「駄目よ。だって、叔父さんに全く信用がないんですもの」と心細そ

うに答えた。 

「向うじゃこっちに信用がないかも知れないが、こっちじゃまた向う

に信用がないんだ」と宗助は威張って云い出したが、御米の (俯目:ﾌｼﾒ)

になっている様子を見ると、急に勇気が (挫:ｸｼﾞ)ける風に見えた。こん

な問答を最初は月に一二返ぐらい繰り返していたが、 (後:ﾉﾁ)には (二

月:ﾌﾀﾂｷ)に一返になり、 (三月:ﾐﾂｷ)に一返になり、とうとう、 

「 (好:ｲ)いや、小六さえどうかしてくれれば。あとの事はいずれ東京へ

出たら、 (逢:ｱ)った上で話をつけらあ。ねえ御米、そうすると、しよう

じゃないか」と云い出した。 

「それで、 (好:ﾖ)ござんすとも」と御米は答えた。 

 宗助は佐伯の事をそれなり放ってしまった。単なる無心は、自分の

過去に対しても、叔父に向って云い出せるものでないと、宗助は考え

ていた。したがってその方の談判は、始めからいまだかつて筆にした

事がなかった。小六からは時々手紙が来たが、 (極:ｷﾜ)めて短かい形式

的のものが多かった。宗助は父の死んだ時、東京で逢った小六を覚え

ているだけだから、いまだに小六を (他愛:ﾀﾜｲ)ない小供ぐらいに想像す

るので、自分の代理に叔父と交渉させようなどと云う気は無論起らな

かった。 

 夫婦は世の中の日の目を見ないものが、寒さに (堪:ﾀ)えかねて、抱き

合って (暖:ﾀﾞﾝ)を取るような具合に、御互同志を頼りとして暮らしてい

た。苦しい時には、御米がいつでも、宗助に、 

「でも仕方がないわ」と云った。宗助は御米に、 

「まあ我慢するさ」と云った。 
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 二人の間には (諦:ｱｷﾗ)めとか、忍耐とか云うものが断えず動いていた

が、未来とか希望と云うものの影はほとんど射さないように見えた。

彼らは余り多く過去を語らなかった。時としては申し合わせたように、

それを回避する風さえあった。御米が時として、 

「そのうちにはまたきっと好い事があってよ。そうそう悪い事ばかり

続くものじゃないから」と (夫:ｵｯﾄ)を慰さめるように云う事があった。

すると、宗助にはそれが、 (真心:ﾏｺﾞｺﾛ)ある (妻:ｻｲ)の口を (藉:ｶ)りて、

自分を (翻弄:ﾎﾝﾛｳ)する運命の毒舌のごとくに感ぜられた。宗助はそう

云う場合には何にも答えずにただ苦笑するだけであった。御米がそれ

でも気がつかずに、なにか云い続けると、 

「我々は、そんな好い事を予期する権利のない人間じゃないか」と思

い切って投げ出してしまう。細君はようやく気がついて口を (噤:ﾂｸﾞ)

んでしまう。そうして二人が黙って向き合っていると、いつの間にか、

自分達は自分達の (拵:ｺｼﾗ)えた、過去という暗い大きな (窖:ｱﾅ)の中に

落ちている。 

 彼らは (自業自得:ｼﾞｺﾞｳｼﾞﾄｸ)で、彼らの未来を (塗抹:ﾄﾏﾂ)した。だか

ら歩いている先の方には、花やかな色彩を認める事ができないものと 

(諦:ｱｷ)らめて、ただ二人手を (携:ﾀｽﾞｻ)えて行く気になった。叔父の売

り払ったと云う地面家作についても、 (固:ﾓﾄ)より多くの期待は持って

いなかった。時々考え出したように、 

「だって、近頃の相場なら、 (捨売:ｽﾃｳﾘ)にしたって、あの時叔父の拵

らえてくれた金の倍にはなるんだもの。あんまり馬鹿馬鹿しいからね」

と宗助が云い出すと、御米は (淋:ｻﾐ)しそうに笑って、 

「また地面？ いつまでもあの事ばかり考えていらっしゃるのね。だ

って、あなたが万事(宜:ﾖﾛ)しく願いますと、叔父さんにおっしゃったん

でしょう」と云う。 

「そりゃ仕方がないさ。
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あの場合ああでもしなければ (方:ﾎｳ)がつかないんだもの」と宗助が云

う。 

「だからさ。叔父さんの方では、御金の代りに (家:ｳﾁ)と地面を貰った

つもりでいらっしゃるかも知れなくってよ」と御米が云う。 

 そう云われると、宗助も叔父の処置に一理あるようにも思われて、

口では、 

「そのつもりが好くないじゃないか」と答弁するようなものの、この

問題はその (都度:ﾂﾄﾞ)しだいしだいに背景の奥に遠ざかって行くので

あった。 

 夫婦がこんな風に淋しく (睦:ﾑﾂ)まじく暮らして来た二年目の末に、

宗助はもとの同級生で、学生時代には大変懇意であった杉原と云う男

に偶然出逢った。杉原は卒業後高等文官試験に合格して、その時すで

に或省に奉職していたのだが、公務上福岡と佐賀へ出張することにな

って、東京からわざわざやって来たのである。宗助は所の新聞で、杉

原のいつ着いて、どこに泊っているかをよく知ってはいたが、失敗者

としての自分に (顧:ｶｴﾘ)みて、 (成効者:ｾｲｺｳｼｬ)の前に頭を下げる対照

を恥ずかしく思った上に、自分は在学当時の旧友に逢うのを、特に避

けたい理由を持っていたので、彼の旅館を訪ねる気は毛頭なかった。 

 ところが杉原の方では、妙な引掛りから、宗助のここに (燻:ｸｽ)ぶっ

ている事を聞き出して、 (強:ｼ)いて面会を希望するので、宗助もやむを

得ず (我:ｶﾞ)を折った。宗助が福岡から東京へ移れるようになったのは、

全くこの杉原の (御蔭:ｵｶｹﾞ)である。杉原から手紙が来て、いよいよ事

がきまったとき、宗助は (箸:ﾊｼ)を置いて、 

「御米、とうとう東京へ行けるよ」と云った。 

「まあ結構ね」と御米が夫の顔を見た。 

 東京に着いてから二三週間は、眼の (回:ﾏﾜ)るように日が (経:ﾀ)った。
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新らしく世帯を (有:ﾓ)って、新らしい仕事を始める人に、あり勝ちな 

(急忙:ｾﾜ)しなさと、自分達を包む大都の空気の、日夜(劇:ﾊｹﾞ)しく (震

盪:ｼﾝﾄｳ)する (刺戟:ｼｹﾞｷ)とに (駆:ｶ)られて、何事をもじっと考える (閑:

ﾋﾏ)もなく、また落ちついて手を (下:ｸﾀﾞ)す分別も出なかった。 

 夜汽車で新橋へ着いた時は、久しぶりに叔父夫婦の顔を見たが、夫

婦とも (灯:ﾋ)のせいか晴れやかな色には宗助の眼に映らなかった。途中

に事故があって、 (着:ﾁｬｸ)の時間が珍らしく三十分ほど後れたのを、宗

助の過失ででもあるかのように、 (待草臥:ﾏﾁｸﾀﾋﾞ)れた (気色:ｹｼｷ)であ

った。 

 宗助がこの時叔母から聞いた言葉は、 

「おや (宗:ｿｳ)さん、しばらく御目に (掛:ｶ)からないうちに、大変(御老:

ｵﾌ)けなすった事」という一句であった。御米はその (折:ｵﾘ)始めて叔父

夫婦に紹介された。 

「これがあの……」と叔母は (逡巡:ﾀﾒﾗ)って宗助の方を見た。御米は何

と (挨拶:ｱｲｻﾂ)のしようもないので、無言のままただ頭を下げた。 

 小六も無論叔父夫婦と共に二人を迎いに来ていた。宗助は一眼その

姿を見たとき、いつの間にか自分を (凌:ｼﾉ)ぐように大きくなった、弟

の発育に驚ろかされた。小六はその時中学を出て、これから高等学校

へ (這入:ﾊｲ)ろうという (間際:ﾏｷﾞﾜ)であった。宗助を見て、「兄さん」

とも「御帰りなさい」とも云わないで、ただ不器用に挨拶をした。 

 宗助と御米は一週ばかり宿屋(住居:ｽﾞﾏｲ)をして、それから今の所に引

き移った。その時は叔父夫婦がいろいろ世話を焼いてくれた。 (細々ｺ

ﾏｺﾞﾏ)しい台所道具のようなものは買うまでもあるまい、古いのでよけ

ればと云うので、小人数に必要なだけ一通り取り (揃:ｿﾛ)えて送って来

た。その上、 
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「御前も新世帯だから、さぞ (物要:ﾓﾉｲﾘ)が多かろう」と云って金を六

十円くれた。 

  (家:ｳﾁ)を持ってかれこれ取り (紛:ﾏｷﾞ)れているうちに、 (早:ﾊﾔ)半月

(余:ﾖ)も経ったが、地方にいる時分あんなに気にしていた (家邸:ｲｴﾔｼｷ)

の事は、ついまだ叔父に言い出さずにいた。ある時御米が、 

「あなたあの事を叔父さんにおっしゃって」と聞いた。宗助はそれで

急に思い出したように、 

「うん、まだ云わないよ」と答えた。 

「妙ね、あれほど気にしていらしったのに」と御米がうす笑をした。 

「だって、落ちついて、そんな事を云い出す (暇:ﾋﾏ)がないんだもの」

と宗助が弁解した。 

 また十日ほど (経:ﾀ)った。すると (今度:ｺﾝﾀﾞ)は宗助の方から、 

「御米、あの事はまだ云わないよ。どうも云うのが面倒で (厭:ｲﾔ)にな

った」と云い出した。 

「厭なのを無理におっしゃらなくってもいいわ」と御米が答えた。 

「好いかい」と宗助が聞き返した。 

「好いかいって、もともとあなたの事じゃなくって。私は (先:ｾﾝ)から

どうでも好いんだわ」と御米が答えた。 

 その時宗助は、 

「じゃ、 (鹿爪:ｼｶﾂﾒ)らしく云い出すのも何だか妙だから、そのうち (機

会:ｵﾘ)があったら、聞くとしよう。なにそのうち聞いて見る (機会:ｵﾘ)

がきっと出て来るよ」と云って延ばしてしまった。 

 小六は何不足なく叔父の家に (寝起:ﾈｵｷ)していた。試験を受けて高等

学校へ (這入:ﾊｲ)れれば、寄宿へ入舎しなければならないと云うので、

その相談まですでに叔父と打合せがしてあるようであった。新らしく

出京した兄からは別段学資の世話を受けないせいか、自分の身の上に

ついては叔父ほどに親しい相談も持ち込んで来なかった。 (従兄弟:ｲﾄｺ)

の安之助とは今までの関係上大変仲が好かった。かえってこの方が兄

弟らしかった。 

 宗助は自然叔父の (家:ｳﾁ)に足が遠くなるようになった。
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たまに行っても、義理一遍の訪問に終る事が多いので、帰り路にはい

つもつまらない気がしてならなかった。しまいには時候の (挨拶:ｱｲｻﾂ)

を済ますと、すぐ帰りたくなる事もあった。こう云う時には三十分と 

(坐:ｽﾜ)って、世間話に時間を (繋:ﾂﾅ)ぐのにさえ骨が折れた。向うでも

何だか気が置けて窮屈だと云う風が見えた。 

「まあいいじゃありませんか」と叔母が留めてくれるのが例であるが、

そうすると、なおさらいにくい心持がした。それでも、たまには行か

ないと、心のうちで気が (咎:ﾄｶﾞ)めるような不安を感ずるので、また行

くようになった。折々は、 

「どうも小六が (御厄介:ｺﾞﾔｯｶｲ)になりまして」とこっちから頭を下げ

て礼を云う事もあった。けれども、それ以上は、弟の将来の学資につ

いても、また自分が叔父に頼んで、留守中に売り払って (貰:ﾓﾗ)った地

所家作についても、口を切るのがつい面倒になった。しかし宗助が興

味を (有:ﾓ)たない叔父の所へ、 (不精無精:ﾌｼｮｳﾌﾞｼｮｳ)にせよ、時たま出

掛けて行くのは、単に叔父(甥:ｵｲ)の血属関係を、世間並に持ち (堪:ｺﾀ)

えるための義務心からではなくって、いつか機会があったら、片をつ

けたい或物を胸の奥に控えていた結果に過ぎないのは明かであった。 

「宗さんはどうもすっかり変っちまいましたね」と叔母が叔父に話す

事があった。すると叔父は、 

「そうよなあ。やっぱり、ああ云う事があると、 (永:ﾅｶﾞ)くまで (後:ｱ

ﾄ)へ響くものだからな」と答えて、 (因果:ｲﾝｶﾞ)は恐ろしいと云う風を

する。叔母は重ねて、 

「本当に、 (怖:ｺﾜ)いもんですね。元はあんな (寝入:ﾈｲ)った (子:ｺ)じゃ

なかったが――どうもはしゃぎ過ぎるくらい (活溌:ｶｯﾊﾟﾂ)でしたから

ね。それが二三年見ないうちに、まるで別の人みたように (老:ﾌ)けちま

って。
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今じゃあなたより (御爺:ｵｼﾞｲ)さん御爺さんしていますよ」と云う。 

「 (真逆:ﾏｻｶ)」と叔父がまた答える。 

「いえ、頭や顔は別として、様子がさ」と叔母がまた弁解する。 

 こんな会話が老夫婦の間に取り換わされたのは、宗助が出京して以

来一度や二度ではなかった。実際彼は叔父の所へ来ると、老人の眼に

映る通りの人間に見えた。 

 御米はどう云うものか、新橋へ着いた時、老人夫婦に紹介されたぎ

り、かつて叔父の家の敷居を (跨:ﾏﾀ)いだ事がない。むこうから見えれ

ば叔父さん叔母さんと (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に接待するが、帰りがけに、 

「どうです、ちと御出かけなすっちゃ」などと云われると、ただ、 

「ありがとう」と頭を下げるだけで、ついぞ出掛けた (試:ﾀﾒｼ)はなかっ

た。さすがの宗助さえ一度は、 

「叔父さんの所へ一度行って見ちゃ、どうだい」と (勧:ｽｽ)めた事があ

るが、 

「でも」と変な顔をするので、宗助はそれぎりけっしてその事を云い

出さなかった。 

 両家族はこの状態で約一年ばかりを送った。すると宗助よりも気分

は若いと許された叔父が突然死んだ。病症は (脊髄脳膜炎:ｾｷｽﾞｲﾉｳﾏｸｴﾝ)

とかいう (劇症:ｹﾞｷｼｮｳ)で、二三日(風邪:ｶｾﾞ)の気味で (寝:ﾈ)ていたが、

便所へ行った帰りに、手を洗おうとして、 (柄杓:ﾋｼｬｸ)を持ったまま卒

倒したなり、 (一日:ｲﾁﾝﾁ) (経:ﾀ)つか経たないうちに冷たくなってしま

ったのである。 

「御米、叔父はとうとう話をしずに死んでしまったよ」と宗助が云っ

た。 

「あなたまだ、あの事を聞くつもりだったの、あなたも随分(執念深:ｼｭ

ｳﾈﾝﾌﾞｶ)いのね」と御米が云った。 

 それからまた一年ばかり経ったら、叔父の子の安之助が大学を卒業

して、小六が高等学校の二年生になった。叔母は安之助といっしょに

中六番町に引き移った。 
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 三年目の夏休みに小六は房州の海水浴へ行った。そこに一月余りも

滞在しているうちに九月になり掛けたので、 (保田:ﾎﾀ)から向うへ (突

切:ﾂｯｷ)って、 (上総:ｶｽﾞｻ)の海岸を九十九里伝いに、 (銚子:ﾁｮｳｼ)まで来

たが、そこから思い出したように東京へ帰った。宗助の所へ見えたの

は、帰ってから、まだ二三日しか立たない、残暑の強い午後である。

真黒に (焦:ｺ)げた顔の中に、眼だけ光らして、見違えるように (蛮色:ﾊﾞ

ﾝｼｮｸ)を帯びた彼は、比較的日の遠い座敷へ (這入:ﾊｲ)ったなり横になっ

て、兄の帰りを待ち受けていたが、宗助の顔を見るや否や、むっくり

起き上がって、 

「兄さん、少し御話があって来たんですが」と開き直られたので、宗

助は少し驚ろいた気味で、暑苦しい洋服さえ脱ぎ (更:ｶ)えずに、小六の

話を聞いた。 

 小六の云うところによると、二三日前彼が上総から帰った晩、彼の

学資はこの暮限り、気の毒ながら出してやれないと叔母から申し渡さ

れたのだそうである。小六は父が死んで、すぐと叔父に引き取られて

以来、学校へも行けるし、着物も (自然:ﾋﾄﾘﾃﾞ)にできるし、 (小遣:ｺﾂﾞ

ｶｲ)も (適宜:ﾃｷｷﾞ)に貰えるので、父の (存生中:ｿﾞﾝｼｮｳﾁｭｳ)と同じように、

何不足なく暮らせて来た惰性から、その日その晩までも、ついぞ学資

と云う問題を頭に思い浮べた事がなかったため、叔母の宣告を受けた

時は、 (茫然:ﾎﾞﾝﾔﾘ)してとかくの (挨拶:ｱｲｻﾂ)さえできなかったのだと

云う。 

 叔母は気の毒そうに、なぜ小六の世話ができなくなったかを、女だ

けに、一時間も掛かって (委:ｸﾜ)しく説明してくれたそうである。
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それには叔父の (亡:ﾅ)くなった事やら、 (継:ﾂ)いで起る経済上の変化や

ら、また安之助の卒業やら、卒業後に控えている結婚問題やらが這入

っていたのだと云う。 

「できるならば、せめて高等学校を卒業するまでと思って、 (今日:ｷｮｳ)

までいろいろ骨を折ったんだけれども」 

 叔母はこう云ったと小六は繰り返した。小六はその時ふと兄が、先

年父の葬式の時に出京して、万事を片づけた後、広島へ帰るとき、小

六に、御前の学資は叔父さんに預けてあるからと云った事があるのを

思い出して、叔母に始めて聞いて見ると、叔母は案外な顔をして、 

「そりゃ、あの時、 (宗:ｿｳ)さんが (若干:ｲｸﾗ)か置いて行きなすった事

は、行きなすったが、それはもうありゃしないよ。叔父さんのまだ生

きて (御出:ｵｲﾃﾞ)の時分から、御前の学資は融通して来たんだから」と

答えた。 

 小六は兄から自分の学資がどれほどあって、何年分の (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)

で、叔父に預けられたかを、聞いておかなかったから、叔母からこう

云われて見ると、 (一言:ﾋﾄｺﾄ)も返しようがなかった。 

「 (御前:ｵﾏｴ)も一人じゃなし、兄さんもある事だからよく相談をして見

たら好いだろう。その代り (私:ﾜﾀｼ)も宗さんに逢って、とっくり (訳:ﾜ

ｹ)を話しましょうから。どうも、宗さんも (余:ｱﾝ)まり近頃は (御出:ｵｲ

ﾃﾞ)でないし、私も (御無沙汰:ｺﾞﾌﾞｻﾀ)ばかりしているのでね、つい御前

の事は御話をする訳にも行かなかったんだよ」と叔母は最後につけ加

えたそうである。 

 小六から (一部始終:ｲﾁﾌﾞｼｼﾞｭｳ)を聞いた時、宗助はただ弟の顔を (眺:

ﾅｶﾞ)めて、一口、 

「困ったな」と云った。
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昔のように (赫:ｶｯ)と激して、すぐ叔母の所へ談判に押し掛ける (気色:

ｹｼｷ)もなければ、今まで自分に対して、世話にならないでも済む人のよ

うに、よそよそしく仕向けて来た弟の態度が、急に方向を転じたのを、 

(悪:ﾆｸ)いと思う様子も見えなかった。 

 自分の勝手に作り上げた美くしい未来が、半分(壊:ｸｽﾞ)れかかったの

を、さも (傍:ﾊﾀ)の人のせいででもあるかのごとく心を乱している小六

の帰る姿を見送った宗助は、暗い玄関の敷居の上に立って、 (格子:ｺｳｼ)

の外に射す夕日をしばらく (眺:ﾅｶﾞ)めていた。 

 その晩宗助は裏から大きな (芭蕉:ﾊﾞｼｮｳ)の葉を二枚(剪:ｷ)って来て、

それを座敷の縁に敷いて、その上に御米と並んで (涼:ｽｽﾞ)みながら、小

六の事を話した。 

「叔母さんは、こっちで、小六さんの世話をしろって云う気なんじゃ

なくって」と御米が聞いた。 

「まあ、逢って聞いて見ないうちは、どう云う (料簡:ﾘｮｳｹﾝ)か分らない

がね」と宗助が云うと、御米は、 

「きっとそうよ」と答えながら、暗がりで (団扇:ｳﾁﾜ)をはたはた動かし

た。宗助は何も云わずに、 (頸:ｸﾋﾞ)を延ばして、 (庇:ﾋｻｼ)と (崖:ｶﾞｹ)

の間に細く映る空の色を眺めた。二人はそのまましばらく黙っていた

が、 (良:ﾔﾔ)あって、 

「だってそれじゃ無理ね」と御米がまた云った。 

「人間一人大学を卒業させるなんて、おれの (手際:ﾃｷﾞﾜ)じゃ (到底:ﾄﾃ

ﾓ)駄目だ」と宗助は自分の能力だけを明らかにした。 

 会話はそこで別の題目に移って、再び小六の上にも叔母の上にも帰

って来なかった。それから二三日するとちょうど土曜が来たので、宗

助は役所の帰りに、番町の叔母の所へ寄って見た。叔母は、 

「おやおや、まあ御珍らしい事」と云って、いつもよりは (愛想:ｱｲｿ)

よく宗助を (款待:ﾓﾃﾅ)してくれた。



門《スピーチオ文庫》  42/229 

その時宗助は (厭:ｲﾔ)なのを我慢して、この四五年来溜めて置いた質問

を始めて叔母に掛けた。叔母は (固:ﾓﾄ)よりできるだけは弁解しない訳

に行かなかった。 

 叔母の云うところによると、宗助の (邸宅:ﾔｼｷ)を売払った時、叔父の

手に (這入:ﾊｲ)った金は、たしかには覚えていないが、何でも、宗助の

ために、急場の間に合せた借財を返した上、なお四千五百円とか四千

三百円とか余ったそうである。ところが叔父の意見によると、あの屋

敷は宗助が自分に提供して行ったのだから、たといいくら余ろうと、

余った分は自分の所得と (見傚:ﾐﾅ)して (差支:ｻｼﾂｶｴ)ない。しかし宗助

の邸宅を売って (儲:ﾓｳ)けたと云われては心持が悪いから、これは小六

の名義で保管して置いて、小六の財産にしてやる。宗助はあんな事を

して (廃嫡:ﾊｲﾁｬｸ)にまでされかかった奴だから、 (一文:ｲﾁﾓﾝ)だって取

る権利はない。 

「宗さん怒っちゃいけませんよ。ただ叔父さんの云った通りを話すん

だから」と叔母が断った。宗助は黙ってあとを聞いていた。 

 小六の名義で保管されべき財産は、不幸にして、叔父の手腕で、す

ぐ神田の (賑:ﾆｷﾞ)やかな表通りの家屋に変形した。そうして、まだ保険

をつけないうちに、火事で焼けてしまった。小六には始めから話して

ない事だから、そのままにして、わざと知らせずにおいた。 

「そう云う訳でね、まことに宗さんにも、御気の毒だけれども、何し

ろ取って返しのつかない事だから仕方がない。運だと思って (諦:ｱｷ)ら

めて下さい。もっとも叔父さんさえ生きていれば、またどうともなる

んでしょうさ。小六一人ぐらいそりゃ訳はありますまいよ。
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よしんば、叔父さんがいなさらない、今にしたって、こっちの都合さ

え好ければ、焼けた (家:ｳﾁ)と同じだけのものを、小六に返すか、それ

でなくっても、当人の卒業するまでぐらいは、どうにかして世話もで

きるんですけれども」と云って叔母はまたほかの内幕話をして聞かせ

た。それは安之助の職業についてであった。 

 安之助は叔父の一人息子で、この夏大学を出たばかりの青年である。

家庭で暖かに育った上に、同級の学生ぐらいよりほかに交際のない男

だから、世の中の事にはむしろ (迂濶:ｳｶﾂ)と云ってもいいが、その迂濶

なところにどこか (鷹揚:ｵｳﾖｳ)な (趣:ｵﾓﾑｷ)を (具:ｿﾅ)えて実社会へ顔を

出したのである。専門は工科の器械学だから、企業熱の下火になった 

(今日:ｺﾝﾆﾁ)といえども、日本中にたくさんある会社に、相応の口の一つ

や二つあるのは、もちろんであるが、 (親譲:ｵﾔﾕｽﾞ)りの (山気:ﾔﾏｷﾞ)が

どこかに (潜:ﾋｿ)んでいるものと見えて、自分で自分の仕事をして見た

くてならない矢先へ、同じ科の出身で、小規模ながら専有の (工場:ｺｳﾊﾞ)

を月島(辺:ﾍﾝ)に建てて、独立の経営をやっている先輩に出逢ったのが縁

となって、その先輩と相談の上、自分も幾分かの資本を (注:ﾂ)ぎ込んで、

いっしょに仕事をしてみようという考になった。叔母の内幕話と云っ

たのはそこである。 

「でね、少しあった株をみんなその方へ廻す事にしたもんだから、今

じゃ本当に (一文:ｲﾁﾓﾝ)なし同然な (仕儀:ｼｷﾞ)でいるんですよ。それは

世間から見ると、人数は少なし、 (家邸:ｲｴﾔｼｷ)は持っているし、楽に見

えるのも無理のないところでしょうさ。この間も原の (御母:ｵｯｶ)さんが

来て、まああなたほど気楽な方はない、いつ来て見ても (万年青:ｵﾓﾄ)

の葉ばかり丹念に洗っているってね。 
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 (真逆:ﾏｻｶ)そうでも無いんですけれども」と叔母が云った。 

 宗助が叔母の説明を聞いた時は、ぼんやりしてとかくの返事が容易

に出なかった。心のなかで、これは神経衰弱の結果、昔のように機敏

で明快な判断を、すぐ作り上げる頭が (失:ﾅ)くなった (証拠:ｼｮｳｺ)だろ

うと自覚した。叔母は自分の云う通りが、宗助に本当と受けられない

のを気にするように、安之助から持ち出した資本の高まで話した。そ

れは五千円ほどであった。安之助は当分の間、わずかな月給と、この

五千円に対する利益配当とで暮らさなければならないのだそうである。 

「その配当だって、まだどうなるか分りゃしないんでさあね。 (旨:ｳﾏ)

く行ったところで、一割か一割五分ぐらいなものでしょうし、また一

つ間違えばまるで (煙:ｹﾑ)にならないとも限らないんですから」と叔母

がつけ加えた。 

 宗助は叔母の仕打に、これと云う目立った (阿漕:ｱｺｷﾞ)なところも見

えないので、心の (中:ｳﾁ)では少なからず困ったが、小六の将来につい

て一口の (掛合:ｶｹｱｲ)もせずに帰るのはいかにも馬鹿馬鹿しい気がした。

そこで今までの問題はそこに (据:ｽ)えっきりにして置いて、自分が当時

小六の学資として叔父に預けて行った千円の所置を聞き (糺:ﾀﾀﾞ)して

見ると、叔母は、 

「宗さん、あれこそ本当に小六が使っちまったんですよ。小六が高等

学校へ (這入:ﾊｲ)ってからでも、もうかれこれ七百円は掛かっているん

ですもの」と答えた。 

 宗助はついでだから、それと同時に、叔父に保管を頼んだ書画や (骨

董品:ｺｯﾄｳﾋﾝ)の (成行:ﾅﾘﾕｷ)を確かめて見た。すると、叔母は、 

「ありあとんだ馬鹿な目に逢って」と云いかけたが、宗助の様子を見

て、 

「宗さん、何ですか、あの事はまだ御話をしなかったんでしたかね」

と聞いた。宗助がいいえと答えると、 
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「おやおや、それじゃ叔父さんが忘れちまったんですよ」と云いなが

ら、その (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)を語って聞かした。 

 宗助が広島へ帰ると間もなく、叔父はその (売捌方:ｳﾘｻﾊﾞｷｶﾀ)を (真

田:ｻﾅﾀﾞ)とかいう懇意の男に依頼した。この男は書画骨董の道に明るい

とかいうので、平生そんなものの売買の周旋をして諸方へ出入するそ

うであったが、すぐさま叔父の依頼を引き受けて、 (誰某:ﾀﾞﾚｿﾚｶﾞｼ)が

何を欲しいと云うから、ちょっと拝見とか、何々氏がこう云う物を希

望だから、見せましょうとか (号:ｺﾞｳ)して、品物を持って行ったぎり、

返して来ない。催促すると、まだ先方から戻って参りませんからとか

何とか言訳をするだけでかつて (埒:ﾗﾁ)の明いた (試:ﾀﾒｼ)がなかったが、

とうとう持ち切れなくなったと見えて、どこかへ姿を隠してしまった。 

「でもね、まだ (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)が一つ残っていますよ。この間引越の時

に、気がついて、こりゃ宗さんのだから、 (今度:ｺﾝﾀﾞ)ついでがあった

ら届けて上げたらいいだろうって、安がそう云っていましたっけ」 

 叔母は宗助の預けて行った品物にはまるで重きを置いていないよう

な、ものの云い方をした。宗助も (今日:ｷｮｳ)まで放っておくくらいだか

ら、あまりその方面には興味を (有:ﾓ)ち得なかったので、少しも良心に

悩まされている (気色:ｹｼｷ)のない叔母の様子を見ても、別に腹は立たな

かった。それでも、叔母が、 

「宗さん、どうせ (家:ｳﾁ)じゃ使っていないんだから、なんなら持って

おいでなすっちゃどうです。この頃はああいうものが、大変(価:ﾈ)が出

たと云う話じゃありませんか」と云ったときは、実際それを持って帰

る気になった。 

  (納戸:ﾅﾝﾄﾞ)から取り出して貰って、明るい所で (眺:ﾅｶﾞ)めると、た

しかに (見覚:ﾐｵﾎﾞｴ)のある二枚折であった。
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下に (萩:ﾊｷﾞ)、 (桔梗:ｷｷｮｳ)、 (芒:ｽｽｷ)、 (葛:ｸｽﾞ)、 (女郎花:ｵﾐﾅｴｼ)を (隙

間:ｽｷﾏ)なく (描:ｶ)いた上に、真丸な月を銀で出して、その横の (空:ｱ)

いた所へ、 (野路:ﾉｼﾞ)や空月の中なる女郎花、 (其一:ｷｲﾁ)と題してある。

宗助は (膝:ﾋｻﾞ)を突いて銀の色の黒く (焦:ｺ)げた (辺:ｱﾀﾘ)から、葛の葉

の風に裏を返している色の乾いた様から、 (大福:ﾀﾞｲﾌｸ)ほどな大きな丸

い朱の (輪廓:ﾘﾝｶｸ)の中に、 (抱一:ﾎｳｲﾂ)と行書で書いた (落款:ﾗｯｶﾝ)を

つくづくと見て、父の生きている当時を (憶:ｵﾓ)い起さずにはいられな

かった。 

 父は正月になると、きっとこの (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を薄暗い (蔵:ｸﾗ)の中か

ら出して、玄関の仕切りに立てて、その前へ (紫檀:ｼﾀﾝ)の (角:ｶｸ)な名

刺入を置いて、年賀を受けたものである。その時はめでたいからと云

うので、客間の (床:ﾄｺ)には必ず虎の (双幅:ｿｳﾌｸ)を (懸:ｶ)けた。これは 

(岸駒:ｶﾞﾝｸ)じゃない (岸岱:ｶﾞﾝﾀｲ)だと父が宗助に云って聞かせた事が

あるのを、宗助はいまだに記憶していた。この虎の (画:ｴ)には墨が着い

ていた。虎が舌を出して谷の水を (呑:ﾉ)んでいる鼻柱が少し (汚:ｹｶﾞ)

されたのを、父は (苛:ﾋﾄﾞ)く気にして、宗助を見るたびに、御前ここへ

墨を塗った事を覚えているか、これは御前の小さい時分の (悪戯:ｲﾀｽﾞﾗ)

だぞと云って、おかしいような (恨:ｳﾗ)めしいような一種の表情をした。 

 宗助は (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)の前に (畏:ｶｼｺ)まって、自分が東京にいた昔の

事を考えながら、 

「叔母さん、じゃこの屏風はちょうだいして行きましょう」と云った。 

「ああああ、御持ちなさいとも。何なら使に持たせて上げましょう」

と叔母は好意から申し添えた。 
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 宗助は (然:ｼｶ)るべく叔母に頼んで、その日はそれで切り上げて帰っ

た。 (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)の (後:ﾉﾁ)御米といっしょにまた縁側へ出て、暗い所

で白地の (浴衣:ﾕｶﾀ)を並べて、涼みながら、画の話をした。 

「安さんには、御逢いなさらなかったの」と御米が聞いた。 

「ああ、安さんは土曜でも何でも夕方まで、工場にいるんだそうだ」 

「随分骨が折れるでしょうね」 

 御米はそう云ったなり、叔父や叔母の処置については、 (一言:ﾋﾄｺﾄ)

の批評も加えなかった。 

「小六の事はどうしたものだろう」と宗助が聞くと、 

「そうね」と云うだけであった。 

「 (理窟:ﾘｸﾂ)を云えば、こっちにも云い分はあるが、云い出せば、とど

のつまりは裁判沙汰になるばかりだから、 (証拠:ｼｮｳｺ)も何もなければ

勝てる訳のものじゃなし」と宗助が極端を予想すると、 

「裁判なんかに勝たなくたってもいいわ」と御米がすぐ云ったので、

宗助は苦笑してやめた。 

「つまりおれがあの時東京へ出られなかったからの事さ」 

「そうして東京へ出られた時は、もうそんな事はどうでもよかったん

ですもの」 

 夫婦はこんな話をしながら、また細い空を (庇:ﾋｻｼ)の下から (覗:ﾉｿﾞ)

いて見て、 (明日:ｱｼﾀ)の天気を語り合って (蚊帳:ｶﾔ)に (這入:ﾊｲ)った。 

 次の日曜に宗助は小六を呼んで、叔母の云った通りを残らず話して

聞かせて、 

「叔母さんが御前に詳しい説明をしなかったのは、短兵急な御前の性

質を知ってるせいか、それともまだ小供だと思ってわざと略してしま

ったのか、そこはおれにも分らないが、何しろ事実は今云った通りな

んだよ」と教えた。 

 小六にはいかに詳しい説明も腹の足しにはならなかった。ただ、 

「そうですか」と云ってむずかしい不満な顔をして宗助を見た。 

「仕方がないよ。叔母さんだって、安さんだって、そう悪い (料簡:ﾘｮｳ

ｹﾝ)はないんだから」 

「そりゃ、分っています」と弟は (峻:ｹﾜ)しい物の云い方をした。 
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「じゃおれが悪いって云うんだろう。おれは無論悪いよ。昔から (今日:

ｺﾝﾆﾁ)まで悪いところだらけな男だもの」 

 宗助は横になって (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かしながら、これより以上は何と

も語らなかった。小六も黙って、座敷の (隅:ｽﾐ)に立ててあった二枚折

の抱一の (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。 

「御前あの屏風を覚えているかい」とやがて兄が聞いた。 

「ええ」と小六が答えた。 

「 (一昨日:ｵﾄﾄｲ)佐伯から届けてくれた。御父さんの持ってたもので、

おれの手に残ったのは、今じゃこれだけだ。これが御前の学資になる

なら、今すぐにでもやるが、 (剥:ﾊ)げた屏風一枚で大学を卒業する訳に

も行かずな」と宗助が云った。そうして苦笑しながら、 

「この暑いのに、こんなものを立てて置くのは、 (気狂:ｷﾁｶﾞｲ)じみてい

るが、入れておく所がないから、仕方がない」と云う (述懐:ｼﾞｭｯｶｲ)を

した。 

 小六はこの気楽なような、ぐずのような、自分とは余りに (懸:ｶ)け 

(隔:ﾍﾀﾞ)たっている兄を、いつも物足りなくは思うものの、いざという

場合に、けっして (喧嘩:ｹﾝｶ)はし得なかった。この時も急に (癇癪:ｶﾝｼ

ｬｸ)の (角:ﾂﾉ)を折られた気味で、 

「屏風はどうでも好いが、これから (先:ｻｷ)僕はどうしたもんでしょう」

と聞き出した。 

「それは問題だ。何しろことしいっぱいにきまれば好い事だから、ま

あよく考えるさ。おれも考えて置こう」と宗助が云った。 

 弟は彼の性質として、そんな中ぶらりんの姿は (嫌:ｷﾗｲ)である、学校

へ出ても落ちついて (稽古:ｹｲｺ)もできず、下調も手につかないような境

遇は、とうてい自分には (堪:ﾀ)えられないと云う (訴:ｳｯﾀｴ)を切にやり

出したが、宗助の態度は依然として変らなかった。小六があまり (癇:ｶ

ﾝ)の高い不平を並べると、 
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「そのくらいな事でそれほど不平が並べられれば、どこへ行ったって

大丈夫だ。学校をやめたって、いっこう (差支:ｻｼﾂｶｴ)ない。御前の方が

おれよりよっぽどえらいよ」と兄が云ったので、話はそれぎり (頓挫:ﾄ

ﾝｻﾞ)して、小六はとうとう本郷へ帰って行った。 

 宗助はそれから湯を浴びて、 (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)を済まして、夜は近所の縁

日へ御米といっしょに出掛けた。そうして手頃な花物を二鉢買って、

夫婦して一つずつ持って帰って来た。夜露にあてた方がよかろうと云

うので、 (崖下:ｶﾞｹｼﾀ)の雨戸を明けて、庭先にそれを二つ並べて置いた。 

  (蚊帳:ｶﾔ)の中へ (這入:ﾊｲ)った時、御米は、 

「小六さんの事はどうなって」と夫に聞くと、 

「まだどうもならないさ」と宗助は答えたが、十分ばかりの (後:ﾉﾁ)夫

婦ともすやすや (寝入:ﾈｲ)った。 

 翌日眼が覚めて役所の生活が始まると、宗助はもう小六の事を考え

る暇を (有:ﾓ)たなかった。 (家:ｳﾁ)へ帰って、のっそりしている時です

ら、この問題を (確的:ﾊｯｷﾘ)眼の前に (描:ｴｶﾞ)いて明らかにそれを (眺:

ﾅｶﾞ)める事を (憚:ﾊﾊﾞ)かった。髪の毛の中に包んである彼の脳は、その 

(煩:ﾜｽﾞﾗ)わしさに (堪:ﾀ)えなかった。昔は数学が好きで、随分込み入っ

た (幾何:ｷｶ)の問題を、頭の中で (明暸:ﾒｲﾘｮｳ)な図にして見るだけの根

気があった事を (憶:ｵﾓ)い出すと、時日の割には非常に (烈:ﾊｹﾞ)しく来

たこの変化が自分にも恐ろしく映った。 

 それでも日に一度ぐらいは小六の姿がぼんやり頭の奥に浮いて来る

事があって、その時だけは、あいつの将来も何とか考えておかなくっ

ちゃならないと云う気も起った。しかしすぐあとから、まあ急ぐにも

及ぶまいぐらいに、自分と打ち消してしまうのが常であった。
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そうして、胸の (筋:ｷﾝ)が一本(鉤:ｶｷﾞ)に引っ掛ったような心を (抱:ｲﾀﾞ)

いて、日を暮らしていた。 

 そのうち九月も末になって、毎晩(天:ｱﾏ)の (河:ｶﾞﾜ)が濃く見えるある 

(宵:ﾖｲ)の事、空から降ったように安之助がやって来た。宗助にも御米に

も思い掛けないほど (稀:ﾀﾏ)な客なので、二人とも何か用があっての訪

問だろうと (推:ｽｲ)したが、はたして小六に関する件であった。 

 この間月島の工場へひょっくり小六がやって来て云うには、自分の

学資についての詳しい話は兄から聞いたが、自分も今まで学問をやっ

て来て、とうとう大学へ (這入:ﾊｲ)れずじまいになるのはいかにも残念

だから、借金でも何でもして、行けるところまで行きたいが、何か好

い工夫はあるまいかと相談をかけるので、安之助はよく宗さんにも話

して見ようと答えると、小六はたちまちそれを (遮:ｻｴ)ぎって、兄はと

うてい相談になってくれる人じゃない。自分が大学を卒業しないから、 

(他:ﾋﾄ)も中途でやめるのは当然だぐらいに考えている。元来今度の事も

元を (糺:ﾀﾀﾞ)せば兄が責任者であるのに、あの通りいっこう平気なもの

で、他が何を云っても取り合ってくれない。だから、ただ頼りにする

のは君だけだ。叔母さんに正式に断わられながら、また君に依頼する

のはおかしいようだが、君の方が叔母さんより話が分るだろうと思っ

て来たと云って、なかなか動きそうもなかったそうである。 

 安之助は、そんな事はない、宗さんも君の事ではだいぶ心配して、

近いうちまた (家:ｳﾁ)へ相談に来るはずになっているんだからと慰めて、

小六を帰したんだと云う。
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帰るときに、小六は (袂:ﾀﾓﾄ)から半紙を何枚も出して、欠席届が (入用:

ﾆｭｳﾖｳ)だからこれに判を押してくれと請求して、僕は退学か在学か片が

つくまでは勉強ができないから、毎日学校へ出る必要はないんだと云

ったそうである。 

 安之助は忙がしいとかで、一時間足らず話して帰って行ったが、小

六の所置については、両人の間に具体的の案は別に出なかった。いず

れ (緩:ﾕｯ)くりみんなで寄ってきめよう、都合がよければ小六も列席す

るが好かろうというのが別れる時の言葉であった。二人になったとき、

御米は宗助に、 

「何を考えていらっしゃるの」と聞いた。宗助は両手を (兵児帯:ﾍｺｵﾋﾞ)

の間に (挟:ﾊｻ)んで、心持肩を高くしたなり、 

「おれももう一返小六みたようになって見たい」と云った。「こっちじ

ゃ、 (向:ﾑｺｳ)がおれのような運命に (陥:ｵﾁｲ)るだろうと思って心配して

いるのに、向じゃ兄貴なんざあ眼中にないから偉いや」 

 御米は茶器を引いて台所へ出た。夫婦はそれぎり話を切り上げて、

また (床:ﾄｺ)を延べて (寝:ﾈ)た。夢の上に高い (銀河:ｱﾏﾉｶﾞﾜ)が涼しく 

(懸:ｶｶ)った。 

 次の週間には、小六も来ず、佐伯からの (音信:ﾀﾖﾘ)もなく、宗助の家

庭はまた平日の無事に帰った。夫婦は毎朝露に光る頃起きて、美しい

日を (廂:ﾋｻｼ)の上に見た。夜は (煤竹:ｽｽﾀﾞｹ)の台を着けた (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)

の両側に、長い影を (描:ｴｶﾞ)いて坐っていた。話が途切れた時はひそり

として、柱時計の振子の音だけが聞える事も (稀:ﾏﾚ)ではなかった。 

 それでも夫婦はこの間に小六の事を相談した。
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小六がもしどうしても学問を続ける気なら無論の事、そうでなくても、

今の下宿を一時引き上げなければならなくなるのは知れているが、そ

うすればまた佐伯へ帰るか、あるいは宗助の所へ置くよりほかに (途:ﾐ

ﾁ)はない。佐伯ではいったんああ云い出したようなものの、頼んで見た

ら、当分(宅:ｳﾁ)へ置くぐらいの事は、好意上してくれまいものでもない。

が、その上修業をさせるとなると、月謝小遣その他は宗助の方で (担任:

ﾀﾝﾆﾝ)しなければ義理が悪い。ところがそれは家計上宗助の (堪:ﾀ)える

ところでなかった。月々の収支を事細かに計算して見た (両人:ﾌﾀﾘ)は、 

「とうてい駄目だね」 

「どうしたって無理ですわ」と云った。 

 夫婦の (坐:ｽﾜ)っている茶の間の次が台所で、台所の右に下女部屋、

左に六畳が (一間:ﾋﾄﾏ)ある。下女を入れて三人の (小人数:ｺﾆﾝｽﾞ)だから、

この六畳には余り必要を感じない御米は、東向の窓側にいつも自分の

鏡台を置いた。宗助も朝起きて顔を洗って、飯を済ますと、ここへ来

て着物を (脱:ﾇ)ぎ (更:ｶ)えた。 

「それよりか、あの六畳を (空:ｱ)けて、あすこへ来ちゃいけなくって」

と御米が云い出した。御米の考えでは、こうして自分の方で部屋と食

物だけを分担して、あとのところを月々いくらか佐伯から (助:ｽｹ)て 

(貰:ﾓﾗ)ったら、小六の望み通り大学卒業までやって行かれようと云うの

である。 

「着物は安さんの古いのや、あなたのを直して上げたら、どうかなる

でしょう」と御米が云い添えた。実は宗助にもこんな考が、多少頭に

浮かんでいた。ただ御米に遠慮がある上に、それほど気が進まなかっ

たので、つい口へ出さなかったまでだから、細君からこう (反対:ｱﾍﾞｺﾍﾞ)

に相談を掛けられて見ると、 (固:ﾓﾄ)よりそれを (拒:ｺﾊﾞ)むだけの勇気

はなかった。 
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 小六にその通りを通知して、御前さえそれで (差支:ｻｼﾂｶｴ)なければ、

おれがもう一遍佐伯へ行って掛合って見るがと、手紙で問い合せると、

小六は郵便の着いた晩、すぐ雨の降る中を、 (傘:ｶﾗｶｻ)に音を立ててや

って来て、もう学資ができでもしたように (嬉:ｳﾚ)しがった。 

「何、叔母さんの方じゃ、こっちでいつまでもあなたの事を放り出し

たまんま、構わずにおくもんだから、それでああおっしゃるのよ。な

に兄さんだって、もう少し都合が好ければ、 (疾:ﾄ)うにもどうにかした

んですけれども、御存じの通りだから実際やむを得なかったんですわ。

しかしこっちからこう云って行けば、叔母さんだって、安さんだって、

それでも (否:ｲﾔ)だとは云われないわ。きっとできるから安心していら

っしゃい。 (私:ﾜﾀｼ)受合うわ」 

 御米にこう受合って貰った小六は、また雨の音を頭の上に受けて本

郷へ帰って行った。しかし中一日置いて、兄さんはまだ行かないんで

すかと聞きに来た。また三日ばかり過ぎてから、今度は叔母さんの所

へ行って聞いたら、兄さんはまだ来ないそうだから、なるべく早く行

くように (勧:ｽｽ)めてくれと催促して行った。 

 宗助が行く行くと云って、日を暮らしているうちに世の中はようや

く秋になった。その朗らかな或日曜の午後に、宗助はあまり佐伯へ行

くのが (後:ｵｸ)れるので、この要件を手紙に (認:ｼﾀﾀ)めて番町へ相談し

たのである。すると、叔母から安之助は神戸へ行って留守だと云う返

事が来たのである。 

 

五 

 

  (佐伯:ｻｴｷ)の叔母の尋ねて来たのは、土曜の午後の二時過であった。

その日は例になく朝から雲が出て、突然と風が北に変ったように寒か

った。叔母は竹で編んだ丸い (火桶:ﾋｵｹ)の上へ手を (翳:ｶｻﾞ)して、 

「何ですね、 (御米:ｵﾖﾈ)さん。この御部屋は夏は涼しそうで結構だが、

これからはちと寒うござんすね」と云った。
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叔母は癖のある髪を、 (奇麗:ｷﾚｲ)に (髷:ﾏｹﾞ)に (結:ｲ)って、古風な丸打

の羽織の (紐:ﾋﾓ)を、胸の所で結んでいた。酒の好きな (質:ﾀﾁ)で、今で

も少しずつは晩酌をやるせいか、 (色沢:ｲﾛﾂﾔ)もよく、でっぷり (肥:ﾌﾄ)

っているから、年よりはよほど若く見える。御米は叔母が来るたんび

に、叔母さんは若いのねと、 (後:ｱﾄ)でよく (宗助:ｿｳｽｹ)に話した。する

と宗助がいつでも、若いはずだ、あの年になるまで、子供をたった一

人しか生まないんだからと説明した。御米は実際そうかも知れないと

思った。そうしてこう云われた後では、折々そっと六畳へ (這入:ﾊｲ)っ

て、自分の顔を鏡に映して見た。その時は何だか自分の (頬:ﾎｵ)が見る

たびに (瘠:ｺ)けて行くような気がした。御米には自分と子供とを連想し

て考えるほど (辛:ﾂﾗ)い事はなかったのである。裏の家主の (宅:ｳﾁ)に、

小さい子供が大勢いて、それが (崖:ｶﾞｹ)の上の庭へ出て、ブランコへ乗

ったり、鬼ごっこをやったりして騒ぐ声が、よく聞えると、御米はい

つでも、はかないような (恨:ｳﾗ)めしいような心持になった。今自分の

前に坐っている叔母は、たった一人の男の子を生んで、その男の子が

順当に育って、立派な学士になったればこそ、叔父が死んだ (今日:ｺﾝﾆ

ﾁ)でも、何不足のない顔をして、 (腮:ｱｺﾞ)などは (二重:ﾌﾀｴ)に見えるく

らいに (豊:ﾕﾀｶ)なのである。御母さんは肥っているから (剣呑:ｹﾝﾉﾝ)だ、

気をつけないと卒中でやられるかも知れないと、 (安之助:ﾔｽﾉｽｹ)が (始

終:ｼｼﾞｭｳ)心配するそうだけれども、御米から云わせると、心配する安

之助も、心配される叔母も、共に幸福を (享:ｳ)け合っているものとしか

思われなかった。 

「安さんは」と御米が聞いた。 

「ええようやくね、あなた。 (一昨日:ｵﾄﾄｲ)の晩帰りましてね。
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それでついつい御返事も (後:ｵｸ)れちまって、まことに済みませんよう

な訳で」と云ったが、返事の方はそれなりにして、話はまた安之助へ

戻って来た。 

「あれもね、 (御蔭:ｵｶｹﾞ)さまでようやく学校だけは卒業しましたが、

これからが大事のところで、心配でございます。――それでもこの九

月から、月島の工場の方へ出る事になりまして、まあさいわいとこの

分で勉強さえして行ってくれれば、この末ともに、そう悪い事も無か

ろうかと思ってるんですけれども、まあ若いものの事ですから、これ

から先どう (変化:ﾍﾝｹﾞ)るか分りゃしませんよ」 

 御米はただ結構でございますとか、おめでとうございますとか云う

言葉を、 (間々ｱｲﾀﾞｱｲﾀﾞ)に (挟:ﾊｻ)んでいた。 

「神戸へ参ったのも、全くその方の用向なので。石油発動機とか何と

か云うものを (鰹船:ｶﾂｵﾌﾞﾈ)へ (据:ｽ)え付けるんだとかってねあなた」 

 御米にはまるで意味が分らなかった。分らないながらただへええと

受けていると、叔母はすぐ (後:ｱﾄ)を話した。 

「私にも何のこったか、ちっとも分らなかったんですが、安之助の講

釈を聞いて始めて、おやそうかいと云うような訳でしてね。――もっ

とも石油発動機は今もって分らないんですけれども」と云いながら、

大きな声を出して笑った。「何でも石油を (焚:ﾀ)いて、それで船を自由

にする器械なんだそうですが、聞いて見るとよほど重宝なものらしい

んですよ。それさえ付ければ、舟を (漕:ｺ)ぐ (手間:ﾃﾏ)がまるで省ける

とかでね。五里も十里も沖へ出るのに、大変楽なんですとさ。ところ

があなた、この日本全国で鰹船の数ったら、それこそ大したものでし

ょう。その鰹船が一つずつこの器械を (具:ｿﾅ)え付けるようになったら、 

(莫大:ﾊﾞｸﾀﾞｲ)な利益だって云うんで、この頃は夢中になってその方ばっ

かりに (掛:ｶｶ)っているようですよ。莫大な利益はありがたいが、そう 

(凝:ｺ)って (身体:ｶﾗﾀﾞ)でも悪くしちゃつまらないじゃないかって、この

間も笑ったくらいで」 
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 叔母はしきりに鰹船と安之助の話をした。そうして大変得意のよう

に見えたが、小六の事はなかなか云い出さなかった。もう (疾:ﾄｳ)に帰

るはずの宗助もどうしたか帰って来なかった。 

 彼はその日役所の帰りがけに (駿河台下:ｽﾙｶﾞﾀﾞｲｼﾀ)まで来て、電車を

下りて、 (酸:ｽ)いものを (頬張:ﾎｵﾊﾞ)ったような口を (穿:ｽﾎﾞ)めて一二

町歩いた (後:ﾉﾁ)、ある歯医者の (門:ｶﾄﾞ)を (潜:ｸｸﾞ)ったのである。三

四日前彼は御米と差向いで、夕飯の (膳:ｾﾞﾝ)に着いて、話しながら (箸:

ﾊｼ)を取っている際に、どうした拍子か、前歯を逆にぎりりと (噛:ｶ)ん

でから、それが急に痛み出した。指で (揺:ｳｺﾞ)かすと、根がぐらぐらす

る。食事の時には湯茶が (染:ｼ)みる。口を開けて息をすると風も染みた。

宗助はこの朝歯を (磨:ﾐｶﾞ)くために、わざと痛い所を (避:ﾖ)けて (楊枝:

ﾖｳｼﾞ)を使いながら、口の中を鏡に照らして見たら、広島で銀を (埋:ｳ)

めた二枚の奥歯と、 (研:ﾄ)いだように (磨:ｽ)り減らした (不揃:ﾌﾞｿﾛ)の

前歯とが、にわかに寒く光った。洋服に着換える時、 

「御米、おれは歯の (性:ｼｮｳ)がよっぽど悪いと見えるね。こうやると大

抵動くぜ」と下歯を指で動かして見せた。御米は笑いながら、 

「もう御年のせいよ」と云って白い (襟:ｴﾘ)を後へ廻って (襯衣:ｼｬﾂ)へ

着けた。 

 宗助はその日の午後とうとう思い切って、歯医者へ寄ったのである。

応接間へ通ると、大きな (洋卓:ﾃｰﾌﾞﾙ)の (周囲:ﾏﾜﾘ)に (天鵞絨:ﾋﾞﾛｳﾄﾞ)

で張った腰掛が (并:ﾅﾗ)んでいて、待ち合している三四人が、うずくま

るように (腮:ｱｺﾞ)を (襟:ｴﾘ)に (埋:ｳｽﾞ)めていた。それが皆女であった。 



門《スピーチオ文庫》  57/229 

 (奇麗:ｷﾚｲ)な茶色の (瓦斯暖炉:ｶﾞｽｽﾄｰｳﾞ)には火がまだ (焚:ﾀ)いてなか

った。宗助は大きな姿見に映る白壁の色を (斜:ﾅﾅ)めに見て、番の来る

のを待っていたが、あまり退屈になったので、洋卓の上に重ねてあっ

た雑誌に眼を着けた。一二冊手に取って見ると、いずれも婦人用のも

のであった。宗助はその口絵に出ている女の写真を、何枚も繰り返し

て (眺:ﾅｶﾞ)めた。それから「成功」と云う雑誌を取り上げた。その初め

に、成効の (秘訣:ﾋｹﾂ)というようなものが箇条書にしてあったうちに、

何でも猛進しなくってはいけないと云う一カ条と、ただ猛進してもい

けない、立派な根底の上に立って、猛進しなくってはならないと云う

一カ条を読んで、それなり雑誌を伏せた。「成功」と宗助は非常に縁の

遠いものであった。宗助はこういう名の雑誌があると云う事さえ、 (今

日:ｺﾝﾆﾁ)まで知らなかった。それでまた珍らしくなって、いったん伏せ

たのをまた開けて見ると、ふと (仮名:ｶﾅ)の交らない四角な字が二行ほ

ど並んでいた。それには (風:ｶｾﾞ) (碧落:ﾍｷﾗｸ)を (吹:ﾌ)いて (浮雲:ﾌｳﾝ) 

(尽:ﾂ)き、 (月:ﾂｷ) (東山:ﾄｳｻﾞﾝ)に (上:ﾉﾎﾞ)って (玉:ｷﾞｮｸ) (一団:ｲﾁﾀﾞﾝ)

とあった。宗助は詩とか歌とかいうものには、元から余り興味を持た

ない男であったが、どう云う訳かこの二句を読んだ時に大変感心した。 

(対句:ﾂｲｸ)が (旨:ｳﾏ)くできたとか何とか云う意味ではなくって、こんな 

(景色:ｹｼｷ)と同じような心持になれたら、人間もさぞ (嬉:ｳﾚ)しかろうと、

ひょっと心が動いたのである。宗助は好奇心からこの句の前に付いて

いる論文を読んで見た。しかしそれはまるで無関係のように思われた。

ただこの二句が雑誌を置いた (後:ｱﾄ)でも、しきりに彼の頭の中を (徘

徊:ﾊｲｶｲ)した。
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彼の生活は実際この四五年来こういう景色に出逢った事がなかったの

である。 

 その時向うの戸が (開:ｱ)いて、 (紙片:ｶﾐｷﾞﾚ)を持った書生が野中さん

と宗助を手術室へ呼び入れた。 

 中へ (這入:ﾊｲ)ると、そこは応接間よりは倍も広かった。光線がなる

べく余計取れるように明るく (拵:ｺｼ)らえた部屋の (二側:ﾌﾀｶﾞﾜ)に、手

術用の (椅子:ｲｽ)を四台ほど (据:ｽ)えて、白い胸掛をかけた受持の男が、

一人ずつ別々に療治をしていた。宗助は一番奥の方にある一脚に案内

されて、これへと云われるので、踏段のようなものの上へ乗って、椅

子へ腰をおろした。書生が厚い (縞入:ｼﾏｲﾘ)の前掛で (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に (膝:

ﾋｻﾞ)から下を (包:ｸﾙ)んでくれた。 

 こう (穏:ｵﾀﾞ)やかに (寝:ﾈ)かされた時、宗助は例の歯がさほど苦にな

るほど痛んでいないと云う事を発見した。そればかりか、肩も (背:ｾﾅ)

も、腰の (周:ﾏﾜ)りも、心安く落ちついて、いかにも楽に調子が取れて

いる事に気がついた。彼はただ (仰向:ｱｵﾑ)いて (天井:ﾃﾝｼﾞｮｳ)から下っ

ている (瓦斯管:ｶﾞｽｶﾝ)を眺めた。そうしてこの (構:ｶﾏｴ)と設備では、帰

りがけに思ったより高い療治代を取られるかも知れないと (気遣:ｷﾂﾞｶ)

った。 

 ところへ顔の割に頭の薄くなり過ぎた (肥:ﾌﾄ)った男が出て来て、大

変(丁寧:ﾃｲﾈｲ)に (挨拶:ｱｲｻﾂ)をしたので、宗助は少し椅子の上で (狼狽:

ｱﾜﾃ)たように首を動かした。肥った男は一応容体を聞いて、口中を検査

して、宗助の痛いと云う歯をちょっと (揺:ﾕｽ)って見たが、 

「どうもこう (弛:ﾕﾙ)みますと、とても元のように (緊:ｼﾏ)る訳には参り

ますまいと思いますが。何しろ中がエソになっておりますから」と云

った。 
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 宗助はこの宣告を (淋:ｻﾋﾞ)しい秋の光のように感じた。もうそんな年

なんでしょうかと聞いて見たくなったが、少しきまりが悪いので、た

だ、 

「じゃ (癒:ﾅｵ)らないんですか」と念を押した。 

  (肥:ﾌﾄ)った男は笑いながらこう云った。―― 

「まあ癒らないと申し上げるよりほかに仕方がござんせんな。やむを

得なければ、思い切って抜いてしまうんですが、今のところでは、ま

だそれほどでもございますまいから、ただ御痛みだけを留めておきま

しょう。何しろエソ――エソと申しても御分りにならないかも知れま

せんが、中がまるで腐っております」 

 宗助は、そうですかと云って、ただ肥った男のなすがままにしてお

いた。すると彼は器械をぐるぐる廻して、宗助の歯の根へ穴を開け始

めた。そうしてその中へ細長い針のようなものを刺し通しては、その

先を (嗅:ｶ)いでいたが、しまいに糸ほどな筋を引き出して、神経がこれ

だけ取れましたと云いながら、それを宗助に見せてくれた。それから

薬でその穴を (埋:ｳ)めて、 (明日:ﾐｮｳﾆﾁ)またいらっしゃいと注意を与え

た。 

  (椅子:ｲｽ)を下りるとき、 (身体:ｶﾗﾀﾞ)が (真直:ﾏｯｽ)ぐになったので、

視線の位置が天井からふと庭先に移ったら、そこにあった高さ五尺も

あろうと云う大きな (鉢栽:ﾊﾁｳｴ)の松が宗助の眼に (這入:ﾊｲ)った。その

根方の所を、 (草鞋:ﾜﾗｼﾞ)がけの植木屋が (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に (薦:ｺﾓ)で (包:

ｸﾙ)んでいた。だんだん露が (凝:ｺ)って (霜:ｼﾓ)になる時節なので、 (余

裕:ﾖﾕｳ)のあるものは、もう今時分から手廻しをするのだと気がついた。 
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 帰りがけに玄関脇の薬局で、 (粉薬:ｺｸﾞｽﾘ)のまま (含嗽剤:ｶﾞﾝｿｳｻﾞｲ)

を受取って、それを百倍の (微温湯:ﾋﾞｵﾝﾄｳ)に溶解して、一日十数回使

用すべき注意を受けた時、宗助は会計の請求した治療代の案外(廉:ﾚﾝ)

なのを喜んだ。これならば向うで云う通り四五回(通:ｶﾖ)ったところが、

さして困難でもないと思って、靴を (穿:ﾊ)こうとすると、今度は靴の底

がいつの間にか破れている事に気がついた。 

  (宅:ｳﾁ)へ着いた時は (一足違:ﾋﾄｱｼﾁｶﾞｲ)で叔母がもう帰ったあとで

あった。宗助は、 

「おお、そうだったか」と云いながら、はなはだ面倒そうに洋服を脱

ぎ (更:ｶ)えて、いつもの通り (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の前に坐った。御米は (襯衣:

ｼｬﾂ)や (洋袴:ｽﾞﾎﾞﾝ)や (靴足袋:ｸﾂﾀﾋﾞ)を (一抱:ﾋﾄｶｶｴ)にして六畳へ (這

入:ﾊｲ)った。宗助はぼんやりして、 (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かし始めたが、向う

の部屋で、 (刷毛:ﾌﾞﾗｯｼ)を掛ける音がし出した時、 

「御米、佐伯の叔母さんは何とか云って来たのかい」と聞いた。 

  (歯痛:ｼﾂｳ)が (自:ｵﾉｽﾞ)から (治:ｵｻ)まったので、秋に (襲:ｵｿ)われる

ような寒い気分は、少し軽くなったけれども、やがて御米が (隠袋:ﾎﾟｯ

ｹｯﾄ)から取り出して来た粉薬を、 (温:ﾇﾙ)ま湯に (溶:ﾄ)いて (貰:ﾓﾗ)って、

しきりに (含嗽:ｳｶﾞｲ)を始めた。その時彼は (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)へ立ったまま、 

「どうも日が短かくなったなあ」と云った。 

 やがて日が暮れた。昼間からあまり車の音を聞かない町内は、 (宵:ﾖ

ｲ)の (口:ｸﾁ)から (寂:ｼﾝ)としていた。夫婦は例の通り (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)の 

(下:ﾓﾄ)に寄った。広い世の中で、自分達の坐っている所だけが明るく思

われた。
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そうしてこの明るい灯影に、宗助は御米だけを、御米は宗助だけを意

識して、洋灯の力の届かない暗い社会は忘れていた。彼らは毎晩こう

暮らして行く (裡:ｳﾁ)に、自分達の生命を見出していたのである。 

 この静かな夫婦は、安之助の神戸から (土産:ﾐﾔｹﾞ)に買って来たと云

う (養老昆布:ﾖｳﾛｳｺﾌﾞ)の (缶:ｶﾝ)をがらがら振って、中から (山椒:ｻﾝｼｮ) 

(入:ｲ)りの小さく結んだ奴を (撰:ﾖ)り出しながら、 (緩:ﾕｯ)くり佐伯から

の返事を語り合った。 

「しかし月謝と (小遣:ｺﾂﾞｶｲ)ぐらいは都合してやってくれても好さそ

うなもんじゃないか」 

「それができないんだって。どう見積っても両方寄せると、十円には

なる。十円と云う (纏:ﾏﾄﾏ)った御金を、今のところ月々出すのは骨が折

れるって云うのよ」 

「それじゃことしの暮まで二十何円ずつか出してやるのも無理じゃな

いか」 

「だから、無理をしても、もう一二カ月のところだけは間に合せるか

ら、そのうちにどうかして下さいと、安さんがそう云うんだって」 

「実際できないのかな」 

「そりゃ (私:ﾜﾀｼ)には分らないわ。何しろ叔母さんが、そう云うのよ」 

「 (鰹舟:ｶﾂｵﾌﾞﾈ)で (儲:ﾓｳ)けたら、そのくらい訳なさそうなもんじゃな

いか」 

「本当ね」 

 御米は低い声で笑った。宗助もちょっと口の (端:ﾊﾀ)を動かしたが、

話はそれで (途切:ﾄｷﾞ)れてしまった。しばらくしてから、 

「何しろ小六は (家:ｳﾁ)へ来るときめるよりほかに道はあるまいよ。 

(後:ｱﾄ)はその上の事だ。今じゃ学校へは出ているんだね」と宗助が云っ

た。 

「そうでしょう」と御米が答えるのを聞き流して、彼は珍らしく書斎

に (這入:ﾊｲ)った。一時間ほどして、御米がそっと (襖:ﾌｽﾏ)を (開:ｱ)け

て (覗:ﾉｿﾞ)いて見ると、机に向って、何か読んでいた。 

「勉強？ もう御休みなさらなくって」と誘われた時、彼は振り返っ

て、 
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「うん、もう寝よう」と答えながら立ち上った。 

 寝る時、着物を脱いで、寝巻の上に、 (絞:ｼﾎﾞ)りの (兵児帯:ﾍｺｵﾋﾞ)

をぐるぐる巻きつけながら、 

「今夜は久し振に論語を読んだ」と云った。 

「論語に何かあって」と御米が聞き返したら、宗助は、 

「いや何にもない」と答えた。それから、「おい、おれの歯はやっぱり

年のせいだとさ。ぐらぐらするのはとても (癒:ﾅｵ)らないそうだ」と云

いつつ、黒い頭を枕の上に着けた。 

 

六 

 

  (小六:ｺﾛｸ)はともかくも都合しだい下宿を引き払って兄の家へ移る

事に相談が (調:ﾄﾄﾉ)った。 (御米:ｵﾖﾈ)は六畳に置きつけた (桑:ｸﾜ)の鏡

台を (眺:ﾅｶﾞ)めて、ちょっと残り惜しい顔をしたが、 

「こうなると少し (遣場:ﾔﾘﾊﾞ)に困るのね」と訴えるように (宗助:ｿｳｽｹ)

に告げた。実際ここを取り上げられては、御米の (御化粧:ｵﾂｸﾘ)をする

場所が無くなってしまうのである。宗助は何の工夫もつかずに、立ち

ながら、向うの (窓側:ﾏﾄﾞｷﾞﾜ)に (据:ｽ)えてある鏡の裏を (斜:ﾊｽ)に (眺:

ﾅｶﾞ)めた。すると角度の具合で、そこに御米の (襟元:ｴﾘﾓﾄ)から片頬が

映っていた。それがいかにも血色のわるい横顔なのに驚ろかされて、 

「 (御前:ｵﾏｲ)、どうかしたのかい。大変色が悪いよ」と云いながら、鏡

から眼を放して、実際の御米の姿を見た。 (鬢:ﾋﾞﾝ)が乱れて、襟の (後:

ｳｼﾛ)の (辺:ｱﾀﾘ)が (垢:ｱｶ)で少し (汚:ﾖｺﾞ)れていた。御米はただ、 

「寒いせいなんでしょう」と答えて、すぐ西側に付いている。 (一間:ｲ

ｯｹﾝ)の (戸棚:ﾄﾀﾞﾅ)を明けた。下には古い (創:ｷｽﾞ)だらけの (箪笥:ﾀﾝｽ)

があって、上には (支那鞄:ｼﾅｶﾊﾞﾝ)と (柳行李:ﾔﾅｷﾞｺﾞﾘ)が二つ三つ (載:

ﾉ)っていた。 

「こんなもの、どうしたって片づけようがないわね」 
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「だからそのままにしておくさ」 

 小六のここへ引移って来るのは、こう云う点から見て、夫婦のいず

れにも、多少迷惑であった。だから来ると云って約束しておきながら、

今だに来ない小六に対しては、別段の催促もしなかった。一日延びれ

ば延びただけ窮屈が逃げたような気がどこかでした。小六にもちょう

どそれと同じ (憚:ﾊﾊﾞｶﾘ)があったので、いられる (限:ｶｷﾞﾘ)は下宿にい

る方が便利だと胸をきめたものか、つい一日一日と引越を (前:ｻｷ)へ送

っていた。その (癖:ｸｾ)彼の性質として、兄夫婦のごとく、 (荏苒:ｼﾞﾝｾﾞ

ﾝ)の境に落ちついてはいられなかったのである。 

 そのうち薄い (霜:ｼﾓ)が (降:ｵ)りて、裏の (芭蕉:ﾊﾞｼｮｳ)を見事に (摧:

ｸﾀﾞ)いた。朝は (崖上:ｶﾞｹｳｴ)の (家主:ﾔﾇｼ)の庭の方で、 (鵯:ﾋﾖﾄﾞﾘ)が鋭

どい声を立てた。夕方には表を急ぐ豆腐屋の (喇叭:ﾗｯﾊﾟ)に交って、円

明寺の木魚の音が聞えた。日はますます短かくなった。そうして御米

の顔色は、宗助が鏡の中に認めた時よりも、 (爽:ｻﾔ)かにはならなかっ

た。 (夫:ｵｯﾄ)が役所から帰って来て見ると、六畳で寝ている事が一二度

あった。どうかしたかと尋ねると、ただ少し心持が悪いと答えるだけ

であった。医者に見て貰えと勧めると、それには及ばないと云って取

り合わなかった。 

 宗助は心配した。役所へ出ていてもよく御米の事が気にかかって、

用の邪魔になるのを意識する時もあった。ところがある日帰りがけに

突然電車の中で (膝:ﾋｻﾞ)を (拍:ｳ)った。その日は例になく元気よく (格

子:ｺｳｼ)を明けて、すぐと (勢:ｲｷｵｲ)よく今日はどうだいと御米に聞いた。
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御米がいつもの通り服や (靴足袋:ｸﾂﾀﾋﾞ)を (一纏:ﾋﾄﾏﾄ)めにして、六畳

へ (這入:ﾊｲ)る (後:ｱﾄ)から (追:ﾂ)いて来て、 

「御米、 (御前:ｵﾏｲ)子供ができたんじゃないか」と笑いながら云った。

御米は返事もせずに (俯向:ｳﾂﾑ)いてしきりに夫の (背広:ｾﾋﾞﾛ)の (埃:ﾎｺ

ﾘ)を払った。 (刷毛:ﾌﾞﾗｯｼ)の音がやんでもなかなか六畳から出て来ない

ので、また行って見ると、薄暗い部屋の中で、御米はたった一人寒そ

うに、鏡台の前に (坐:ｽﾜ)っていた。はいと云って立ったが、その声が

泣いた後の声のようであった。 

 その晩夫婦は (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)に掛けた (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)を、双方から手で 

(掩:ｵｵ)うようにして差し向った。 

「どうですな世の中は」と宗助が例にない浮いた調子を出した。御米

の頭の中には、夫婦にならない前の、宗助と自分の姿が (奇麗:ｷﾚｲ)に浮

んだ。 

「ちっと、面白くしようじゃないか。この (頃:ｺﾞﾛ)はいかにも不景気だ

よ」と宗助がまた云った。二人はそれから今度の日曜にはいっしょに

どこへ行こうか、ここへ行こうかと、しばらくそればかり話し合って

いた。それから二人の春着の事が題目になった。宗助の同僚の高木と

か云う男が、細君に (小袖:ｺｿﾃﾞ)とかを (強請:ﾈﾀﾞ)られた時、おれは細

君の虚栄心を満足させるために (稼:ｶｾ)いでるんじゃないと云って (跳:

ﾊ)ねつけたら、細君がそりゃ (非道:ﾋﾄﾞ)い、実際寒くなっても着て出る

ものがないんだと弁解するので、寒ければやむを得ない、夜具を着る

とか、 (毛布:ｹｯﾄ)を (被:ｶﾌﾞ)るとかして、当分我慢しろと云った話を、

宗助はおかしく繰り返して御米を笑わした。御米は夫のこの様子を見

て、昔がまた眼の前に戻ったような気がした。 

「高木の細君は夜具でも構わないが、おれは一つ新らしい (外套:ﾏﾝﾄ)

を (拵:ｺｼﾗ)えたいな。
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この間歯医者へ行ったら、植木屋が (薦:ｺﾓ)で (盆栽:ﾎﾞﾝｻｲ)の松の根を

包んでいたので、つくづくそう思った」 

「外套が欲しいって」 

「ああ」 

 御米は夫の顔を見て、さも気の毒だと云う風に、 

「 (御拵:ｵｺｼ)らえなさいな。月賦で」と云った。宗助は、 

「まあ止そうよ」と急に (侘:ﾜﾋﾞ)しく答えた。そうして「時に小六はい

つから来る気なんだろう」と聞いた。 

「来るのは厭なんでしょう」と御米が答えた。御米には、自分が始め

から小六に (嫌:ｷﾗ)われていると云う自覚があった。それでも夫の弟だ

と思うので、なるべくは (反:ｿﾘ)を合せて、少しでも近づけるように近

づけるようにと、 (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで仕向けて来た。そのためか、今では

以前と違って、まあ普通の (小舅:ｺｼﾞｭｳﾄ)ぐらいの親しみはあると信じ

ているようなものの、こんな場合になると、つい実際以上にも気を回

して、自分だけが小六の来ない (唯一:ﾕｲｲﾂ)の原因のように考えられる

のであった。 

「そりゃ下宿からこんな所へ移るのは好かあないだろうよ。ちょうど

こっちが迷惑を感ずる通り、向うでも窮屈を感ずる訳だから。おれだ

って、小六が来ないとすれば、今のうち思い切って (外套:ﾏﾝﾄ)を作るだ

けの勇気があるんだけれども」 

 宗助は男だけに思い切ってこう云ってしまった。けれどもこれだけ

では御米の心を尽していなかった。御米は返事もせずに、しばらく黙

っていたが、細い (腮:ｱｺﾞ)を (襟:ｴﾘ)の中へ (埋:ｳ)めたまま、 (上眼:ｳﾜ

ﾒ)を使って、 

「小六さんは、まだ私の事を (悪:ﾆｸ)んでいらっしゃるでしょうか」と

聞き出した。宗助が東京へ来た当座は、時々これに類似の質問を御米

から受けて、その (都度:ﾂﾄﾞ)慰めるのにだいぶ骨の折れた事もあったが、

近来は全く忘れたように何も云わなくなったので、宗助もつい気に留

めなかったのである。 
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「またヒステリーが始まったね。好いじゃないか小六なんぞが、どう

思ったって。おれさえついてれば」 

「論語にそう書いてあって」 

 御米はこんな時に、こういう (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)を云う女であった。宗助

は 

「うん、書いてある」と答えた。それで二人の会話がしまいになった。 

 翌日宗助が眼を (覚:ｻ)ますと、 (亜鉛張:ﾄﾀﾝﾊﾞﾘ)の (庇:ﾋｻｼ)の上で寒

い音がした。御米が (襷掛:ﾀｽｷｶﾞｹ)のまま枕元へ来て、 

「さあ、もう時間よ」と注意したとき、彼はこの (点滴:ﾃﾝﾃｷ)の音を聞

きながら、もう少し暖かい (蒲団:ﾌﾄﾝ)の中に (温:ﾇｸ)もっていたかった。

けれども血色のよくない御米の、かいがいしい姿を見るや (否:ｲﾅ)や、 

「おい」と云って (直:ｽｸﾞ)起き上った。 

 外は濃い雨に (鎖:ﾄｻﾞ)されていた。 (崖:ｶﾞｹ)の上の (孟宗竹:ﾓｳｿｳﾁｸ)

が時々 (鬣:ﾀﾃｶﾞﾐ)を (振:ﾌﾙ)うように、雨を吹いて動いた。この (侘:ﾜ)

びしい空の下へ (濡:ﾇ)れに出る宗助に取って、力になるものは、暖かい 

(味噌汁:ﾐｿｼﾙ)と暖かい飯よりほかになかった。 

「また靴の中が (濡:ﾇ)れる。どうしても二足持っていないと困る」と云

って、底に小さい穴のあるのを仕方なしに (穿:ﾊ)いて、 (洋袴:ｽﾞﾎﾞﾝ)

の (裾:ｽｿ)を (一寸:ｲｯｽﾝ)ばかりまくり上げた。 

  (午過:ﾋﾙｽｷﾞ)に帰って来て見ると、御米は (金盥:ｶﾅﾀﾞﾗｲ)の中に (雑

巾:ｿﾞｳｷﾝ)を (浸:ﾂ)けて、六畳の鏡台の (傍:ｿﾊﾞ)に置いていた。その上の

所だけ (天井:ﾃﾝｼﾞｮｳ)の色が変って、時々 (雫:ｼｽﾞｸ)が落ちて来た。 

「靴ばかりじゃない。 (家:ｳﾁ)の中まで (濡:ﾇ)れるんだね」と云って宗

助は苦笑した。御米はその晩夫のために (置炬燵:ｵｷｺﾞﾀﾂ)へ火を入れて、

スコッチの靴下と (縞羅紗:ｼﾏﾗｼｬ)の (洋袴:ｽﾞﾎﾞﾝ)を乾かした。 
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  (明:ｱｸ)る日もまた同じように雨が降った。夫婦もまた同じように同

じ事を繰り返した。その明る日もまだ晴れなかった。三日目の朝にな

って、宗助は (眉:ﾏﾕ)を縮めて舌打をした。 

「いつまで降る気なんだ。靴がじめじめして我慢にも (穿:ﾊ)けやしな

い」 

「六畳だって困るわ、ああ (漏:ﾓ)っちゃ」 

 夫婦は相談して、雨が晴れしだい、家根を (繕:ﾂｸﾛ)って貰うように 

(家主:ﾔﾇｼ)へ掛け合う事にした。けれども靴の方は何ともしようがなか

った。宗助はきしんで (這入:ﾊｲ)らないのを無理に (穿:ﾊ)いて出て行っ

た。 

  (幸:ｻｲﾜｲ)にその日は十一時頃からからりと晴れて、垣に (雀:ｽｽﾞﾒ)

の鳴く (小春日和:ｺﾊﾙﾋﾞﾖﾘ)になった。宗助が帰った時、御米は (例:ｲﾂﾓ)

より (冴:ｻ)え (冴:ｻﾞ)えしい顔色をして、 

「あなた、あの (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を売っちゃいけなくって」と突然聞いた。 

(抱一:ﾎｳｲﾂ)の屏風はせんだって (佐伯:ｻｴｷ)から受取ったまま、元の通り

書斎の隅に立ててあったのである。二枚折だけれども、座敷の位置と

広さから云っても、実はむしろ邪魔な装飾であった。南へ廻すと、玄

関からの入口を半分(塞:ﾌｻ)いでしまうし、東へ出すと暗くなる、と云っ

て、残る一方へ立てれば床の間を隠すので、宗助は、 

「せっかく (親爺:ｵﾔｼﾞ)の (記念:ｶﾀﾐ)だと思って、取って来たようなも

のの、しようがないねこれじゃ、 (場塞:ﾊﾞﾌｻ)げで」と (零:ｺﾎﾞ)した事

も一二度あった。その (都度:ﾂﾄﾞ)御米は真丸な (縁:ﾌﾁ)の焼けた銀の月

と、絹地からほとんど区別できないような (穂芒:ﾎｽｽｷ)の色を (眺:ﾅｶﾞ)

めて、こんなものを珍重する人の気が知れないと云うような見えをし

た。けれども、夫を (憚:ﾊﾊﾞｶ)って、 (明白:ｱｶﾗ)さまには何とも云い出

さなかった。
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ただ (一返:ｲｯﾍﾟﾝ) 

「これでもいい絵なんでしょうかね」と聞いた事があった。その時宗

助は始めて抱一の名を御米に説明して聞かした。しかしそれは自分が 

(昔:ﾑｶ)し父から聞いた (覚:ｵﾎﾞｴ)のある、 (朧気:ｵﾎﾞﾛｹﾞ)な記憶を (好加

減:ｲｲｶｹﾞﾝ)に繰り返すに過ぎなかった。実際の (画:ｴ)の価値や、また抱

一についての詳しい歴史などに至ると宗助にもその (実:ｼﾞﾂ)はなはだ 

(覚束:ｵﾎﾞﾂｶ)なかったのである。 

 ところがそれが偶然御米のために妙な行為の動機を (構成:ｶﾀﾁﾂﾞｸ)る

原因となった。過去一週間夫と自分の間に起った会話に、ふとこの知

識を結びつけて考え得た彼女はちょっと (微笑:ﾎﾎｴ)んだ。この日雨が上

って、 (日脚:ﾋｱｼ)がさっと茶の間の (障子:ｼｮｳｼﾞ)に射した時、御米は不

断着の上へ、妙な色の肩掛とも、 (襟巻:ｴﾘﾏｷ)ともつかない織物を (纏:

ﾏﾄ)って外へ出た。通りを二丁目ほど来て、それを電車の方角へ曲って 

(真直:ﾏｯｽｸﾞ)に来ると、 (乾物:ｶﾝﾌﾞﾂ)屋と (麺麭:ﾊﾟﾝ)屋の間に、古道具

を売っているかなり大きな店があった。御米はかつてそこで足の畳み

込める食卓を買った記憶がある。今(火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)に掛けてある (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞ

ﾝ)も、宗助がここから (提:ｻ)げて帰ったものである。 

 御米は手を (袖:ｿﾃﾞ)にして道具屋の前に立ち留まった。見ると相変ら

ず新らしい鉄瓶がたくさん並べてあった。そのほかには時節柄とでも

云うのか (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)が一番多く眼に着いた。しかし (骨董:ｺｯﾄｳ)と名の

つくほどのものは、一つもないようであった。ひとり何とも知れぬ大

きな亀の (甲:ｺｳ)が、 (真向:ﾏﾑｺｳ)に釣るしてあって、その下から長い黄

ばんだ (払子:ﾎｯｽ)が (尻尾:ｼｯﾎﾟ)のように出ていた。
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それから (紫檀:ｼﾀﾝ)の (茶棚:ﾁｬﾀﾞﾅ)が一つ二つ飾ってあったが、いずれ

も (狂:ｸﾙｲ)の出そうな (生:ﾅﾏ)なものばかりであった。しかし御米には

そんな区別はいっこう映らなかった。ただ掛物も (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)も一つ

も見当らない事だけ確かめて、中へ (這入:ﾊｲ)った。 

 御米は無論夫が佐伯から受取った (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を、いくらかに売り

払うつもりでわざわざここまで足を運んだのであるが、広島以来こう

云う事にだいぶ経験を積んだ (御蔭:ｵｶｹﾞ)で、普通の細君のような努力

も苦痛も感ぜずに、思い切って亭主と口を (利:ｷ)く事ができた。亭主は

五十(恰好:ｶｯｺｳ)の色の黒い頬の (瘠:ｺ)けた男で、 (鼈甲:ﾍﾞｯｺｳ)の (縁:ﾌ

ﾁ)を取った馬鹿に大きな (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)を掛けて、新聞を読みながら、 (疣:

ｲﾎﾞ)だらけの (唐金:ｶﾗｶﾈ)の火鉢に手を (翳:ｶｻﾞ)していた。 

「そうですな、拝見に出てもようがす」と軽く受合ったが、別に気の

乗った様子もないので、御米は腹の中で少し失望した。しかし自分か

らがすでに大した望を (抱:ｲﾀﾞ)いて出て来た訳でもないので、こう簡易

に受けられると、こっちから頼むようにしても、見て貰わなければな

らなかった。 

「ようがす。じゃのちほど伺いましょう。今小僧がちょっと出ており

ませんからな」 

 御米はこの (存在:ｿﾞﾝｻﾞｲ)な言葉を聞いてそのまま (宅:ｳﾁ)へ帰った

が、心の中では、はたして道具屋が来るか来ないかはなはだ疑わしく

思った。一人でいつものように簡単な食事を済まして、 (清:ｷﾖ)に膳を

下げさしていると、いきなり御免下さいと云って、大きな声を出して

道具屋が玄関からやって来た。座敷へ上げて、例の屏風を見せると、

なるほどと云って裏だの縁だのを (撫:ﾅ)でていたが、 
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「 (御払:ｵﾊﾗｲ)になるなら」と少し考えて、「六円に頂いておきましょう」

と (否々ｲﾔｲﾔ)そうに (価:ﾈ)を付けた。御米には道具屋の付けた相場が

至当のように思われた。けれども一応宗助に話してからでなくっては、

余り専断過ぎると心づいた上、品物の歴史が歴史だけに、なおさら遠

慮して、いずれ帰ったらよく相談して見た上でと答えたまま、道具屋

を帰そうとした。道具屋は出掛に、 

「じゃ、奥さんせっかくだから、もう一円奮発しましょう。それで御

払い下さい」と云った。御米はその時思い切って、 

「でも、道具屋さん、ありゃ (抱一:ﾎｳｲﾂ)ですよ」と答えて、腹の中で

はひやりとした。道具屋は、平気で、 

「抱一は近来(流行:ﾊﾔ)りませんからな」と受け流したが、じろじろ御米

の姿を (眺:ﾅｶﾞ)めた上、 

「じゃなおよく御相談なすって」と云い捨てて帰って行った。 

 御米はその時の模様を詳しく話した (後:ｱﾄ)で、 

「売っちゃいけなくって」とまた無邪気に聞いた。 

 宗助の頭の中には、この間から物質上の欲求が、絶えず動いていた。

ただ地味な生活をしなれた結果として、足らぬ (家計:ｸﾗｼ)を足ると (諦:

ｱｷ)らめる癖がついているので、毎月きまって (這入:ﾊｲ)るもののほかに

は、臨時に不意の (工面:ｸﾒﾝ)をしてまで、少しでも常以上に (寛:ｸﾂ)ろ

いでみようと云う働は出なかった。話を聞いたとき彼はむしろ御米の

機敏な才覚に驚ろかされた。同時にはたしてそれだけの必要があるか

を疑った。御米の (思:ｵﾓ)わくを聞いて見ると、ここで十円足らずの金

が (入:ﾊｲ)れば、宗助の (穿:ﾊ)く新らしい靴を (誂:ｱﾂ)らえた上、 (銘仙:

ﾒｲｾﾝ)の一反ぐらいは買えると云うのである。宗助はそれもそうだと思

った。
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けれども親から伝わった抱一の (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を一方に置いて、片方に

新らしい靴及び新らしい (銘仙:ﾒｲｾﾝ)を並べて考えて見ると、この二つ

を交換する事がいかにも (突飛:ﾄｯﾋﾟ)でかつ (滑稽:ｺｯｹｲ)であった。 

「売るなら売っていいがね。どうせ (家:ｳﾁ)に (在:ｱ)ったって邪魔にな

るばかりだから。けれどもおれはまだ靴は買わないでも済むよ。この

間中みたように、降り続けに降られると困るが、もう天気も好くなっ

たから」 

「だってまた降ると困るわ」 

 宗助は御米に対して永久に天気を保証する訳にも行かなかった。御

米も降らない前に是非屏風を売れとも云いかねた。二人は顔を見合し

て笑っていた。やがて、 

「安過ぎるでしょうか」と御米が聞いた。 

「そうさな」と宗助が答えた。 

 彼は安いと云われれば、安いような気がした。もし買手があれば、

買手の出すだけの金はいくらでも取りたかった。彼は新聞で、近来古

書画の入札が非常に高価になった事を見たような心持がした。せめて

そんなものが一幅でもあったらと思った。けれどもそれは自分の呼吸

する空気の届くうちには、落ちていないものと (諦:ｱｷﾗ)めていた。 

「買手にも (因:ﾖ)るだろうが、売手にも因るんだよ。いくら名画だって、

おれが持っていた分にはとうていそう高く売れっこはないさ。しかし

七円や八円てえな、 (余:ｱﾝﾏ)り安いようだね」 

 宗助は抱一の屏風を弁護すると共に、道具屋をも弁護するような語

気を (洩:ﾓ)らした。そうしてただ自分だけが弁護に (価:ｱﾀｲ)しないもの

のように感じた。御米も少し気を腐らした気味で、屏風の話はそれな

りにした。 

  (翌日:ｱｸﾙﾋ)宗助は役所へ出て、同僚の誰彼にこの話をした。すると

皆申し合せたように、それは (価:ﾈ)じゃないと云った。けれども誰も自

分が周旋して、相当の価に売払ってやろうと云うものはなかった。
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またどう云う筋を通れば、馬鹿な目に逢わないで済むという手続を教

えてくれるものもなかった。宗助はやっぱり横町の道具屋に屏風を売

るよりほかに仕方がなかった。それでなければ元の通り、邪魔でも何

でも座敷へ立てておくよりほかに仕方がなかった。彼は元の通りそれ

を座敷へ立てておいた。すると道具屋が来て、あの屏風を十五円に売

ってくれと云い出した。夫婦は顔を見合して (微笑:ﾎﾎｴ)んだ。もう少し

売らずに置いてみようじゃないかと云って、売らずにおいた。すると

道具屋がまた来た。また売らなかった。御米は断るのが面白くなって

来た。 (四度目:ﾖﾀﾋﾞﾒ)には知らない男を一人連れて来たが、その男とこ

そこそ相談して、とうとう三十五円に価を付けた。その時夫婦も立ち

ながら相談した。そうしてついに思い切って屏風を売り払った。 

 

七 

 

 円明寺の杉が (焦:ｺ)げたように (赭黒:ｱｶｸﾞﾛ)くなった。天気の好い日

には、風に洗われた空の (端:ﾊ)ずれに、白い筋の (嶮:ｹﾜ)しく見える山

が出た。年は (宗助:ｿｳｽｹ)夫婦を (駆:ｶ)って日ごとに寒い方へ吹き寄せ

た。朝になると欠かさず通る (納豆売:ﾅｯﾄｳｳﾘ)の声が、 (瓦:ｶﾜﾗ)を (鎖:

ﾄｻﾞ)す (霜:ｼﾓ)の色を連想せしめた。宗助は床の中でその声を聞きなが

ら、また冬が来たと思い出した。 (御米:ｵﾖﾈ)は台所で、今年も去年のよ

うに水道の (栓:ｾﾝ)が氷ってくれなければ助かるがと、暮から春へ掛け

ての取越苦労をした。夜になると夫婦とも (炬燵:ｺﾀﾂ)にばかり親しんだ。

そうして広島や福岡の暖かい冬を (羨:ｳﾗ)やんだ。 

「まるで前の本多さんみたようね」と御米が笑った。前の本多さんと

云うのは、やはり同じ (構内:ｶﾏｴｳﾁ)に住んで、同じ坂井の貸家を借りて

いる隠居夫婦であった。 
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 (小女:ｺｵﾝﾅ)を一人使って、朝から晩までことりと音もしないように静

かな (生計:ｸﾗｼ)を立てていた。御米が茶の間で、たった一人(裁縫:ｼｺﾞﾄ)

をしていると、時々 (御爺:ｵｼﾞｲ)さんと云う声がした。それはこの本多

の御婆さんが夫を呼ぶ声であった。 (門口:ｶﾄﾞｸﾞﾁ)などで行き逢うと、 

(丁寧:ﾃｲﾈｲ)に時候の (挨拶:ｱｲｻﾂ)をして、ちと御話にいらっしゃいと云

うが、ついぞ行った事もなければ、向うからも来た (試:ﾀﾒｼ)がない。し

たがって夫婦の本多さんに関する知識は (極:ｷﾜ)めて乏しかった。ただ

息子が一人あって、それが朝鮮の (統監府:ﾄｳｶﾝﾌ)とかで、立派な役人に

なっているから、月々その方の (仕送:ｼｵｸﾘ)で、気楽に暮らして行かれ

るのだと云う事だけを、 (出入:ﾃﾞｲﾘ)の商人のあるものから耳にした。 

「御爺さんはやっぱり植木を (弄:ｲｼﾞ)っているかい」 

「だんだん寒くなったから、もうやめたんでしょう。縁の下に植木鉢

がたくさん並んでるわ」 

 話はそれから前の (家:ｳﾁ)を離れて、 (家主:ﾔﾇｼ)の方へ移った。これ

は、本多とはまるで反対で、夫婦から見ると、この上もない (賑:ﾆｷﾞ)

やかそうな家庭に思われた。この頃は庭が荒れているので、大勢の小

供が (崖:ｶﾞｹ)の上へ出て騒ぐ事はなくなったが、ピヤノの音は毎晩のよ

うにする。折々は下女か何ぞの、台所の方で高笑をする声さえ、宗助

の茶の間まで響いて来た。 

「ありゃいったい何をする男なんだい」と宗助が聞いた。この問は今

までも幾度か御米に向って繰り返されたものであった。 

「何にもしないで (遊:ｱｽ)んでるんでしょう。地面や家作を持って」と

御米が答えた。この答も今までにもう何遍か宗助に向って繰り返され

たものであった。 

 宗助はこれより以上立ち入って、坂井の事を聞いた事がなかった。
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学校をやめた当座は、順境にいて得意な振舞をするものに逢うと、今

に見ろと云う気も起った。それがしばらくすると、単なる (憎悪:ｿﾞｳｵ)

の念に変化した。ところが一二年このかたは全く自他の差違に (無頓

着:ﾑﾄﾝｼﾞｬｸ)になって、自分は自分のように生れついたもの、先は先の

ような運を持って世の中へ出て来たもの、両方共始から別種類の人間

だから、ただ人間として生息する以外に、何の交渉も利害もないのだ

と考えるようになってきた。たまに世間話のついでとして、ありゃい

ったい何をしている人だぐらいは聞きもするが、それより先は、教え

て貰う努力さえ出すのが面倒だった。御米にもこれと同じ傾きがあっ

た。けれどもその (夜:ﾖ)は珍らしく、坂井の主人は四十(恰好:ｶｯｺｳ)の 

(髯:ﾋｹﾞ)のない人であると云う事やら、ピヤノを弾くのは (惣領:ｿｳﾘｮｳ)

の娘で十二三になると云う事やら、またほかの (家:ｳﾁ)の小供が遊びに

来ても、ブランコへ乗せてやらないと云う事やらを話した。 

「なぜほかの家の子供はブランコへ乗せないんだい」 

「つまり (吝:ｹﾁ)なんでしょう。早く悪くなるから」 

 宗助は笑い出した。彼はそのくらい (吝嗇:ｹﾁ)な家主が、屋根が (漏:

ﾓ)ると云えば、すぐ (瓦師:ｶﾜﾗｼ)を寄こしてくれる、垣が腐ったと訴え

ればすぐ植木屋に手を入れさしてくれるのは矛盾だと思ったのである。 

 その晩宗助の夢には本多の植木鉢も坂井のブランコもなかった。彼

は十時半頃床に入って、万象に疲れた人のように (鼾:ｲﾋﾞｷ)をかいた。

この間から頭の具合がよくないため、 (寝付:ﾈﾂｷ)の悪いのを苦にしてい

た御米は、時々眼を開けて薄暗い部屋を (眺:ﾅｶﾞ)めた。細い (灯:ﾋ)が床

の間の上に乗せてあった。
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夫婦は (夜中:ﾖｼﾞｭｳ) (灯火:ｱｶﾘ)を (点:ﾂ)けておく習慣がついているの

で、寝る時はいつでも (心:ｼﾝ)を細目にして (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)をここへ上げた。 

 御米は気にするように枕の位置を動かした。そうしてそのたびに、

下にしている方の肩の骨を、 (蒲団:ﾌﾄﾝ)の上で (滑:ｽﾍﾞ)らした。しまい

には (腹這:ﾊﾗﾊﾞｲ)になったまま、 (両肱:ﾘｮｳﾋｼﾞ)を突いて、しばらく夫

の方を眺めていた。それから起き上って、夜具の (裾:ｽｿ)に掛けてあっ

た不断着を、 (寝巻:ﾈﾏｷ)の上へ (羽織:ﾊｵ)ったなり、床の間の洋灯を取

り上げた。 

「あなたあなた」と宗助の枕元へ来て (曲:ｺｺﾞ)みながら呼んだ。その時

夫はもう鼾をかいていなかった。けれども、元の通り深い (眠:ﾈﾑﾘ)から

来る (呼吸:ｲｷ)を続けていた。御米はまた立ち上って、洋灯を手にした

まま、 (間:ｱｲ)の (襖:ﾌｽﾏ)を開けて茶の間へ出た。暗い部屋が (茫漠:ﾎﾞ

ﾝﾔﾘ)手元の灯に照らされた時、御米は鈍く光る (箪笥:ﾀﾝｽ)の (環:ｶﾝ)を

認めた。それを通り過ぎると黒く (燻:ｸｽ)ぶった台所に、 (腰障子:ｺｼｼｮ

ｳｼﾞ)の紙だけが白く見えた。御米は火の (気:ｹ)のない真中に、しばらく 

(佇:ﾀﾀ)ずんでいたが、やがて右手に当る下女部屋の戸を、音のしないよ

うにそっと引いて、中へ洋灯の灯を (翳:ｶｻﾞ)した。下女は (縞:ｼﾏ)も色

も (判然:ﾊｯｷﾘ)映らない夜具の中に、 (土竜:ﾓｸﾞﾗ)のごとく (塊:ｶﾀ)まっ

て寝ていた。今度は左側の六畳を (覗:ﾉｿﾞ)いた。がらんとして (淋:ｻﾐ)

しい中に、例の鏡台が置いてあって、鏡の表が夜中だけに (凄:ｽｺﾞ)く眼

に (応:ｺﾀ)えた。 

 御米は家中を (一回:ﾋﾄﾏﾜﾘ)回った (後:ｱﾄ)、すべてに異状のない事を

確かめた上、また床の中へ戻った。そうしてようやく眼を眠った。
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今度は好い具合に、 (眼蓋:ﾏﾌﾞﾀ)のあたりに気を (遣:ﾂｶ)わないで済むよ

うに覚えて、しばらくするうちに、うとうととした。 

 するとまたふと眼が (開:ｱ)いた。何だかずしんと枕元で響いたような

心持がする。耳を枕から離して考えると、それはある大きな重いもの

が、裏の崖から自分達の寝ている座敷の縁の外へ転がり落ちたとしか

思われなかった。しかし今眼が (覚:ｻ)めるすぐ前に起った出来事で、け

っして夢の続じゃないと考えた時、御米は急に気味を悪くした。そう

して傍に寝ている夫の夜具の (袖:ｿﾃﾞ)を引いて、今度は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)

に宗助を起し始めた。 

 宗助はそれまで全くよく寝ていたが、急に眼が (覚:ｻ)めると、御米が、 

「あなたちょっと起きて下さい」と (揺:ﾕｽ)っていたので、半分は夢中

に、 

「おい、好し」とすぐ (蒲団:ﾌﾄﾝ)の上へ起き直った。御米は小声で (先

刻:ｻｯｷ)からの様子を話した。 

「音は一遍した (限:ｷﾞﾘ)なのかい」 

「だって今したばかりなのよ」 

 二人はそれで黙った。ただじっと外の様子を伺っていた。けれども

世間は (森:ｼﾝ)と静であった。いつまで耳を (峙:ｿﾊﾞﾀﾞ)てていても、再

び物の落ちて来る (気色:ｹｼｷ)はなかった。宗助は寒いと云いながら、 

(単衣:ﾋﾄｴ)の寝巻の上へ羽織を (被:ｶﾌﾞ)って、 (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)へ出て、雨

戸を一枚繰った。外を (覗:ﾉｿﾞ)くと何にも見えない。ただ暗い中から寒

い空気がにわかに肌に (逼:ｾﾏ)って来た。宗助はすぐ戸を (閉:ﾀ)てた。 

  《かきがね》をおろして座敷へ戻るや否や、また蒲団の中へ (潜:ﾓｸﾞ)

り込んだが、 

「何にも変った事はありゃしない。多分(御前:ｵﾏｲ)の夢だろう」と云っ

て、宗助は横になった。御米はけっして夢でないと主張した。たしか

に頭の上で大きな音がしたのだと (固執:ｺｼﾂ)した。
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宗助は夜具から半分出した顔を、御米の方へ振り向けて、 

「御米、お前は神経が過敏になって、近頃どうかしているよ。もう少

し頭を休めてよく寝る工夫でもしなくっちゃいけない」と云った。 

 その時次の間の柱時計が二時を打った。その音で二人ともちょっと

言葉を途切らして、黙って見ると、夜はさらに静まり返ったように思

われた。二人は眼が (冴:ｻ)えて、すぐ寝つかれそうにもなかった。御米

が、 

「でもあなたは気楽ね。横になると十分(経:ﾀ)たないうちに、もう寝て

いらっしゃるんだから」と云った。 

「寝る事は寝るが、気が楽で寝られるんじゃない。つまり疲れるから

よく寝るんだろう」と宗助が答えた。 

 こんな話をしているうちに、宗助はまた寝入ってしまった。御米は

依然として、のつそつ床の中で動いていた。すると表をがらがらと (烈:

ﾊｹﾞ)しい音を立てて車が一台通った。近頃御米は時々夜明前の車の音を

聞いて驚ろかされる事があった。そうしてそれを思い合わせると、い

つも似寄った刻限なので、 (必竟:ﾋｯｷｮｳ)は毎朝同じ車が同じ所を通るの

だろうと推測した。多分牛乳を配達するためかなどで、ああ急ぐに違

ないときめていたから、この音を聞くと等しく、もう夜が明けて、隣

人の活動が始ったごとくに、心丈夫になった。そうこうしていると、

どこかで (鶏:ﾄﾘ)の声が聞えた。またしばらくすると、 (下駄:ｹﾞﾀ)の音

を高く立てて往来を通るものがあった。そのうち (清:ｷﾖ)が下女部屋の

戸を開けて (厠:ｶﾜﾔ)へ起きた模様だったが、やがて茶の間へ来て時計を

見ているらしかった。この時床の間に置いた (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)の油が減って、

短かい (心:ｼﾝ)に届かなくなったので、御米の寝ている所は真暗になっ

ていた。そこへ清の手にした (灯火:ｱｶﾘ)の影が、 (襖:ﾌｽﾏ)の間から射し

込んだ。 

「清かい」と御米が声を掛けた。 
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 清はそれからすぐ起きた。三十分ほど (経:ﾀ)って御米も起きた。また

三十分ほど経って宗助もついに起きた。 (平常:ｲﾂﾓ)は好い時分に御米が

やって来て、 

「もう起きてもよくってよ」と云うのが例であった。日曜とたまの (旗

日:ﾊﾀﾋﾞ)には、それが、 

「さあもう起きてちょうだい」に変るだけであった。しかし今日は (昨

夕:ﾕｳﾍﾞ)の事が何となく気にかかるので、御米の (迎:ﾑｶｴ)に来ないうち

宗助は床を離れた。そうして (直:ｽｸﾞ)崖下の雨戸を繰った。 

 下から (覗:ﾉｿﾞ)くと、寒い竹が朝の空気に (鎖:ﾄｻﾞ)されてじっとして

いる (後:ｳｼﾛ)から、 (霜:ｼﾓ)を破る日の色が射して、幾分か (頂:ｲﾀﾀﾞｷ)

を染めていた。その二尺ほど下の (勾配:ｺｳﾊﾞｲ)の一番急な所に生えてい

る枯草が、妙に (摺:ｽ)り (剥:ﾑ)けて、赤土の肌を (生々:ﾅﾏﾅﾏ)しく露出

した様子に、宗助はちょっと驚ろかされた。それから一直線に (降:ｵ)

りて、ちょうど自分の立っている (縁鼻:ｴﾝﾊﾞﾅ)の土が、霜柱を (摧:ｸﾀﾞ)

いたように荒れていた。宗助は大きな犬でも上から転がり落ちたのじ

ゃなかろうかと思った。しかし犬にしてはいくら大きいにしても、余

り勢が烈し過ぎると思った。 

 宗助は玄関から下駄を (提:ｻ)げて来て、すぐ庭へ下りた。縁の先へ便

所が折れ曲って突き出しているので、いとど狭い崖下が、裏へ抜ける

半間ほどの所はなおさら狭苦しくなっていた。御米は (掃除屋:ｿｳｼﾞﾔ)

が来るたびに、この曲り角を気にしては、 

「あすこがもう少し広いといいけれども」と (危険:ｱﾌﾞﾅ)がるので、よ

く宗助から笑われた事があった。 

 そこを通り抜けると、 (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に台所まで細い路が付いている。



門《スピーチオ文庫》  79/229 

元は枯枝の交った杉垣があって、隣の庭の仕切りになっていたが、こ

の間家主が手を入れた時、穴だらけの杉葉を (奇麗:ｷﾚｲ)に取り払って、

今では (節:ﾌｼ)の多い (板塀:ｲﾀﾍﾞｲ)が片側を勝手口まで (塞:ﾌｻ)いでし

まった。日当りの悪い上に、 (樋:ﾄｲ)から (雨滴:ｱﾏﾀﾞﾚ)ばかり落ちるの

で、夏になると (秋海棠:ｼｭｳｶｲﾄﾞｳ)がいっぱい生える。その盛りな頃は

青い葉が重なり合って、ほとんど通り路がなくなるくらい茂って来る。

始めて越した年は、宗助も御米もこの (景色:ｹｼｷ)を見て驚ろかされたく

らいである。この秋海棠は杉垣のまだ引き抜かれない前から、何年と

なく地下に (蔓:ﾊﾋﾞｺ)っていたもので、 (古家:ﾌﾙﾔ)の取り (毀:ｺﾎﾞ)たれ

た今でも、時節が来ると昔の通り芽を吹くものと解った時、御米は、 

「でも可愛いわね」と喜んだ。 

 宗助が霜を踏んで、この記念の多い横手へ出た時、彼の眼は細長い 

(路次:ﾛｼﾞ)の一点に落ちた。そうして彼は日の通わない寒さの中にはた

と留まった。 

 彼の足元には黒塗の (蒔絵:ﾏｷｴ)の手文庫が放り出してあった。中味は

わざわざそこへ持って来て置いて行ったように、霜の上にちゃんと 

(据:ｽﾜ)っているが、 (蓋:ﾌﾀ)は二三尺離れて、 (塀:ﾍｲ)の根に打ちつけら

れたごとくに引っ繰り返って、中を張った (千代紙:ﾁﾖｶﾞﾐ)の模様が (判

然:ﾊｯｷﾘ)見えた。文庫の中から (洩:ﾓ)れた、手紙や書付類が、そこいら

に遠慮なく散らばっている中に、比較的長い一通がわざわざ二尺ばか

り広げられて、その先が紙屑のごとく丸めてあった。宗助は近づいて、

この (揉苦茶:ﾓﾐｸﾁｬ)になった紙の下を (覗:ﾉｿﾞ)いて覚えず苦笑した。下

には大便が垂れてあった。 
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 土の上に散らばっている書類を (一纏:ﾋﾄﾏﾄﾒ)にして、文庫の中へ入れ

て、霜と泥に汚れたまま宗助は勝手口まで持って来た。 (腰障子:ｺｼｼｮｳ

ｼﾞ)を開けて、清に 

「おいこれをちょっとそこへ置いてくれ」と渡すと、清は妙な顔をし

て、不思議そうにそれを受取った。御米は奥で座敷へ (払塵:ﾊﾀｷ)を掛け

ていた。宗助はそれから (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をして、玄関だの門の (辺:ｱﾀﾘ)

をよく見廻ったが、どこにも平常と異なる点は認められなかった。 

 宗助はようやく (家:ｳﾁ)へ入った。茶の間へ来て例の通り (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)

の前へ (坐:ｽﾜ)ったが、すぐ大きな声を出して御米を呼んだ。御米は、 

「起き抜けにどこへ行っていらしったの」と云いながら奥から出て来

た。 

「おい (昨夜:ﾕｳﾍﾞ)枕元で大きな音がしたのは、やっぱり夢じゃなかっ

たんだ。泥棒だよ。泥棒が坂井さんの (崖:ｶﾞｹ)の上から (宅:ｳﾁ)の庭へ

飛び下りた音だ。今裏へ回って見たら、この文庫が落ちていて、中に

はいっていた手紙なんぞが、むちゃくちゃに放り出してあった。おま

けに (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)まで置いて行った」 

 宗助は文庫の中から、二三通の手紙を出して御米に見せた。それに

は (皆:ﾐﾝﾅ)坂井の (名宛:ﾅｱﾃ)が書いてあった。御米は (吃驚:ﾋﾞｯｸﾘ)して

立膝のまま、 

「坂井さんじゃほかに何か取られたでしょうか」と聞いた。宗助は腕

組をして、 

「ことに (因:ﾖ)ると、まだ何かやられたね」と答えた。 

 夫婦はともかくもと云うので、文庫をそこへ置いたなり朝飯の (膳:

ｾﾞﾝ)に着いた。しかし (箸:ﾊｼ)を動かす (間:ﾏ)も泥棒の話は忘れなかっ

た。御米は自分の耳と頭のたしかな事を夫に誇った。宗助は耳と頭の

たしかでない事を幸福とした。 

「そうおっしゃるけれど、これが坂井さんでなくって、宅で御覧なさ

い。あなたみたように、ぐうぐう寝ていらしったら困るじゃないの」

と御米が宗助をやり込めた。 
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「なに、宅なんぞへ (這入:ﾊｲ)る (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)はないから大丈夫だ」と

宗助も口の減らない返事をした。 

 そこへ清が突然台所から顔を出して、 

「この間(拵:ｺｼﾗ)えた旦那様の (外套:ﾏﾝﾄ)でも取られようものなら、そ

れこそ騒ぎでございましたね。 (御宅:ｵｳﾁ)でなくって坂井さんだったか

ら、本当に結構でございます」と (真面目:ﾏｼﾞﾒ)に (悦:ﾖﾛｺﾋﾞ)の言葉を

述べたので、宗助も御米も少し (挨拶:ｱｲｻﾂ)に (窮:ｷｭｳ)した。 

 食事を済ましても、出勤の時刻にはまだだいぶ間があった。坂井で

は定めて騒いでるだろうと云うので、文庫は宗助が自分で持って行っ

てやる事にした。 (蒔絵:ﾏｷｴ)ではあるが、ただ黒地に (亀甲形:ｷｯｺｳｶﾞﾀ)

を (金:ｷﾝ)で置いただけの事で、別に大して金目の物とも思えなかった。

御米は (唐桟:ﾄｳｻﾞﾝ)の (風呂敷:ﾌﾛｼｷ)を出してそれを (包:ｸﾙ)んだ。風呂

敷が少し小さいので、 (四隅:ﾖｽﾐ)を (対:ﾑｺ)う同志(繋:ﾂﾅ)いで、真中に

こま結びを二つ (拵:ｺｼﾗ)えた。宗助がそれを (提:ｻ)げたところは、まる

で進物の菓子折のようであった。 

 座敷で見ればすぐ崖の上だが、表から廻ると、通りを半町ばかり来

て、坂を (上:ﾉﾎﾞ)って、また半町ほど逆に戻らなければ、坂井の門前へ

は出られなかった。宗助は石の上へ芝を盛って (扇骨木:ｶﾅﾒ)を (奇麗:ｷ

ﾚｲ)に植えつけた垣に沿うて門内に入った。 

  (家:ｲｴ)の内はむしろ静か過ぎるくらいしんとしていた。 (摺硝子:ｽﾘ

ｶﾞﾗｽ)の戸が (閉:ﾀ)ててある玄関へ来て、ベルを二三度押して見たが、

ベルが (利:ｷ)かないと見えて誰も出て来なかった。宗助は仕方なしに勝

手口へ廻った。



門《スピーチオ文庫》  82/229 

そこにも摺硝子の (嵌:ﾊ)まった (腰障子:ｺｼｼｮｳｼﾞ)が二枚閉ててあった。

中では器物を取り扱う音がした。宗助は戸を開けて、 (瓦斯七輪:ｶﾞｽｼﾁ

ﾘﾝ)を置いた板の間に (蹲踞:ｼｬｶﾞ)んでいる下女に (挨拶:ｱｲｻﾂ)をした。 

「これはこちらのでしょう。今朝(私:ﾜﾀｼ)の (家:ｳﾁ)の裏に落ちていまし

たから持って来ました」と云いながら、文庫を出した。 

 下女は「そうでございましたか、どうも」と簡単に礼を述べて、文

庫を持ったまま、板の間の仕切まで行って、 (仲働:ﾅｶﾊﾞﾀﾗｷ)らしい女を

呼び出した。そこで小声に説明をして、品物を渡すと、仲働はそれを

受取ったなり、ちょっと宗助の方を見たがすぐ奥へ入った。 (入:ｲ)れ 

(違:ﾁｶﾞｴ)に、十二三になる丸顔の眼の大きな女の子と、その妹らしい 

(揃:ｿﾛｲ)のリボンを (懸:ｶ)けた子がいっしょに (馳:ｶ)けて来て、小さい

首を二つ並べて台所へ出した。そうして宗助の顔を (眺:ﾅｶﾞ)めながら、

泥棒よと (耳語:ｻｻﾔｷ)やった。宗助は文庫を渡してしまえば、もう用が

済んだのだから、奥の挨拶はどうでもいいとして、すぐ帰ろうかと考

えた。 

「文庫は御宅のでしょうね。いいんでしょうね」と念を押して、 (何:ﾅ)

にも知らない下女を気の毒がらしているところへ、最前の仲働が出て

来て、 

「どうぞ御通り下さい」と (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に頭を下げたので、今度は宗助

の方が少し痛み入るようになった。下女はいよいよしとやかに同じ請

求を繰り返した。宗助は痛み入る境を通り越して、ついに迷惑を感じ

出した。ところへ主人が自分で出て来た。 

 主人は予想通り血色の好い (下膨:ｼﾓﾌﾞｸﾚ)の (福相:ﾌｸｿｳ)を (具:ｿﾅ)え

ていたが、御米の云ったように (髭:ﾋｹﾞ)のない男ではなかった。
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鼻の下に短かく刈り込んだのを生やして、ただ (頬:ﾎｵ)から (腮:ｱｺﾞ)を 

(奇麗:ｷﾚｲ)に (蒼:ｱｵ)くしていた。 

「いやどうもとんだ (御手数:ｺﾞﾃｶｽﾞ)で」と主人は (眼尻:ﾒｼﾞﾘ)に (皺:ｼ

ﾜ)を寄せながら礼を述べた。 (米沢:ﾖﾈｻﾞﾜ)の (絣:ｶｽﾘ)を着た (膝:ﾋｻﾞ)を

板の間に突いて、宗助からいろいろ様子を聞いている態度が、いかに

も (緩:ﾕｯ)くりしていた。宗助は (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)から今朝へかけての出来事

を一通り (掻:ｶ)い (撮:ﾂﾏ)んで話した上、文庫のほかに何か取られたも

のがあるかないかを尋ねて見た。主人は机の上に置いた金時計を一つ

取られた (由:ﾖｼ)を答えた。けれどもまるで (他:ﾋﾄ)のものでも (失:ﾅ)

くなした時のように、いっこう困ったと云う (気色:ｹｼｷ)はなかった。時

計よりはむしろ宗助の叙述の方に多くの興味を (有:ﾓ)って、泥棒が果し

て崖を伝って裏から逃げるつもりだったろうか、または逃げる (拍子:ﾋ

ｮｳｼ)に、崖から落ちたものだろうかと云うような質問を掛けた。宗助は 

(固:ﾓﾄ)より返答ができなかった。 

 そこへ最前の仲働が、奥から茶や (莨:ﾀﾊﾞｺ)を運んで来たので、宗助

はまた帰りはぐれた。主人はわざわざ (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)まで取り寄せて、

とうとうその上へ宗助の尻を (据:ｽ)えさした。そうして (今朝:ｹｻ)早く

来た刑事の話をし始めた。刑事の判定によると、賊は (宵:ﾖｲ)から邸内

に忍び込んで、何でも物置かなぞに隠れていたに違ない。 (這入口:ﾊｲﾘ

ｸﾁ)はやはり勝手である。 
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 (燐寸:ﾏｯﾁ)を (擦:ｽ)って (蝋燭:ﾛｳｿｸ)を (点:ﾄﾓ)して、それを台所にあっ

た (小桶:ｺｵｹ)の中へ立てて、茶の間へ出たが、次の部屋には細君と子供

が寝ているので、廊下伝いに主人の書斎へ来て、そこで仕事をしてい

ると、この間生れた末の男の子が、乳を (呑:ﾉ)む時刻が来たものか、眼

を (覚:ｻ)まして泣き出したため、賊は書斎の戸を開けて庭へ逃げたらし

い。 

「 (平常:ｲﾂﾓ)のように犬がいると好かったんですがね。あいにく病気な

ので、四五日前病院へ入れてしまったもんですから」と主人は残念が

った。宗助も、 

「それは惜しい事でした」と答えた。すると主人はその犬の (種:ﾌﾞﾘｰﾄﾞ)

やら血統やら、時々 (猟:ｶﾘ)に連れて行く事や、いろいろな事を話し始

めた。 

「 (猟:ﾘｮｳ)は好ですから。もっとも近来は神経痛で少し休んでいますが。

何しろ秋口から冬へ掛けて (鴫:ｼｷﾞ)なぞを打ちに行くと、どうしても腰

から下は田の中へ (浸:ﾂｶ)って、二時間も三時間も暮らさなければなら

ないんですから、全く (身体:ｶﾗﾀﾞ)には好くないようです」 

 主人は時間に制限のない人と見えて、宗助が、なるほどとか、そう

ですか、とか云っていると、いつまでも話しているので、宗助はやむ

を得ず中途で立ち上がった。 

「これからまた例の通り出かけなければなりませんから」と切り上げ

ると、主人は始めて気がついたように、忙がしいところを引き留めた

失礼を謝した。そうしていずれまた刑事が現状を見に行くかも知れな

いから、その時はよろしく願うと云うような事を述べた。最後に、 

「どうかちと御話に。私も近頃はむしろ (閑:ﾋﾏ)な方ですから、また御

邪魔に出ますから」と (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に挨拶をした。門を出て急ぎ足に (宅:

ｳﾁ)へ帰ると、毎朝出る時刻よりも、もう三十分ほど後れていた。 
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「あなたどうなすったの」と御米が気を (揉:ﾓ)んで玄関へ出た。宗助は

すぐ着物を脱いで洋服に着換えながら、 

「あの坂井と云う人はよっぽど気楽な人だね。金があるとああ (緩:ﾕｯ)

くりできるもんかな」と云った。 

 

八 

 

「 (小六:ｺﾛｸ)さん、茶の間から始めて。それとも座敷の方を先にして」

と (御米:ｵﾖﾈ)が聞いた。 

 小六は四五日前とうとう兄の所へ引き移った結果として、今日の (障

子:ｼｮｳｼﾞ)の (張替:ﾊﾘｶｴ)を手伝わなければならない事となった。彼は 

(昔:ﾑｶ)し叔父の家にいた時、 (安之助:ﾔｽﾉｽｹ)といっしょになって、自分

の部屋の (唐紙:ｶﾗｶﾐ)を張り替えた経験がある。その時は (糊:ﾉﾘ)を盆に 

(溶:ﾄ)いたり、 (箆:ﾍﾗ)を使って見たり、だいぶ本式にやり出したが、首

尾好く乾かして、いざ元の所へ建てるという段になると、二枚とも (反:

ｿ)っ (繰:ｸ)り返って敷居の (溝:ﾐｿﾞ)へ (嵌:ﾊ)まらなかった。それからこ

れも安之助と共同して失敗した仕事であるが、叔母の云いつけで、障

子を張らせられたときには、水道でざぶざぶ (枠:ﾜｸ)を洗ったため、や

っぱり乾いた後で、 (惣体:ｿｳﾀｲ)に (歪:ﾕｶﾞﾐ)ができて非常に困難した。 

「姉さん、障子を張るときは、よほど慎重にしないと (失策:ｼｸｼﾞ)るで

す。洗っちゃ駄目ですぜ」と云いながら、小六は茶の間の (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)

からびりびり破き始めた。 

 縁先は右の方に小六のいる六畳が折れ曲って、左には玄関が突き出

している。その向うを (塀:ﾍｲ)が縁と平行に (塞:ﾌｻ)いでいるから、まあ

四角な (囲内:ｶｺｲｳﾁ)と云っていい。
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夏になるとコスモスを一面に茂らして、夫婦とも毎朝露の深い (景色:ｹ

ｼｷ)を喜んだ事もあるし、また塀の下へ細い竹を立てて、それへ朝顔を 

(絡:ｶﾗ)ませた事もある。その時は起き抜けに、今朝咲いた花の数を (勘

定:ｶﾝｼﾞｮｳ)し合って二人が (楽:ﾀﾉｼﾐ)にした。けれども秋から冬へかけて

は、花も草もまるで枯れてしまうので、小さな (砂漠:ｻﾊﾞｸ)みたように、 

(眺:ﾅｶﾞ)めるのも気の毒なくらい (淋:ｻﾋﾞ)しくなる。小六はこの (霜:ｼﾓ)

ばかり降りた四角な地面を背にして、しきりに障子の紙を (剥:ﾊ)がして

いた。 

 時々寒い風が来て、 (後:ｳｼﾛ)から小六の坊主頭と (襟:ｴﾘ)の (辺:ｱﾀﾘ)

を (襲:ｵｿ)った。そのたびに彼は (吹:ﾌ)き (曝:ｻﾗ)しの縁から六畳の中へ

引っ込みたくなった。彼は赤い手を無言のまま働らかしながら、 (馬尻:

ﾊﾞｹﾂ)の中で (雑巾:ｿﾞｳｷﾝ)を (絞:ｼﾎﾞ)って障子の (桟:ｻﾝ)を拭き出した。 

「寒いでしょう、御気の毒さまね。あいにく御天気が (時雨:ｼｸﾞ)れたも

んだから」と御米が (愛想:ｱｲｿ)を云って、 (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)の湯を (注:ﾂ)

ぎ (注:ﾂ)ぎ、 (昨日:ｷﾉｳ)煮た (糊:ﾉﾘ)を溶いた。 

 小六は実際こんな用をするのを、内心では大いに (軽蔑:ｹｲﾍﾞﾂ)してい

た。ことに昨今自分がやむなく置かれた境遇からして、この際多少自

己を侮辱しているかの観を (抱:ｲﾀﾞ)いて雑巾を手にしていた。
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昔し叔父の家で、これと同じ事をやらせられた時は、 (暇潰:ﾋﾏﾂﾌﾞ)しの

慰みとして、不愉快どころかかえって面白かった記憶さえあるのに、

今じゃこのくらいな仕事よりほかにする能力のないものと、強いて周

囲から (諦:ｱｷﾗ)めさせられたような気がして、縁側の寒いのがなおのこ

と (癪:ｼｬｸ)に触った。 

 それで (嫂:ｱﾆﾖﾒ)には快よい返事さえ (碌:ﾛｸ)にしなかった。そうして

頭の中で、自分の下宿にいた法科大学生が、ちょっと散歩に出るつい

でに、資生堂へ寄って、三つ入りの (石鹸:ｼｬﾎﾞﾝ)と歯磨を買うのにさえ、

五円近くの金を払う (華奢:ｶｼｬ)を思い浮べた。するとどうしても自分一

人が、こんな窮境に (陥:ｵﾁｲ)るべき理由がないように感ぜられた。それ

から、こんな生活状態に甘んじて一生を送る兄夫婦がいかにも (憫然:ﾌ

ﾋﾞﾝ)に見えた。彼らは障子を張る (美濃紙:ﾐﾉｶﾞﾐ)を買うのにさえ (気兼:

ｷｶﾞﾈ)をしやしまいかと思われるほど、小六から見ると、消極的な暮し

方をしていた。 

「こんな紙じゃ、またすぐ破けますね」と云いながら、小六は巻いた

小口を一尺ほど日に (透:ｽ)かして、二三度力任せに鳴らした。 

「そう？ でも (宅:ｳﾁ)じゃ小供がないから、それほどでもなくってよ」

と答えた御米は糊を含ました (刷毛:ﾊｹ)を取ってとんとんとんと桟の上

を渡した。 

 二人は長く (継:ﾂ)いだ紙を双方から引き合って、なるべく (垂:ﾀ)るみ

のできないように (力:ﾂﾄ)めたが、小六が時々面倒臭そうな顔をすると、

御米はつい遠慮が出て、 (好加減:ｲｲｶｹﾞﾝ)に (髪剃:ｶﾐｿﾘ)で小口を切り落

してしまう事もあった。したがってでき上ったものには、所々のぶく

ぶくがだいぶ目についた。
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御米は (情:ﾅｻｹ)なさそうに、戸袋に立て (懸:ｶ)けた張り立ての障子を 

(眺:ﾅｶﾞ)めた。そうして心の (中:ｳﾁ)で、相手が小六でなくって、夫であ

ったならと思った。 

「 (皺:ｼﾜ)が少しできたのね」 

「どうせ僕の (御手際:ｵﾃｷﾞﾜ)じゃ (旨:ｳﾏ)く行かない」 

「なに兄さんだって、そう御上手じゃなくってよ。それに兄さんはあ

なたよりよっぽど (無精:ﾌﾞｼｮｳ)ね」 

 小六は何にも答えなかった。台所から (清:ｷﾖ)が持って来た (含嗽茶

碗:ｳｶﾞｲﾁﾞｬﾜﾝ)を受け取って、戸袋の前へ立って、紙が一面に (濡:ﾇ)れる

ほど霧を吹いた。二枚目を張ったときは、先に霧を吹いた分がほぼ乾

いて (皺:ｼﾜ)がおおかた平らになっていた。三枚目を張ったとき、小六

は腰が痛くなったと云い出した。実を云うと御米の方は (今朝:ｹｻ)から

頭が痛かったのである。 

「もう一枚張って、茶の間だけ済ましてから休みましょう」と云った。 

 茶の間を済ましているうちに (午:ﾋﾙ)になったので、二人は食事を始

めた。小六が引き移ってからこの (四五日:ｼｺﾞﾝﾁ)、御米は (宗助:ｿｳｽｹ)

のいない (午飯:ﾋﾙﾊﾝ)を、いつも小六と (差向:ｻｼﾑｶｲ)で食べる事になっ

た。宗助といっしょになって以来、御米の毎日(膳:ｾﾞﾝ)を共にしたもの

は、夫よりほかになかった。夫の留守の時は、ただ (独:ﾋﾄ)り (箸:ﾊｼ)

を (執:ﾄ)るのが多年の (習慣:ﾅﾗﾜｼ)であった。だから突然この (小舅:ｺｼﾞ

ｭｳﾄ)と自分の間に (御櫃:ｵﾊﾁ)を置いて、互に顔を見合せながら、口を動

かすのが、御米に取っては一種(異:ｲ)な経験であった。それも下女が台

所で働らいているときは、まだしもだが、清の影も音もしないとなる

と、なおのこと変に窮屈な感じが起った。
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無論小六よりも御米の方が年上であるし、また従来の関係から云って

も、両性を (絡:ｶﾗ)みつける (艶:ﾂﾔ)っぽい空気は、 (箝束的:ｹﾝｿｸﾃｷ)な

初期においてすら、二人の間に起り得べきはずのものではなかった。

御米は小六と (差向:ｻｼﾑｶｲ)に膳に着くときのこの気ぶっせいな心持が、

いつになったら消えるだろうと、心の (中:ｳﾁ)で (私:ﾋｿｶ)に疑ぐった。

小六が引き移るまでは、こんな結果が出ようとは、まるで気がつかな

かったのだからなおさら当惑した。仕方がないからなるべく食事中に

話をして、せめて (手持無沙汰:ﾃﾓﾁﾌﾞｻﾀ)な (隙間:ｽｷﾏ)だけでも補おうと 

(力:ﾂﾄ)めた。不幸にして今の小六は、この (嫂:ｱﾆﾖﾒ)の態度に対してほ

どの好い調子を出すだけの余裕と (分別:ﾌﾝﾍﾞﾂ)を頭の中に発見し得な

かったのである。 

「小六さん、下宿は (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)があって」 

 こんな質問に逢うと、小六は下宿から遊びに来た時分のように、 (淡

泊:ﾀﾝﾊﾟｸ)な遠慮のない答をする訳に行かなくなった。やむを得ず、 

「なにそうでもありません」ぐらいにしておくと、その語気がからり

と澄んでいないので、御米の方では、自分の待遇が悪いせいかと解釈

する事もあった。それがまた無言の (間:ｱｲﾀﾞ)に、小六の頭に映る事も

あった。 

 ことに今日は頭の具合が好くないので、膳に向っても、御米はいつ

ものように (力:ﾂﾄ)めるのが (退儀:ﾀｲｷﾞ)であった。 (力:ﾂﾄ)めて失敗す

るのはなお (厭:ｲﾔ)であった。それで二人とも (障子:ｼｮｳｼﾞ)を張るとき

よりも言葉少なに食事を済ました。 

 午後は手が (慣:ﾅ)れたせいか、朝に比べると仕事が少し (果取:ﾊｶﾄﾞ)

った。しかし二人の気分は飯前よりもかえって縁遠くなった。ことに

寒い天気が二人の頭に (応:ｺﾀ)えた。
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起きた時は、日を (載:ﾉ)せた空がしだいに (遠退:ﾄｵﾉ)いて行くかと思わ

れるほどに、好く晴れていたが、それが (真蒼:ﾏｯｻｵ)に色づく頃から急

に雲が出て、暗い中で (粉雪:ｺﾕｷ)でも (醸:ｶﾓ)しているように、日の目

を密封した。二人は (交:ｶﾜ)る (交:ｶﾞﾜ)る火鉢に手を (翳:ｶｻﾞ)した。 

「兄さんは来年になると月給が上がるんでしょう」 

 ふと小六がこんな問を御米にかけた。御米はその時畳の上の (紙片:ｶ

ﾐｷﾞﾚ)を取って、糊に (汚:ﾖｺﾞ)れた手を拭いていたが、全く思も寄らな

いという顔をした。 

「どうして」 

「でも新聞で見ると、来年から一般に官吏の増俸があると云う話じゃ

ありませんか」 

 御米はそんな消息を全く知らなかった。小六から詳しい説明を聞い

て、始めてなるほどと (首肯:ｳﾅｽﾞ)いた。 

「全くね。これじゃ誰だって、やって行けないわ。 (御肴:ｵｻｶﾅ)の切身

なんか、 (私:ﾜﾀｼ)が東京へ来てからでも、もう倍になってるんですもの」

と云った。肴の切身の値段になると小六の方が全く無識であった。御

米に注意されて始めてそれほどむやみに高くなるものかと思った。 

 小六にちょっとした好奇心の出たため、二人の会話は存外素直に流

れて行った。御米は裏の家主の十八九時代に物価の大変安かった話を、

この間宗助から聞いた通り繰り返した。その時分は (蕎麦:ｿﾊﾞ)を食うに

しても、 (盛:ﾓﾘ)かけが八厘、 (種:ﾀﾈ)ものが二銭五厘であった。牛肉は 

(普通:ﾅﾐ)が (一人前:ｲﾁﾆﾝﾏｴ)四銭で、ロースは六銭であった。 (寄席:ﾖｾ)

は三銭か四銭であった。学生は月に七円ぐらい国から (貰:ﾓﾗ)えば (中:

ﾁｭｳ)の部であった。十円も取るとすでに (贅沢:ｾﾞｲﾀｸ)と思われた。 
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「小六さんも、その時分だと訳なく大学が卒業できたのにね」と御米

が云った。 

「兄さんもその時分だと大変暮しやすい訳ですね」と小六が答えた。 

 座敷の (張易:ﾊﾘｶｴ)が済んだときにはもう三時過になった。そうこう

しているうちには、宗助も帰って来るし、晩の (支度:ｼﾀｸ)も始めなくっ

てはならないので、二人はこれを一段落として、糊や (髪剃:ｶﾐｿﾘ)を片

づけた。小六は大きな (伸:ﾉﾋﾞ)を一つして、 (握:ﾆｷﾞ)り (拳:ｺﾌﾞｼ)で自

分の頭をこんこんと (叩:ﾀﾀ)いた。 

「どうも御苦労さま。疲れたでしょう」と御米は小六を (労:ｲﾀ)わった。

小六はそれよりも (口淋:ｸﾁｻﾑ)しい思がした。この間文庫を届けてやっ

た礼に、坂井からくれたと云う菓子を、 (戸棚:ﾄﾀﾞﾅ)から出して貰って

食べた。御米は御茶を入れた。 

「坂井と云う人は大学出なんですか」 

「ええ、やっぱりそうなんですって」 

 小六は茶を飲んで (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を吹いた。やがて、 

「兄さんは増俸の事をまだあなたに話さないんですか」と聞いた。 

「いいえ、ちっとも」と御米が答えた。 

「兄さんみたようになれたら好いだろうな。不平も何もなくって」 

 御米は特別の (挨拶:ｱｲｻﾂ)もしなかった。小六はそのまま (起:ﾀ)って

六畳へ (這入:ﾊｲ)ったが、やがて火が消えたと云って、火鉢を (抱:ｶｶ)

えてまた出て来た。彼は兄の (家:ｲｴ)に (厄介:ﾔｯｶｲ)になりながら、もう

少し立てば都合がつくだろうと慰めた安之助の言葉を信じて、学校は 

(表向:ｵﾓﾃﾑｷ)休学の (体:ﾃｲ)にして一時の始末をつけたのである。 

 

九 

 

 裏の坂井と (宗助:ｿｳｽｹ)とは文庫が縁になって思わぬ関係がついた。
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それまでは月に一度こちらから (清:ｷﾖ)に家賃を持たしてやると、 (向:

ﾑｺｳ)からその受取を寄こすだけの交渉に過ぎなかったのだから、 (崖:ｶﾞ

ｹ)の上に西洋人が住んでいると同様で、隣人としての親みは、まるで存

在していなかったのである。 

 宗助が文庫を届けた日の午後に、坂井の云った通り、刑事が宗助の

家の裏手から崖下を (検:ｼﾗ)べに来たが、その時坂井もいっしょだった

ので、 (御米:ｵﾖﾈ)は始めて (噂:ｳﾜｻ)に聞いた家主の顔を見た。 (髭:ﾋｹﾞ)

のないと思ったのに、髭を生やしているのと、自分なぞに対しても、

存外(丁寧:ﾃｲﾈｲ)な言葉を使うのが、御米には少し案外であった。 

「あなた、坂井さんはやっぱり髭を生やしていてよ」と宗助が帰った

とき、御米はわざわざ注意した。 

 それから二日ばかりして、坂井の名刺を添えた立派な菓子折を持っ

て、下女が礼に来たが、せんだってはいろいろ御世話になりまして、

ありがとう存じます、いずれ主人が自身に伺うはずでございますがと

云いおいて、帰って行った。 

 その晩宗助は到来の菓子折の (葢:ﾌﾀ)を開けて、 (唐饅頭:ﾄｳﾏﾝｼﾞｭｳ)

を (頬張:ﾎｵﾊﾞ)りながら、 

「こんなものをくれるところをもって見ると、それほど (吝:ｹﾁ)でもな

いようだね。 (他:ﾋﾄ)の (家:ｳﾁ)の子をブランコへ乗せてやらないって云

うのは嘘だろう」と云った。御米も、 

「きっと嘘よ」と坂井を弁護した。 

 夫婦と坂井とは泥棒の (這入:ﾊｲ)らない前より、これだけ親しみの度

が増したようなものの、それ以上に接近しようと云う念は、宗助の頭

にも、御米の胸にも宿らなかった。利害の打算から云えば無論の事、

単に隣人の交際とか (情誼:ｼﾞｮｳｷﾞ)とか云う点から見ても、夫婦はこれ

よりも前進する勇気を (有:ﾓ)たなかったのである。
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もし自然がこのままに (無為:ﾑｲ)の月日を (駆:ｶ)ったなら、久しからぬ

うちに、坂井は昔の坂井になり、宗助は元の宗助になって、崖の上と

崖の下に互の家が (懸:ｶ)け (隔:ﾍﾀﾞﾀ)るごとく、互の心も離れ離れにな

ったに違なかった。 

 ところがそれからまた二日置いて、三日目の暮れ方に、 (獺:ｶﾜｳｿ)の 

(襟:ｴﾘ)の着いた暖かそうな (外套:ﾏﾝﾄ)を着て、突然坂井が宗助の所へや

って来た。夜間客に (襲:ｵｿ)われつけない夫婦は、軽微の (狼狽:ﾛｳﾊﾞｲ)

を感じたくらい驚ろかされたが、座敷へ上げて話して見ると、坂井は

丁寧に先日の礼を述べた (後:ﾉﾁ)、 

「御蔭で取られた品物がまた戻りましたよ」と云いながら、 (白縮緬:ｼ

ﾛﾁﾘﾒﾝ)の (兵児帯:ﾍｺｵﾋﾞ)に巻き付けた金鎖を (外:ﾊｽﾞ)して、 (両葢:ﾘｮｳ

ﾌﾞﾀ)の金時計を出して見せた。 

 規則だから警察へ届ける事は届けたが、実はだいぶ古い時計なので、

取られてもそれほど惜しくもないぐらいに (諦:ｱｷ)らめていたら、 (昨

日:ｷﾉｳ)になって、突然差出人の不明な小包が着いて、その中にちゃん

と自分の (失:ﾅ)くしたのが (包:ｸﾙ)んであったんだと云う。 

「泥棒も持ち扱かったんでしょう。それとも余り金にならないんで、

やむを得ず返してくれる気になったんですかね。何しろ珍らしい事で」

と坂井は笑っていた。それから、 

「何私から云うと、実はあの文庫の方がむしろ大切な品でしてね。 (祖

母:ﾊﾞﾊﾞ)が昔し御殿へ勤めていた時分、 (戴:ｲﾀﾀﾞ)いたんだとか云って、

まあ (記念:ｶﾀﾐ)のようなものですから」と云うような事も説明して聞か

した。 
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 その晩坂井はそんな話を約二時間もして帰って行ったが、相手にな

った宗助も、茶の間で聞いていた御米も、大変談話の材料に富んだ人

だと思わぬ訳に行かなかった。 (後:ｱﾄ)で、 

「世間の広い (方:ｶﾀ)ね」と御米が評した。 

「 (閑:ﾋﾏ)だからさ」と宗助が解釈した。 

 次の日宗助が役所の帰りがけに、電車を降りて横町の道具屋の前ま

で来ると、例の (獺:ｶﾜｳｿ)の (襟:ｴﾘ)を着けた坂井の (外套:ﾏﾝﾄ)がちょっ

と眼に着いた。横顔を往来の方へ向けて、主人を相手に何か云ってい

る。主人は大きな眼鏡を掛けたまま、下から坂井の顔を見上げている。

宗助は (挨拶:ｱｲｻﾂ)をすべき折でもないと思ったから、そのまま行き過

ぎようとして、店の正面まで来ると、坂井の眼が往来へ向いた。 

「やあ昨夜は。今御帰りですか」と気軽に声をかけられたので、宗助

も (愛想:ｱｲｿ)なく通り過ぎる訳にも行かなくなって、ちょっと歩調を 

(緩:ﾕﾙ)めながら、帽子を取った。すると坂井は、用はもう済んだと云う

風をして、店から出て来た。 

「何か御求めですか」と宗助が聞くと、 

「いえ、何」と答えたまま、宗助と並んで (家:ｳﾁ)の方へ歩き出した。

六七間来たとき、 

「あの (爺:ｼﾞｼﾞ)い、なかなか (猾:ｽﾞﾙ)い奴ですよ。 (崋山:ｶｻﾞﾝ)の (偽

物:ﾆｾﾓﾉ)を持って来て (押付:ｵｯﾂｹ)ようとしやがるから、今叱りつけてや

ったんです」と云い出した。宗助は始めて、この坂井も (余裕:ﾖﾕｳ)ある

人に共通な (好事:ｺｳｽﾞ)を道楽にしているのだと心づいた。そうしてこ

の間売り払った (抱一:ﾎｳｲﾂ)の (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)も、最初からこう云う人に

見せたら、好かったろうにと、腹の中で考えた。 

「あれは書画には明るい男なんですか」 

「なに書画どころか、まるで何も分らない奴です。あの店の様子を見

ても分るじゃありませんか。 
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 (骨董:ｺｯﾄｳ)らしいものは一つも並んでいやしない。もとが (紙屑屋:ｶﾐ

ｸｽﾞﾔ)から出世してあれだけになったんですからね」 

 坂井は道具屋の (素性:ｽｼﾞｮｳ)をよく知っていた。 (出入:ﾃﾞｲﾘ)の八百

屋の (阿爺:ｵﾔｼﾞ)の話によると、坂井の家は旧幕の頃何とかの (守:ｶﾐ)

と名乗ったもので、この (界隈:ｶｲﾜｲ)では一番古い (門閥家:ﾓﾝﾊﾞﾂｶ)なの

だそうである。 (瓦解:ｶﾞｶｲ)の際、 (駿府:ｽﾝﾌﾟ)へ引き上げなかったんだ

とか、あるいは引き上げてまた出て来たんだとか云う事も耳にしたよ

うであるが、それは (判然:ﾊｯｷﾘ)宗助の頭に残っていなかった。 

「小さい内から (悪戯:ｲﾀｽﾞﾗ)ものでね。あいつが (餓鬼大将:ｶﾞｷﾀﾞｲｼｮｳ)

になってよく (喧嘩:ｹﾝｶ)をしに行った事がありますよ」と坂井は御互の

子供の時の事まで一口(洩:ﾓ)らした。それがまたどうして崋山の (贋物:

ﾆｾﾓﾉ)を売り込もうと (巧:ﾀｸ)んだのかと聞くと、坂井は笑って、こう説

明した。―― 

「なに (親父:ｵﾔｼﾞ)の代から (贔屓:ﾋｲｷ)にしてやってるものですから、

時々 (何:ﾅﾝ)だ (蚊:ｶ)だって持って来るんです。ところが眼も (利:ｷ)か

ない癖に、ただ慾ばりたがってね、まことに取扱い (悪:ﾆｸ)い (代物:ｼﾛ

ﾓﾉ)です。それについこの間抱一の屏風を買って貰って、味を占めたん

でね」 

 宗助は驚ろいた。けれども話の途中を (遮:ｻｴ)ぎる訳に行かなかった

ので、黙っていた。坂井は道具屋がそれ以来乗気になって、自身に分

りもしない書画類をしきりに持ち込んで来る事やら、大坂出来の (高麗

焼:ｺｳﾗｲﾔｷ)を本物だと思って、大事に飾っておいた事やら話した末、 
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「まあ (台所:ﾀﾞｲﾄﾞｺ)で使う (食卓:ﾁｬﾌﾞﾀﾞｲ)か、たかだか (新:ｱﾗ)の (鉄

瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)ぐらいしか、あんな所じゃ買えたもんじゃありません」と云

った。 

 そのうち二人は坂の上へ出た。坂井はそこを右へ曲る、宗助はそこ

を下へ下りなければならなかった。宗助はもう少しいっしょに歩いて、 

(屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)の事を聞きたかったが、わざわざ (回:ﾏﾜ)り (路:ﾐﾁ)をする

のも変だと心づいて、それなり分れた。分れる時、 

「近い (中:ｳﾁ)御邪魔に出てもようございますか」と聞くと、坂井は、 

「どうぞ」と快よく答えた。 

 その日は風もなくひとしきり日も照ったが、 (家:ｳﾁ)にいると (底冷:

ｿｺﾋﾞｴ)のする寒さに (襲:ｵｿ)われるとか云って、御米はわざわざ (置炬

燵:ｵｷｺﾞﾀﾂ)に宗助の着物を掛けて、それを座敷の真中に (据:ｽ)えて、夫

の帰りを待ち受けていた。 

 この冬になって、昼のうち (炬燵:ｺﾀﾂ)を (拵:ｺｼ)らえたのは、その日

が始めてであった。夜は (疾:ﾄ)うから用いていたが、いつも六畳に置く

だけであった。 

「座敷の真中にそんなものを据えて、今日はどうしたんだい」 

「でも、御客も何もないからいいでしょう。だって六畳の方は (小六:ｺ

ﾛｸ)さんがいて、 (塞:ﾌｻ)がっているんですもの」 

 宗助は始めて自分の家に小六のいる事に気がついた。 (襯衣:ｼｬﾂ)の上

から暖かい (紡績織:ﾎﾞｳｾｷｵﾘ)を掛けて貰って、帯をぐるぐる巻きつけた

が、 

「ここは寒帯だから炬燵でも置かなくっちゃ (凌:ｼﾉ)げない」と云った。

小六の部屋になった六畳は、畳こそ (奇麗:ｷﾚｲ)でないが、南と東が (開:

ｱ)いていて、 (家中:ｳﾁｼﾞｭｳ)で一番暖かい部屋なのである。 

 宗助は御米の (汲:ｸ)んで来た熱い茶を (湯呑:ﾕﾉﾐ)から二口ほど飲ん

で、 

「小六はいるのかい」と聞いた。小六は (固:ﾓﾄ)よりいたはずである。
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けれども六畳はひっそりして人のいるようにも思われなかった。御米

が呼びに立とうとするのを、用はないからいいと留めたまま、宗助は

炬燵(蒲団:ﾌﾞﾄﾝ)の中へ (潜:ﾓｸﾞ)り込んで、すぐ横になった。 (一方口:ｲ

ｯﾎﾟｳｸﾞﾁ)に崖を控えている座敷には、もう暮方の色が (萌:ｷｻﾞ)していた。

宗助は手枕をして、何を考えるともなく、ただこの暗く狭い (景色:ｹｼｷ)

を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。すると御米と清が台所で働く音が、自分に関係の

ない隣の人の活動のごとくに聞えた。そのうち、障子だけがただ薄白

く宗助の眼に映るように、部屋の中が暮れて来た。彼はそれでもじっ

として動かずにいた。声を出して (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)の催促もしなかった。 

 彼が暗い所から出て、 (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)の (膳:ｾﾞﾝ)に着いた時は、小六も

六畳から出て来て、兄の向うに (坐:ｽﾜ)った。御米は忙しいので、つい

忘れたと云って、座敷の戸を (締:ｼ)めに立った。宗助は弟に夕方になっ

たら、ちと (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)を (点:ﾂ)けるとか、戸を (閉:ﾀ)てるとかして、 

(忙:ｾﾜ)しい姉の手伝でもしたら好かろうと注意したかったが、昨今引き

移ったばかりのものに、気まずい事を云うのも悪かろうと思ってやめ

た。 

 御米が座敷から帰って来るのを待って、兄弟は始めて茶碗に手を着

けた。その時宗助はようやく今日役所の帰りがけに、道具屋の前で坂

井に逢った事と、坂井があの大きな (眼鏡:ﾒｶﾞﾈ)を掛けている道具屋か

ら、 (抱一:ﾎｳｲﾂ)の (屏風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)を買ったと云う話をした。御米は、 

「まあ」と云ったなり、しばらく宗助の顔を見ていた。 

「じゃきっとあれよ。きっとあれに違ないわね」 

 小六は始めのうち何にも口を出さなかったが、だんだん兄夫婦の話

を聞いているうちに、ほぼ関係が (明暸:ﾒｲﾘｮｳ)になったので、 

「全体いくらで売ったのです」と聞いた。
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御米は返事をする前にちょっと夫の顔を見た。 

 食事が終ると、小六はじきに六畳へ (這入:ﾊｲ)った。宗助はまた (炬

燵:ｺﾀﾂ)へ帰った。しばらくして御米も足を (温:ﾇｸ)めに来た。そうして

次の土曜か日曜には坂井へ行って、一つ屏風を見て来たらいいだろう

と云うような事を話し合った。 

 次の日曜になると、宗助は例の通り一週に (一返:ｲｯﾍﾟﾝ)の (楽寝:ﾗｸﾈ)

を貪ぼったため、 (午前:ﾋﾙﾏｴ)半日をとうとう (空:ｸｳ)に (潰:ﾂﾌﾞ)してし

まった。御米はまた頭が重いとか云って、 (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の (縁:ﾌﾁ)に (倚:

ﾖ)りかかって、何をするのも (懶:ﾓﾉｳ)そうに見えた。こんな時に六畳が 

(空:ｱ)いていれば、朝からでも引込む場所があるのにと思うと、宗助は

小六に六畳をあてがった事が、間接に御米の避難場を取り上げたと同

じ結果に (陥:ｵﾁｲ)るので、ことに済まないような気がした。 

 心持が悪ければ、座敷へ床を敷いて寝たら好かろうと注意しても、

御米は遠慮して容易に応じなかった。それではまた炬燵でも (拵:ｺｼﾗ)

えたらどうだ、自分も当るからと云って、とうとう (櫓:ﾔｸﾞﾗ)と (掛蒲

団:ｶｹﾌﾞﾄﾝ)を (清:ｷﾖ)に云いつけて、座敷へ運ばした。 

 小六は宗助が起きる少し前に、どこかへ出て行って、 (今朝:ｹｻ)は顔

さえ見せなかった。宗助は御米に向って別段その行先を聞き (糺:ﾀﾀﾞ)

しもしなかった。この頃では小六に関係した事を云い出して、御米に

その返事をさせるのが、気の毒になって来た。御米の方から、進んで

弟の (讒訴:ｻﾞﾝｿ)でもするようだと、叱るにしろ、慰さめるにしろ、か

えって始末が好いと考える時もあった。 

  (午:ﾋﾙ)になっても御米は炬燵から出なかった。
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宗助はいっそ静かに寝かしておく方が (身体:ｶﾗﾀﾞ)のためによかろうと

思ったので、そっと台所へ出て、清にちょっと上の坂井まで行ってく

るからと告げて、不断着の上へ、 (袂:ﾀﾓﾄ)の出る短いインヴァネスを 

(纏:ﾏﾄ)って表へ出た。 

 今まで陰気な (室:ﾍﾔ)にいた (所為:ｾｲ)か、 (通:ﾄｵﾘ)へ来ると急にから

りと気が晴れた。肌の筋肉が寒い風に抵抗して、一時に緊縮するよう

な冬の心持の鋭どく出るうちに、ある快感を覚えたので、宗助は御米

もああ (家:ｳﾁ)にばかり置いては (善:ﾖ)くない、気候が好くなったら、

ちと戸外の空気を呼吸させるようにしてやらなくては毒だと思いなが

ら歩いた。 

 坂井の家の門を入ったら、玄関と勝手口の仕切になっている (生垣:ｲ

ｹｶﾞｷ)の目に、冬に似合わないぱっとした赤いものが見えた。 (傍:ｿﾊﾞ)

へ寄ってわざわざ (検:ｼﾗ)べると、それは人形に掛ける小さい夜具であ

った。細い竹を (袖:ｿﾃﾞ)に通して、落ちないように、 (扇骨木:ｶﾅﾒ)の枝

に寄せ掛けた (手際:ﾃｷﾞﾜ)が、いかにも女の子の (所作:ｼｮｻ)らしく (殊

勝:ｼｭｼｮｳ)に思われた。こう云う (悪戯:ｲﾀｽﾞﾗ)をする年頃の娘は (固:ﾓﾄ)

よりの事、子供と云う子供を育て上げた経験のない宗助は、この小さ

い赤い夜具の尋常に日に干してある有様をしばらく立って (眺:ﾅｶﾞ)め

ていた。そうして二十年も昔に父母が、死んだ (妹:ｲﾓﾄ)のために飾った、

赤い (雛段:ﾋﾅﾀﾞﾝ)と (五人囃:ｺﾞﾆﾝﾊﾞﾔｼ)と、模様の美くしい干菓子と、

それから甘いようで (辛:ｶﾗ)い白酒を思い出した。 

 坂井の主人は在宅ではあったけれども、食事中だと云うので、しば

らく待たせられた。
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宗助は座に着くや否や、隣の (室:ﾍﾔ)で小さい夜具を干した人達の騒ぐ

声を耳にした。下女が茶を運ぶために (襖:ﾌｽﾏ)を開けると、襖の影から

大きな眼が四つほどすでに宗助を (覗:ﾉｿﾞ)いていた。火鉢を持って出る

と、その (後:ｱﾄ)からまた違った顔が見えた。始めてのせいか、襖の (開

閉:ｱｹﾀﾃ)のたびに出る顔がことごとく違っていて、子供の数が何人ある

か分らないように思われた。ようやく下女が (退:ｻ)がりきりに退がると、

今度は誰だか (唐紙:ｶﾗｶﾐ)を一寸ほど細目に開けて、黒い光る眼だけを

その間から出した。宗助も面白くなって、黙って手招ぎをして見た。

すると唐紙をぴたりと (閉:ﾀ)てて、向う側で三四人が声を合して笑い出

した。 

 やがて一人の女の子が、 

「よう、御姉様またいつものように叔母さんごっこしましょうよ」と

云い出した。すると姉らしいのが、 

「ええ、今日は西洋の叔母さんごっこよ。東作さんは御父さまだから

パパで、雪子さんは御母さまだからママって云うのよ。よくって」と

説明した。その時また別の声で、 

「おかしいわね。ママだって」と云って (嬉:ｳﾚ)しそうに笑ったものが

あった。 

「 (私:ﾜﾀｼ)それでもいつも (御祖母:ｵﾊﾞﾊﾞ)さまなのよ。御祖母さまの西

洋の名がなくっちゃいけないわねえ。御祖母さまは何て云うの」と聞

いたものもあった。 

「御祖母さまはやっぱりババでいいでしょう」と姉がまた説明した。 

 それから当分の間は、御免下さいましだの、どちらからいらっしゃ

いましたのと (盛:ｻｶﾝ)に (挨拶:ｱｲｻﾂ)の言葉が交換されていた。その間

にはちりんちりんと云う電話の (仮色:ｺﾜｲﾛ)も交った。すべてが宗助に

は陽気で珍らしく聞えた。 

 そこへ奥の方から足音がして、主人がこっちへ出て来たらしかった

が、次の間へ入るや否や、 

「さあ、御前達はここで騒ぐんじゃない。あっちへ行っておいで。
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御客さまだから」と制した。その時、誰だかすぐに、 

「 (厭:ｲﾔ)だよ。 (御父:ｵﾄ)っちゃんべい。大きい御馬買ってくれなくっ

ちゃ、あっちへ行かないよ」と答えた。声は小さい男の子の声であっ

た。年が行かないためか、舌がよく回らないので、抗弁のしようがい

かにも (億劫:ｵｯｸｳ)で手間がかかった。宗助はそこを特に面白く思った。 

 主人が席に着いて、長い間待たした失礼を (詫:ﾜ)びている間に、子供

は遠くへ行ってしまった。 

「大変(御賑:ｵﾆｷﾞ)やかで結構です」と宗助が今自分の感じた通を述べる

と、主人はそれを (愛嬌:ｱｲｷｮｳ)と受取ったものと見えて、 

「いや御覧のごとく乱雑な有様で」と言訳らしい返事をしたが、それ

を (緒:ｲﾄｸﾁ)に、子供の世話の焼けて、 (夥:ｵﾋﾞﾀ)だしく手のかかる事な

どをいろいろ宗助に話して聞かした。その (中:ｳﾁ)で (綺麗:ｷﾚｲ)な支那

製の (花籃:ﾊﾅｶｺﾞ)のなかへ (炭団:ﾀﾄﾞﾝ)を一杯(盛:ﾓ)って床の間に飾っ

たと云う (滑稽:ｺｯｹｲ)と、主人の編上の靴のなかへ水を汲み込んで、金

魚を放したと云う (悪戯:ｲﾀｽﾞﾗ)が、宗助には大変耳新しかった。しかし、

女の子が多いので服装に物が (要:ｲ)るとか、二週間も旅行して帰ってく

ると、急にみんなの背が (一寸:ｲｯｽﾝ)ずつも伸びているので、何だか (後:

ｳｼﾛ)から追いつかれるような心持がするとか、もう少しすると、嫁入の

支度で (忙殺:ﾎﾞｳｻﾂ)されるのみならず、きっと (貧殺:ﾋﾝｻﾂ)されるだろ

うとか云う話になると、子供のない宗助の耳にはそれほどの同情も起

し得なかった。かえって主人が口で子供を (煩冗:ｳﾙｻ)がる割に、少しも

それを苦にする様子の、顔にも態度にも見えないのを (羨:ｳﾗﾔ)ましく思

った。 
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 好い加減な頃を (見計:ﾐﾊｶﾗ)って宗助は、せんだって話のあった (屏

風:ﾋﾞｮｳﾌﾞ)をちょっと見せて貰えまいかと、主人に申し出た。主人はさ

っそく引き受けて、ぱちぱちと手を鳴らして、召使を呼んだが、 (蔵:ｸ

ﾗ)の中にしまってあるのを取り出して来るように命じた。そうして宗助

の方を向いて、 

「つい二三日前までそこへ立てておいたのですが、例の子供が面白半

分にわざと屏風の影へ集まって、いろいろな悪戯をするものですから、

傷でもつけられちゃ大変だと思ってしまい込んでしまいました」と云

った。 

 宗助は主人のこの言葉を聞いた時、今更(手数:ﾃｶｽﾞ)をかけて、屏風を

見せて貰うのが、気の毒にもなり、また面倒にもなった。実を云うと

彼の好奇心は、それほど強くなかったのである。なるほどいったん (他:

ﾋﾄ)の所有に帰したものは、たとい元が自分のであったにしろ、無かっ

たにしろ、そこを突き留めたところで、実際上には何の効果もない話

に違なかった。 

 けれども、屏風は宗助の申し出た通り、間もなく奥から縁伝いに運

び出されて、彼の眼の前に現れた。そうしてそれが予想通りついこの

間まで自分の座敷に立ててあった物であった。この事実を発見した時、

宗助の頭には、これと云って大した感動も起らなかった。ただ自分が

今坐っている畳の色や、天井の (柾目:ﾏｻﾒ)や、床の置物や、 (襖:ﾌｽﾏ)

の模様などの中に、この屏風を立てて見て、それに、召使が二人がか

りで、蔵の中から大事そうに取り出して来たと云う (所作:ｼｮｻ)を付け加

えて考えると、自分が持っていた時よりは、たしかに十倍以上(貴:ﾀｯ)

とい品のように (眺:ﾅｶﾞ)められただけであった。彼は即座に云うべき言

葉を見出し得なかったので、いたずらに、見慣れたものの上に、さら

に新らしくもない眼を (据:ｽ)えていた。 

 主人は宗助をもってある程度の鑑賞家と誤解した。
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立ちながら屏風の (縁:ﾌﾁ)へ手を掛けて、宗助の (面:ｵﾓﾃ)と屏風の面と

を比較していたが、宗助が容易に批評を下さないので、 

「これは (素性:ｽｼﾞｮｳ)のたしかなものです。出が出ですからね」と云っ

た。宗助は、ただ 

「なるほど」と云った。 

 主人はやがて宗助の後へ回って来て、指でそこここを (指:ｻ)しながら、

品評やら説明やらした。その (中:ｳﾁ)には、さすが御大名だけあって、

好い絵の具を (惜気:ｵｼｹﾞ)もなく使うのがこの画家の特色だから、色が

いかにもみごとであると云うような、宗助には耳新らしいけれども、

普通一般に知れ渡った事もだいぶ交っていた。 

 宗助は好い加減な頃を見計らって、 (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に礼を述べて元の席

に復した。主人も (蒲団:ﾌﾄﾝ)の上に直った。そうして、今度は (野路:ﾉ

ｼﾞ)や空云々という題句やら書体やらについて語り出した。宗助から見

ると、主人は書にも俳句にも多くの興味を (有:ﾓ)っていた。いつの間に

これほどの知識を頭の中へ (貯:ﾀｸﾜ)え得らるるかと思うくらい、すべて

に心得のある男らしく思われた。宗助は (己:ｵﾉ)れを恥じて、なるべく 

(物数:ﾓﾉｶｽﾞ)を云わないようにして、ただ向うの話だけに耳を借す事を 

(力:ﾂﾄ)めた。 

 主人は客がこの方面の興味に乏しい様子を見て、再び話を (画:ｴ)の方

へ戻した。 (碌:ﾛｸ)なものはないけれども、望ならば所蔵の (画帖:ｶﾞｼﾞ

ｮｳ)や幅物を見せてもいいと親切に申し出した。宗助はせっかくの好意

を辞退しない訳に行かなかった。その代りに、失礼ですがと前置をし

て、主人がこの屏風を手に入れるについて、どれほどの金額を払った

かを尋ねた。 

「まあ掘出し物ですね。八十円で買いました」と主人はすぐ答えた。 
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 宗助は主人の前に坐って、この屏風に関するいっさいの事を自白し

ようか、しまいかと思案したが、ふと打ち明けるのも一興だろうと心

づいて、とうとう実はこれこれだと、今までの (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)を詳しく話

し出した。主人は時々へえ、へえと驚ろいたような言葉を (挟:ﾊｻ)んで

聞いていたが、しまいに、 

「じゃあなたは別に書画が好きで、見にいらしった訳でもないんです

ね」と自分の誤解を、さも面白い経験でもしたように笑い出した。同

時に、そう云う訳なら、自分が (直:ｼﾞｶ)に宗助から相当の値で譲って貰

えばよかったに、惜しい事をしたと云った。最後に横町の道具屋をひ

どく (罵:ﾉﾉ)しって、 (怪:ｹ)しからん (奴:ﾔﾂ)だと云った。 

 宗助と坂井とはこれからだいぶ親しくなった。 

 

十 

 

  (佐伯:ｻｴｷ)の叔母も (安之助:ﾔｽﾉｽｹ)もその後とんと (宗助:ｿｳｽｹ)の 

(宅:ｳﾁ)へは見えなかった。宗助は (固:ﾓﾄ)より (麹町:ｺｳｼﾞﾏﾁ)へ行く余暇

を (有:ﾓ)たなかった。またそれだけの興味もなかった。親類とは云いな

がら、別々の日が二人の家を照らしていた。 

 ただ (小六:ｺﾛｸ)だけが時々話しに出かける様子であったが、これとて

も、そう (繁々ｼｹﾞｼｹﾞ)足を運ぶ訳でもないらしかった。それに彼は帰

って来て、叔母の家の消息をほとんど (御米:ｵﾖﾈ)に語らないのを常とし

ておった。御米はこれを (故意:ｺｲ)から出る小六の仕打かとも (疑:ｳﾀｸﾞ)

った。しかし自分が佐伯に対して特別の利害を感じない以上、御米は

叔母の動静を耳にしない方を、かえって喜こんだ。 

 それでも時々は、 (先方:ｻｷ)の様子を、小六と兄の対話から聞き込む

事もあった。一週間ほど前に、小六は兄に、安之助がまた新発明の応

用に苦心している話をした。
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それは (印気:ｲﾝｷ)の助けを借らないで、鮮明な印刷物を (拵:ｺｼ)らえる

とか云う、ちょっと聞くとすこぶる重宝な器械についてであった。話

題の性質から云っても、自分とは全く利害の交渉のないむずかしい事

なので、御米は例の通り黙って口を出さずにいたが、宗助は男だけに

幾分か好奇心が動いたと見えて、どうして印気を使わずに印刷ができ

るかなどと問い (糺:ﾀﾀﾞ)していた。 

 専門上の知識のない小六が、精密な返答をし得るはずは無論なかっ

た。彼はただ安之助から聞いたままを、覚えている限り念を入れて説

明した。この印刷術は近来英国で発明になったもので、根本的にいう

とやはり電気の利用に過ぎなかった。電気の一極を活字と結びつけて

おいて、他の一極を紙に通じて、その紙を活字の上へ (圧:ｵ)しつけさえ

すれば、すぐできるのだと小六が云った。色は普通黒であるが、手加

減しだいで赤にも青にもなるから色刷などの場合には、絵の具を乾か

す時間が (省:ﾊﾌﾞ)けるだけでも大変重宝で、これを新聞に応用すれば、 

(印気:ｲﾝｷ)や印気ロールの (費:ﾂｲｴ)を節約する上に、全体から云って、

少くとも従来の四分の一の手数がなくなる点から見ても、前途は非常

に有望な事業であると、小六はまた安之助の話した通りを繰り返した。

そうしてその有望な前途を、安之助がすでに手の (中:ｳﾁ)に握ったかの

ごとき (口気:ｺｳｷ)であった。かつその多望な安之助の未来のなかには、

同じく多望な自分の影が、含まれているように、眼を輝やかした。そ

の時宗助はいつもの調子で、むしろ穏やかに、弟の云う事を聞いてい

たが、聞いてしまった (後:ｱﾄ)でも、別にこれという眼立った批評は加

えなかった。
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実際こんな発明は、宗助から見ると、本当のようでもあり、また嘘の

ようでもあり、いよいよそれが世間に行われるまでは、賛成も反対も

できかねたのである。 

「じゃ (鰹船:ｶﾂｵﾌﾞﾈ)の方はもう止したの」と、今まで黙っていた御米

が、この時始めて口を出した。 

「止したんじゃないんですが、あの方は費用が随分かかるので、いく

ら便利でも、そう誰も彼も (拵:ｺｼﾗ)える訳に行かないんだそうです」と

小六が答えた。小六は幾分か安之助の利害を代表しているような口振

であった。それから三人の間に、しばらく談話が交換されたが、しま

いに、 

「やっぱり何をしたって、そう (旨:ｳﾏ)く行くもんじゃあるまいよ」と

云った宗助の言葉と、 

「坂井さんみたように、御金があって遊んでいるのが一番いいわね」

と云った御米の言葉を聞いて、小六はまた自分の部屋へ帰って行った。 

 こう云う機会に、佐伯の消息は折々夫婦の耳へ (洩:ﾓ)れる事はあるが、

そのほかには、全く何をして暮らしているか、互に知らないで過す月

日が多かった。 

 ある時御米は宗助にこんな問を掛けた。 

「小六さんは、安さんの所へ行くたんびに、 (小遣:ｺﾂﾞｶｲ)でも (貰:ﾓﾗ)

って来るんでしょうか」 

 今まで小六について、それほどの注意を払っていなかった宗助は、

突然この問に逢って、すぐ、「なぜ」と聞き返した。御米はしばらく (逡

巡:ﾀﾒﾗ)った末、 

「だって、この頃よく御酒を (呑:ﾉ)んで帰って来る事があるのよ」と注

意した。 

「安さんが例の発明や、 (金儲:ｶﾈﾓｳ)けの話をするとき、その聞き賃に 

(奢:ｵｺﾞ)るのかも知れない」と云って宗助は笑っていた。会話はそれな

りでつい発展せずにしまった。 

 越えて三日目の夕方に、小六はまた (飯時:ﾒｼﾄﾞｷ)を (外:ﾊｽﾞ)して帰っ

て来なかった。
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しばらく待ち合せていたが、宗助はついに空腹だとか云い出して、ち

ょっと湯にでも行って時間を延ばしたらという御米の小六に対する 

(気兼:ｷｶﾞﾈ)に (頓着:ﾄﾝｼﾞｬｸ)なく、食事を始めた。その時御米は夫に、 

「小六さんに御酒を (止:ﾔ)めるように、あなたから云っちゃいけなくっ

て」と切り出した。 

「そんなに意見しなければならないほど飲むのか」と宗助は少し案外

な顔をした。 

 御米はそれほどでもないと、弁護しなければならなかった。けれど

も実際は誰もいない昼間のうちなどに、あまり顔を赤くして帰って来

られるのが、不安だったのである。宗助はそれなり放っておいた。し

かし腹の中では、はたして御米の云うごとく、どこかで金を借りるか、

貰うかして、それほど好きもしないものを、わざと飲むのではなかろ

うかと疑ぐった。 

 そのうち年がだんだん片寄って、夜が世界の三分の二を (領:ﾘｮｳ)する

ように押しつまって来た。風が毎日吹いた。その音を聞いているだけ

でも (生活:ﾗｲﾌ)に陰気な響を与えた。小六はどうしても、六畳に (籠:ｺ

ﾓ)って、一日を送るに (堪:ﾀ)えなかった。落ちついて考えれば考えるほ

ど、頭が (淋:ｻﾑ)しくって、いたたまれなくなるばかりであった。茶の

間へ出て (嫂:ｱﾆﾖﾒ)と話すのはなお (厭:ｲﾔ)であった。やむを得ず外へ出

た。そうして友達の (宅:ｳﾁ)をぐるぐる回って歩いた。友達も始のうち

は、 (平生:ｲﾂﾓ)の小六に対するように、若い学生のしたがる面白い話を

いくらでもした。けれども小六はそう云う話が尽きても、まだやって

来た。それでしまいには、友達が、小六は、退屈の余りに訪問をして、

談話の復習に (耽:ﾌｹ)るものだと評した。たまには学校の (下読:ｼﾀﾖﾐ)

やら研究やらに追われている多忙の身だと云う風もして見せた。小六

は友達からそう (呑気:ﾉﾝｷ)な怠けもののように取り扱われるのを、大変

不愉快に感じた。
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けれども宅に落ちついては、読書も思索も、まるでできなかった。要

するに彼ぐらいの年輩の青年が、一人前の人間になる (階梯:ｶｲﾃｲ)とし

て、 (修:ｵｻ)むべき事、 (力:ﾂﾄ)むべき事には、内部の動揺やら、外部の

束縛やらで、いっさい手が着かなかったのである。 

 それでも冷たい雨が横に降ったり、 (雪融:ﾕｷﾄﾞｹ)の道がはげしく (泥:

ﾇｶ)ったりする時は、着物を (濡:ﾇ)らさなければならず、 (足袋:ﾀﾋﾞ)の

泥を乾かさなければならない面倒があるので、いかな小六も時による

と、外出を見合せる事があった。そう云う日には、実際困却すると見

えて、時々六畳から出て来て、のそりと火鉢の (傍:ｿﾊﾞ)へ坐って、茶な

どを (注:ﾂ)いで飲んだ。そうしてそこに御米でもいると、世間話の一つ

や二つはしないとも限らなかった。 

「小六さん御酒好き」と御米が聞いた事があった。 

「もう (直:ｼﾞｷ)御正月ね。あなた (御雑煮:ｵｿﾞｳﾆ)いくつ上がって」と聞

いた事もあった。 

 そう云う場合が (度重:ﾀﾋﾞｶｻ)なるに (連:ﾂ)れて、二人の間は少しずつ

近寄る事ができた。しまいには、姉さんちょっとここを縫って下さい

と、小六の方から進んで、御米に物を頼むようになった。そうして御

米が (絣:ｶｽﾘ)の羽織を受取って、 (袖口:ｿﾃﾞｸﾁ)の (綻:ﾎｺﾛﾋﾞ)を (繕:ﾂｸﾛ)

っている間、小六は何にもせずにそこへ (坐:ｽﾜ)って、御米の手先を見

つめていた。これが夫だと、いつまでも黙って針を動かすのが、御米

の例であったが、相手が小六の時には、そう (投遣:ﾅｹﾞﾔﾘ)にできないの

が、また御米の性質であった。だからそんな時には力めても話をした。

話の題目で、ややともすると小六の口に宿りたがるものは、彼の未来

をどうしたら好かろうと云う心配であった。 

「だって小六さんなんか、まだ若いじゃありませんか。何をしたって

これからだわ。そりゃ兄さんの事よ。
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そう悲観してもいいのは」 

 御米は二度ばかりこういう慰め方をした。三度目には、 

「来年になれば、安さんの方でどうか都合して上げるって受合って下

すったんじゃなくって」と聞いた。小六はその時(不慥:ﾌﾀｼｶ)な表情をし

て、 

「そりゃ安さんの計画が、口でいう通り (旨:ｳﾏ)く行けば訳はないんで

しょうが、だんだん考えると、何だか少し当にならないような気がし

出してね。 (鰹船:ｶﾂｵﾌﾞﾈ)もあんまり (儲:ﾓｳ)からないようだから」と云

った。御米は小六の (憮然:ﾌﾞｾﾞﾝ)としている姿を見て、それを時々酒気

を帯びて帰って来る、どこかに (殺気:ｻｯｷ)を含んだ、しかも何が (癪:ｼ

ｬｸ)に (障:ｻﾜ)るんだか訳が分らないでいてはなはだ不平らしい小六と

比較すると、心の (中:ｳﾁ)で気の毒にもあり、またおかしくもあった。

その時は、 

「本当にね。兄さんにさえ御金があると、どうでもして上げる事がで

きるんだけれども」と、御世辞でも何でもない、同情の意を表した。 

 その夕暮であったか、小六はまた寒い (身体:ｶﾗﾀﾞ)を (外套:ﾏﾝﾄ)に 

(包:ｸﾙ)んで出て行ったが、八時過に帰って来て、兄夫婦の前で、 (袂:ﾀ

ﾓﾄ)から白い細長い袋を出して、寒いから (蕎麦掻:ｿﾊﾞｶﾞｷ)を (拵:ｺｼ)ら

えて食おうと思って、佐伯へ行った帰りに買って来たと云った。そう

して御米が湯を (沸:ﾜ)かしているうちに、煮出しを拵えるとか云って、

しきりに (鰹節:ｶﾂﾌﾞｼ)を (掻:ｶ)いた。 

 その時宗助夫婦は、最近の消息として、安之助の結婚がとうとう春

まで延びた事を聞いた。この縁談は安之助が学校を卒業すると間もな

く起ったもので、小六が房州から帰って、叔母に学資の供給を断わら

れる時分には、もうだいぶ話が進んでいたのである。
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正式の通知が来ないので、いつ (纏:ﾏﾄﾏ)ったか、宗助はまるで知らなか

ったが、ただ折々佐伯へ行っては、何か聞いて来る小六を通じてのみ、

彼は年内に式を挙げるはずの新夫婦を予想した。その他には、嫁の里

がある会社員で、有福な (生計:ｸﾗｼ)をしている事と、その学校が女学館

であるという事と、兄弟がたくさんあると云う事だけを、同じく小六

を通じて耳にした。写真にせよ顔を知ってるのは小六ばかりであった。 

「好い器量？」と御米が聞いた事がある。 

「まあ好い方でしょう」と小六が答えた事がある。 

 その晩はなぜ暮のうちに式を済まさないかと云うのが、蕎麦掻ので

き上る間、三人の話題になった。御米は方位でも悪いのだろうと (臆測:

ｵｸｿｸ)した。宗助は押しつまって日がないからだろうと考えた。 (独:ﾋﾄ)

り小六だけが、 

「やっぱり物質的の必要かららしいです。先が何でもよほど (派出:ﾊﾃﾞ)

な (家:ｳﾁ)なんで、叔母さんの方でもそう (単簡:ﾀﾝｶﾝ)に済まされないん

でしょう」といつにない世帯染みた事を云った。 

 

十一 

 

  (御米:ｵﾖﾈ)のぶらぶらし出したのは、秋も (半:ﾅｶ)ば過ぎて、 (紅葉:

ﾓﾐｼﾞ)の赤黒く (縮:ﾁﾁﾞ)れる頃であった。京都にいた時分は別として、

広島でも福岡でも、あまり健康な月日を送った経験のない御米は、こ

の点に掛けると、東京へ帰ってからも、やはり仕合せとは云えなかっ

た。この女には生れ故郷の水が、 (性:ｼｮｳ)に合わないのだろうと、疑ぐ

れば疑ぐられるくらい、御米は一時悩んだ事もあった。 
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 近頃はそれがだんだん落ちついて来て、 (宗助:ｿｳｽｹ)の気を (揉:ﾓ)む 

(機会:ﾊﾞｱｲ)も、年に幾度と (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)ができるくらい少なくなった

から、宗助は役所の (出入:ﾃﾞｲﾘ)に、御米はまた夫の留守の (立居:ﾀﾁｲ)

に、等しく安心して時間を過す事ができたのである。だからことしの

秋が暮れて、薄い (霜:ｼﾓ)を渡る風が、つらく肌を吹く時分になって、

また少し心持が悪くなり出しても、御米はそれほど苦にもならなかっ

た。始のうちは宗助にさえ知らせなかった。宗助が見つけて、医者に

掛かれと勧めても、容易に掛からなかった。 

 そこへ (小六:ｺﾛｸ)が引越して来た。宗助はその頃の御米を観察して、

体質の状態やら、精神の模様やら、 (夫:ｵｯﾄ)だけによく知っていたから、

なるべくは、 (人数:ﾋﾄｶｽﾞ)を (殖:ﾌ)やして (宅:ｳﾁ)の中を (混雑:ｺﾞﾀﾂ)

かせたくないとは思ったが、事情やむを得ないので、成るがままにし

ておくよりほかに、手段の講じようもなかった。ただ口の先で、なる

べく安静にしていなくてはいけないと云う矛盾した助言は与えた。御

米は微笑して、 

「大丈夫よ」と云った。この答を得た時、宗助はなおの事安心ができ

なくなった。ところが不思議にも、御米の気分は、小六が引越して来

てから、ずっと引立った。自分に責任の少しでも加わったため、心が

緊張したものと見えて、かえって平生よりは、かいがいしく夫や小六

の世話をした。小六にはそれがまるで通じなかったが、宗助から見る

と、御米が在来よりどれほど (力:ﾂﾄ)めているかがよく解った。宗助は

心のうちで、このまめやかな細君に新らしい感謝の念を (抱:ｲﾀﾞ)くと同

時に、こう気を張り過ぎる結果が、一度に (身体:ｶﾗﾀﾞ)に (障:ｻﾜ)るよう

な騒ぎでも引き起してくれなければいいがと心配した。 
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 不幸にも、この心配が暮の (二十日過:ﾊﾂｶｽｷﾞ)になって、突然事実に

なりかけたので、宗助は予期の恐怖に火が (点:ﾂ)いたように、いたく 

(狼狽:ﾛｳﾊﾞｲ)した。その日は (判然:ﾊｯｷﾘ)土に映らない空が、朝から重な

り合って、重い寒さが終日人の頭を (抑:ｵｻ)えつけていた。御米は前の

晩にまた寝られないで、休ませ (損:ｿｸ)なった頭を抱えながら、辛抱し

て働らき出したが、 (起:ﾀ)ったり動いたりするたびに、多少脳に (応:ｺ

ﾀ)える苦痛はあっても、比較的明るい外界の (刺戟:ｼｹﾞｷ)に (紛:ﾏｷﾞ)れ

たためか、じっと寝ていながら、頭だけが (冴:ｻ)えて痛むよりは、かえ

って (凌:ｼﾉ)ぎやすかった。とかくして夫を送り出すまでは、しばらく

したらまたいつものように折り合って来る事と思って我慢していた。

ところが宗助がいなくなって、自分の義務に一段落が着いたという気

の (弛:ﾕﾙ)みが出ると等しく、濁った天気がそろそろ御米の頭を攻め始

めた。空を見ると (凍:ｺｵ)っているようであるし、 (家:ｳﾁ)の中にいると、

陰気な (障子:ｼｮｳｼﾞ)の紙を (透:ﾄｵ)して、寒さが (浸:ｼ)み込んで来るか

と思われるくらいだのに、御米の頭はしきりに (熱:ﾎﾃ)って来た。仕方

がないから、今朝あげた (蒲団:ﾌﾄﾝ)をまた出して来て、座敷へ延べたま

ま横になった。それでも (堪:ﾀ)えられないので、清に (濡手拭:ﾇﾚﾃﾇｸﾞｲ)

を (絞:ｼﾎﾞ)らして頭へ乗せた。それが (直:ｼﾞｷ) (生温:ﾅﾏﾇﾙ)くなるので、

枕元に (金盥:ｶﾅﾀﾞﾗｲ)を取り寄せて時々 (絞:ｼﾎﾞ)り (易:ｶ)えた。 
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  (午:ﾋﾙ)までこんな (姑息手段:ｺｿｸｼｭﾀﾞﾝ)で断えず額を冷やして見た

が、いっこうはかばかしい (験:ｹﾞﾝ)もないので、御米は小六のために、

わざわざ起きて、いっしょに食事をする根気もなかった。 (清:ｷﾖ)にい

いつけて (膳立:ｾﾞﾝﾀﾞﾃ)をさせて、それを小六に (薦:ｽｽ)めさしたまま、

自分はやはり床を離れずにいた。そうして、平生夫のする (柔:ﾔﾜﾗ)かい 

(括枕:ｸｸﾘﾏｸﾗ)を持って来て貰って、堅いのと取り替えた。御米は髪の 

(損:ｺﾜ)れるのを、女らしく苦にする勇気にさえ乏しかったのである。 

 小六は六畳から出て来て、ちょっと (襖:ﾌｽﾏ)を開けて、御米の姿を 

(覗:ﾉｿﾞ)き込んだが、御米が (半:ﾅｶ)ば床の間の方を向いて、眼を (塞:ﾌ

ｻ)いでいたので、寝ついたとでも思ったものか、 (一言:ﾋﾄｺﾄ)の口も (利:

ｷ)かずに、またそっと襖を閉めた。そうして、たった一人大きな食卓を

専領して、始めからさらさらと茶漬を (掻:ｶ)き込む音をさせた。 

 二時頃になって、御米はやっとの事、とろとろと眠ったが、眼が (覚:

ｻ)めたら額を (捲:ﾏ)いた濡れ手拭がほとんど乾くくらい暖かになって

いた。その代り頭の方は少し楽になった。ただ肩から (背筋:ｾｽｼﾞ)へ掛

けて、全体に重苦しいような感じが新らしく加わった。御米は何でも

精をつけなくては毒だという考から、一人で起きて遅い (午飯:ﾋﾙﾊﾝ)を

軽く食べた。 

「御気分はいかがでございます」と清が御給仕をしながら、しきりに

聞いた。御米はだいぶいいようだったので、床を上げて貰って、火鉢

に (倚:ﾖ)ったなり、宗助の帰りを待ち受けた。 

 宗助は例刻に帰って来た。
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神田の通りで、 (門並:ｶﾄﾞﾅﾐ)旗を立てて、もう暮の売出しを始めた事だ

の、 (勧工場:ｶﾝｺｳﾊﾞ)で紅白の幕を張って楽隊に景気をつけさしている

事だのを話した末、 

「 (賑:ﾆｷﾞ)やかだよ。ちょっと行って御覧。なに電車に乗って行けば訳

はない」と勧めた。そうして自分は寒さに (腐蝕:ﾌｼｮｸ)されたように赤

い顔をしていた。 

 御米はこう宗助から (労:ｲﾀ)わられた時、何だか自分の身体の悪い事

を訴たえるに忍びない心持がした。実際またそれほど苦しくもなかっ

た。それでいつもの通り (何気:ﾅﾆｹﾞ)ない顔をして、夫に着物を着換え

さしたり、洋服を畳んだりして (夜:ﾖ)に (入:ｲ)った。 

 ところが九時近くになって、突然宗助に向って、少し加減が悪いか

ら先へ寝たいと云い出した。今まで平生の通り機嫌よく話していただ

けに、宗助はこの言葉を聞いてちょっと驚ろいたが、大した事でもな

いと云う御米の保証に、ようやく安心してすぐ休む支度をさせた。 

 御米が (床:ﾄｺ)へ (這入:ﾊｲ)ってから、約二十分ばかりの間、宗助は耳

の (傍:ﾊﾀ)に (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)の音を聞きながら、静な夜を (丸心:ﾏﾙｼﾞﾝ)の 

(洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)に照らしていた。彼は来年度に一般官吏に増俸の (沙汰:ｻﾀ)

があるという評判を思い浮べた。またその前に改革か (淘汰:ﾄｳﾀ)が行わ

れるに違ないという噂に思い及んだ。そうして自分はどっちの方へ編

入されるのだろうと疑った。彼は自分を東京へ呼んでくれた杉原が、

今もなお課長として本省にいないのを (遺憾:ｲｶﾝ)とした。彼は東京へ移

ってから不思議とまだ病気をした事がなかった。したがってまだ欠勤

届を出した事がなかった。
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学校を中途でやめたなり、本はほとんど読まないのだから、学問は人

並にできないが、役所でやる仕事に (差支:ｻｼﾂｶ)えるほどの頭脳ではな

かった。 

 彼はいろいろな事情を (綜合:ｿｳｺﾞｳ)して考えた上、まあ大丈夫だろう

と腹の中できめた。そうして爪の先で軽く鉄瓶の (縁:ﾌﾁ)を (敲:ﾀﾀ)いた。

その時座敷で、 

「あなたちょっと」と云う御米の苦しそうな声が聞えたので、我知ら

ず立ち上がった。 

 座敷へ来て見ると、御米は (眉:ﾏﾕ)を寄せて、右の手で自分の肩を (抑:

ｵｻ)えながら、胸まで (蒲団:ﾌﾄﾝ)の外へ乗り出していた。宗助はほとん

ど器械的に、同じ所へ手を出した。そうして御米の抑えている上から、

固く骨の (角:ｶﾄﾞ)を (攫:ﾂｶ)んだ。 

「もう少し (後:ｳｼﾛ)の方」と御米が訴えるように云った。宗助の手が御

米の思う所へ落ちつくまでには、二度も三度もそこここと位置を (易:ｶ)

えなければならなかった。指で (圧:ｵ)してみると、 (頸:ｸﾋﾞ)と肩の継目

の少し背中へ寄った局部が、石のように (凝:ｺ)っていた。御米は男の力

いっぱいにそれを抑えてくれと頼んだ。宗助の額からは汗が (煮染:ﾆｼﾞ)

み出した。それでも御米の満足するほどは力が出なかった。 

 宗助は昔の言葉で (早打肩:ﾊﾔｳﾁｶﾀ)というのを覚えていた。小さい時

(祖父:ｼﾞｼﾞｲ)から聞いた話に、ある (侍:ｻﾑﾗｲ)が馬に乗ってどこかへ行く

途中で、急にこの (早打肩:ﾊﾔｳﾁｶﾀ)に (冒:ｵｶ)されたので、すぐ馬から飛

んで下りて、たちまち (小柄:ｺﾂﾞｶ)を抜くや (否:ｲﾅ)や、肩先を切って血

を出したため、危うい命を取り留めたというのがあったが、その話が

今明らかに記憶の (焼点:ｼｮｳﾃﾝ)に浮んで出た。その時宗助はこれはなら

んと思った。けれどもはたして刃物を用いて、肩の肉を突いていいも

のやら、悪いものやら、決しかねた。 
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 御米はいつになく (逆上:ﾉﾎﾞ)せて、耳まで赤くしていた。頭が熱いか

と聞くと苦しそうに熱いと答えた。宗助は大きな声を出して清に (氷

嚢:ｺｵﾘﾌﾞｸﾛ)へ冷たい水を入れて来いと命じた。氷嚢があいにく無かっ

たので、清は朝の通り (金盥:ｶﾅﾀﾞﾗｲ)に (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)を (浸:ﾂ)けて持っ

て来た。清が頭を冷やしているうち、宗助はやはり精いっぱい肩を抑

えていた。時々少しはいいかと聞いても、御米は (微:ｶｽ)かに苦しいと

答えるだけであった。宗助は全く心細くなった。思い切って、自分で 

(馳:ｶ)け出して医者を (迎:ﾑｶｲ)に行こうとしたが、 (後:ｱﾄ)が心配で一足

も表へ出る気にはなれなかった。 

「清、御前急いで通りへ行って、氷嚢を買って医者を呼んで来い。ま

だ早いから起きてるだろう」 

 清はすぐ立って茶の間の時計を見て、 

「九時十五分でございます」と云いながら、それなり勝手口へ回って、

ごそごそ下駄を (探:ｻｶﾞ)しているところへ、 (旨:ｳﾏ)い具合に外から小

六が帰って来た。例の通り兄には (挨拶:ｱｲｻﾂ)もしないで、自分の部屋

へ (這入:ﾊｲ)ろうとするのを、宗助はおい小六と (烈:ﾊｹﾞ)しく呼び止め

た。小六は茶の間で少し (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)していたが、兄からまた二声ほど

続けざまに大きな声を掛けられたので、やむを得ず低い返事をして、 

(襖:ﾌｽﾏ)から顔を出した。その顔は (酒気:ｼｭｷ)のまだ (醒:ｻ)めない赤い

色を眼の (縁:ﾌﾁ)に帯びていた。部屋の中を (覗:ﾉｿﾞ)き込んで、始めて 

(吃驚:ﾋﾞｯｸﾘ)した様子で、 

「どうかなすったんですか」と (酔:ﾖｲ)が一時に去ったような表情をし

た。 

 宗助は清に命じた通りを、小六に繰り返して、早くしてくれと (急:ｾ)

き立てた。小六は (外套:ﾏﾝﾄ)も (脱:ﾇ)がずに、すぐ玄関へ取って返した。 
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「兄さん、医者まで行くのは急いでも時間が掛かりますから、坂井さ

んの電話を借りて、すぐ来るように頼みましょう」 

「ああ。そうしてくれ」と宗助は答えた。そうして小六の帰る間、清

に (何返:ﾅﾝﾍﾞﾝ)となく金盥の水を (易:ｶ)えさしては、一生懸命に御米の

肩を (圧:ｵ)しつけたり、 (揉:ﾓ)んだりしてみた。御米の苦しむのを、何

もせずにただ見ているに (堪:ﾀ)えなかったから、こうして自分の気を 

(紛:ﾏｷﾞ)らしていたのである。 

 この時の宗助に取って、医者の来るのを今か今かと待ち受ける心ほ

ど (苛:ﾂﾗ)いものはなかった。彼は御米の肩を揉みながらも、絶えず表

の物音に気を配った。 

 ようやく医者が来たときは、始めて夜が明けたような心持がした。

医者は商売柄だけあって、少しも (狼狽:ｳﾛﾀ)えた様子を見せなかった。

小さい (折鞄:ｵﾘｶﾊﾞﾝ)を脇に引き付けて、落ちつき払った態度で、慢性

病の患者でも取り扱うように (緩:ﾕｯ)くりした診察をした。その (逼:ｾﾏ)

らない顔色を (傍:ﾊﾀ)で見ていたせいか、わくわくした宗助の胸もよう

やく (治:ｵｻ)まった。 

 医者は (芥子:ｶﾗｼ)を局部へ (貼:ﾊ)る事と、足を (湿布:ｼｯﾌﾟ)で温める

事と、それから頭を氷で冷す事とを、応急手段として宗助に注意した。

そうして自分で芥子を (掻:ｶ)いて、御米の肩から (頸:ｸﾋﾞ)の根へ貼りつ

けてくれた。湿布は清と小六とで受持った。宗助は (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)の上か

ら (氷嚢:ｺｵﾘﾌﾞｸﾛ)を額の上に当てがった。 

 とかくするうち約一時間も経った。医者はしばらく経過を見て行こ

うと云って、それまで御米の枕元に (坐:ｽﾜ)っていた。世間話も折々は 

(交:ﾏｼﾞ)えたが、おおかたは無言のまま二人共に御米の容体を見守る事

が多かった。 (夜:ﾖ)は例のごとく (静:ｼｽﾞｶ)に (更:ﾌ)けた。 
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「だいぶ冷えますな」と医者が云った。宗助は気の毒になったので、

あとの注意をよく聞いた上、遠慮なく引き取ってくれるようにと頼ん

だ。その時御米は (先刻:ｻｯｷ)よりはだいぶ軽快になっていたからである。 

「もう大丈夫でしょう。 (頓服:ﾄﾝﾌﾟｸ)を一回上げますから今夜飲んで御

覧なさい。多分寝られるだろうと思います」と云って医者は帰った。

小六はすぐその (後:ｱﾄ)を追って出て行った。 

 小六が薬取に行った間に、御米は 

「もう何時」と云いながら、枕元の宗助を見上げた。 (宵:ﾖｲ)とは違っ

て頬から血が (退:ﾋ)いて、 (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)に照らされた所が、ことに (蒼

白:ｱｵｼﾞﾛ)く映った。宗助は黒い毛の乱れたせいだろうと思って、わざ

わざ (鬢:ﾋﾞﾝ)の毛を掻き上げてやった。そうして、 

「少しはいいだろう」と聞いた。 

「ええよっぽど楽になったわ」と御米はいつもの通り微笑を (洩:ﾓ)らし

た。御米は大抵苦しい場合でも、宗助に微笑を見せる事を忘れなかっ

た。茶の間では、清が突伏したまま (鼾:ｲﾋﾞｷ)をかいていた。 

「清を寝かしてやって下さい」と御米が宗助に頼んだ。 

 小六が薬取りから帰って来て、医者の云いつけ通り服薬を済ました

のは、もうかれこれ十二時近くであった。それから二十分と経たない

うちに、病人はすやすや寝入った。 

「好い (塩梅:ｱﾝﾊﾞｲ)だ」と宗助が御米の顔を見ながら云った。小六もし

ばらく (嫂:ｱﾆﾖﾒ)の様子を見守っていたが、 

「もう大丈夫でしょう」と答えた。二人は氷嚢を額からおろした。 

 やがて小六は自分の部屋へ (這入:ﾊｲ)る。宗助は御米の (傍:ｿﾊﾞ)へ床

を延べていつものごとく寝た。五六時間の (後:ﾉﾁ)冬の夜は (錐:ｷﾘ)のよ

うな (霜:ｼﾓ)を (挟:ｻｼﾊ)さんで、からりと明け渡った。
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それから一時間すると、大地を染める太陽が、 (遮:ｻｴ)ぎるもののない 

(蒼空:ｱｵｿﾞﾗ)に (憚:ﾊﾊﾞｶ)りなく (上:ﾉﾎﾞ)った。御米はまだすやすや寝て

いた。 

 そのうち (朝餉:ｱｻｹﾞ)も済んで、出勤の時刻がようやく近づいた。け

れども御米は眠りから (覚:ｻ)める (気色:ｹｼｷ)もなかった。宗助は (枕辺:

ﾏｸﾗﾍﾞ)に (曲:ｺｺﾞ)んで、深い寝息を聞きながら、役所へ行こうか休もう

かと考えた。 

 

十二 

 

 朝の内は役所で常のごとく事務を (執:ﾄ)っていたが、折々 (昨夕:ﾕｳ

ﾍﾞ)の光景が眼に浮ぶに連れて、自然(御米:ｵﾖﾈ)の病気が気に (罹:ｶｶ)る

ので、仕事は思うように運ばなかった。時には変な間違をさえした。 (宗

助:ｿｳｽｹ)は (午:ﾋﾙ)になるのを待って、思い切って (宅:ｳﾁ)へ帰って来た。 

 電車の中では、御米の眼がいつ頃(覚:ｻ)めたろう、覚めた後は心持が

だいぶ好くなったろう、 (発作:ﾎｯｻ)ももう起る (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)なかろうと、

すべて悪くない想像ばかり思い浮べた。いつもと違って、乗客の非常

に少ない時間に乗り合わせたので、宗助は周囲の (刺戟:ｼｹﾞｷ)に気を使

う必要がほとんどなかった。それで自由に頭の中へ現われる画を何枚

となく (眺:ﾅｶﾞ)めた。そのうちに、電車は終点に来た。 

 宅の (門口:ｶﾄﾞｸﾞﾁ)まで来ると、家の中はひっそりして、誰もいない

ようであった。 (格子:ｺｳｼ)を開けて、靴を脱いで、玄関に上がっても、

出て来るものはなかった。宗助はいつものように (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)から茶の

間へ行かずに、すぐ (取付:ﾄｯﾂｷ)の (襖:ﾌｽﾏ)を開けて、御米の寝ている

座敷へ (這入:ﾊｲ)った。見ると、御米は依然として寝ていた。
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枕元の朱塗の盆に (散薬:ｻﾝﾔｸ)の袋と洋杯が (載:ﾉ)っていて、その (洋

杯:ｺｯﾌﾟ)の水が半分残っているところも朝と同じであった。頭を床の間

の方へ向けて、左の頬と (芥子:ｶﾗｼ)を貼った (襟元:ｴﾘﾓﾄ)が少し見える

ところも朝と同じであった。 (呼息:ｲｷ)よりほかに現実世界と交通のな

いように思われる深い (眠:ﾈﾑﾘ)も朝見た通りであった。すべてが今朝出

掛に頭の中へ収めて行った光景と少しも変っていなかった。宗助は (外

套:ﾏﾝﾄ)も脱がずに、上から (曲:ｺｺﾞ)んで、すうすういう御米の寝息をし

ばらく聞いていた。御米は容易に覚めそうにも見えなかった。宗助は 

(昨夕:ﾕｳﾍﾞ)御米が散薬を飲んでから以後の時間を指を折って勘定した。

そうしてようやく不安の色を (面:ｵﾓﾃ)に表わした。昨夕までは寝られな

いのが心配になったが、こう前後不覚に長く寝るところを (眼:ﾏ)のあた

りに見ると、寝る方が何かの異状ではないかと考え出した。 

 宗助は (蒲団:ﾌﾄﾝ)へ手を掛けて二三度軽く御米を (揺振:ﾕｽﾌﾞ)った。

御米の髪が (括枕:ｸｸﾘﾏｸﾗ)の上で、波を打つように動いたが、御米は依

然としてすうすう寝ていた。宗助は御米を置いて、茶の間から台所へ

出た。流し元の (小桶:ｺｵｹ)の中に茶碗と塗椀が洗わないまま (浸:ﾂ)けて

あった。下女部屋を (覗:ﾉｿﾞ)くと、 (清:ｷﾖ)が自分の前に小さな (膳:ｾﾞ

ﾝ)を控えたなり、 (御櫃:ｵﾊﾁ)に (倚:ﾖ)りかかって突伏していた。宗助は

また六畳の戸を引いて首を差し込んだ。そこには (小六:ｺﾛｸ)が掛蒲団を

一枚頭から引被って寝ていた。 

 宗助は一人で着物を着換えたが、脱ぎ捨てた洋服も、人手を借りず

に自分で畳んで、押入にしまった。それから火鉢へ火を (継:ﾂ)いで、湯

を (沸:ﾜ)かす用意をした。
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二三分は火鉢に持たれて考えていたが、やがて立ち上がって、まず小

六から起しにかかった。次に清を起した。二人とも驚ろいて飛び起き

た。小六に御米の今朝から今までの様子を聞くと、実は余り眠いので、

十一時半頃飯を食って寝たのだが、それまでは御米もよく熟睡してい

たのだと云う。 

「医者へ行ってね。 (昨夜:ﾕｳﾍﾞ)の薬を (戴:ｲﾀﾀﾞ)いてから寝出して、今

になっても眼が覚めませんが、 (差支:ｻｼﾂｶｴ)ないでしょうかって聞いて

来てくれ」 

「はあ」 

 小六は簡単な返事をして出て行った。宗助はまた座敷へ来て御米の

顔を熟視した。起してやらなくっては悪いような、また起しては (身体:

ｶﾗﾀﾞ)へ (障:ｻﾜ)るような、 (分別:ﾌﾝﾍﾞﾂ)のつかない (惑:ﾏﾄﾞｲ)を (抱:ｲ

ﾀﾞ)いて腕組をした。 

 間もなく小六が帰って来て、医者はちょうど往診に出かけるところ

であった、訳を話したら、では今から一二軒寄ってすぐ行こうと答え

た、と告げた。宗助は医者が見えるまで、こうして放っておいて構わ

ないのかと小六に問い返したが、小六は医者が以上よりほかに何にも

語らなかったと云うだけなので、やむを得ず元のごとく (枕辺:ﾏｸﾗﾍﾞ)

にじっと坐っていた。そうして心の (中:ｳﾁ)で、医者も小六も不親切過

ぎるように感じた。彼はその上(昨夕:ﾕｳﾍﾞ)御米を介抱している時に帰っ

て来た小六の顔を思い出して、なお不愉快になった。小六が酒を (呑:ﾉ)

む事は、御米の注意で始めて知ったのであるが、その後気をつけて弟

の様子をよく見ていると、なるほど何だか (真面目:ﾏｼﾞﾒ)でないところ

もあるようなので、いつかみっちり異見でもしなければなるまいくら

いに考えてはいたが、面白くもない二人の顔を御米に見せるのが、気

の毒なので、 (今日:ｷｮｳ)までわざと遠慮していたのである。 

「云い出すなら御米の寝ている今である。
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今ならどんな (気不味:ｷﾏｽﾞ)いことを双方で言い (募:ﾂﾉ)ったって、御米

の神経に障る (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)はない」 

 ここまで考えついたけれども、知覚のない御米の顔を見ると、また

その方が気がかりになって、すぐにでも起したい心持がするので、つ

い決し兼てぐずぐずしていた。そこへようやく医者が来てくれた。 

 昨夕の (折鞄:ｵﾘｶﾊﾞﾝ)をまた (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に (傍:ﾜｷ)へ引きつけて、 

(緩:ﾕｯ)くり (巻煙草:ﾏｷﾀﾊﾞｺ)を吹かしながら、宗助の云うことを、はあ

はあと聞いていたが、どれ拝見致しましょうと御米の方へ向き直った。

彼は普通の場合のように病人の脈を取って、長い間自分の時計を見つ

めていた。それから黒い聴診器を心臓の上に当てた。それを丁寧にあ

ちらこちらと動かした。最後に丸い穴の (開:ｱ)いた反射鏡を出して、宗

助に (蝋燭:ﾛｳｿｸ)を (点:ﾂ)けてくれと云った。宗助は蝋燭を持たないの

で、清に (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)を (点:ﾂ)けさした。医者は眠っている御米の眼を

押し開けて、 (仔細:ｼｻｲ)に反射鏡の光を (睫:ﾏﾂｹﾞ)の奥に集めた。診察

はそれで終った。 

「少し薬が (利:ｷ)き過ぎましたね」と云って宗助の方へ向き直ったが、

宗助の眼の色を見るや (否:ｲﾅ)や、すぐ、 

「しかし御心配になる事はありません。こう云う場合に、もし悪い結

果が起るとすると、きっと心臓か脳を (冒:ｵｶ)すものですが、今拝見し

たところでは双方共異状は認められませんから」と説明してくれた。

宗助はそれでようやく安心した。医者はまた自分の用いた眠り薬が比

較的新らしいもので、学理上、他の睡眠剤のように有害でない事や、

またその (効目:ｷｷﾒ)が患者の体質に (因:ﾖ)って、程度に大変な相違のあ

る事などを語って帰った。帰るとき宗助は、 
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「では寝られるだけ寝かしておいても (差支:ｻｼﾂｶｴ)ありませんか」と聞

いたら、医者は用さえなければ別に起す必要もあるまいと答えた。 

 医者が帰ったあとで、宗助は急に空腹になった。茶の間へ出ると、 (先

刻:ｻｯｷ)掛けておいた (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)がちんちん (沸:ﾀｷﾞ)っていた。清を呼

んで、 (膳:ｾﾞﾝ)を出せと命ずると、清は困った顔つきをして、まだ何の

用意もできていないと答えた。なるほど (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)には少し間があっ

た。宗助は楽々と火鉢の (傍:ｿﾊﾞ)に (胡坐:ｱｸﾞﾗ)を (掻:ｶ)いて、大根の 

(香:ｺｳ)の (物:ﾓﾉ)を (噛:ｶ)みながら (湯漬:ﾕﾂﾞｹ)を四杯ほどつづけざま

に (掻:ｶ)き込んだ。それから約三十分ほどしたら御米の眼がひとりでに 

(覚:ｻ)めた。 

 

十三 

 

 新年の頭を (拵:ｺｼ)らえようという気になって、 (宗助:ｿｳｽｹ)は久し振

に (髪結床:ｶﾐﾕｲﾄﾞｺ)の敷居を (跨:ﾏﾀ)いだ。暮のせいか客がだいぶ立て

込んでいるので、 (鋏:ﾊｻﾐ)の音が二三カ所で、同時にちょきちょき鳴っ

た。この寒さを無理に乗り越して、一日も早く春に入ろうと (焦慮:ｱｾ)

るような表通の活動を、宗助は今見て来たばかりなので、その鋏の音

が、いかにも (忙:ｾﾜ)しない響となって彼の鼓膜を打った。 

 しばらく (煖炉:ｽﾄｰﾌﾞ)の (傍:ﾊﾀ)で (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を吹かして待ってい

る間に、宗助は自分と関係のない大きな世間の活動に否応なしに (捲:ﾏ)

き込まれて、やむを得ず年を越さなければならない人のごとくに感じ

た。正月を眼の前へ控えた彼は、実際これという新らしい希望もない

のに、いたずらに周囲から誘われて、何だかざわざわした心持を (抱:ｲ

ﾀﾞ)いていたのである。 

  (御米:ｵﾖﾈ)の (発作:ﾎｯｻ)はようやく落ちついた。
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今では (平日:ｲﾂﾓ)のごとく外へ出ても、 (家:ｳﾁ)の事がそれほど気にか

からないぐらいになった。 (余所:ﾖｿ)に比べると閑静な春の支度も、御

米から云えば、年に一度の忙がしさには違なかったので、あるいはい

つも通りの準備さえ抜いて、常よりも簡単に年を越す覚悟をした宗助

は、 (蘇生:ﾖﾐｶﾞｴ)ったようにはっきりした (妻:ｻｲ)の姿を見て、恐ろし

い悲劇が一歩(遠退:ﾄｵﾉ)いた時のごとくに、胸を (撫:ﾅ)でおろした。し

かしその悲劇がまたいついかなる形で、自分の家族を (捕:ﾄﾗ)えに来る

か分らないと云う、ぼんやりした (掛念:ｹﾈﾝ)が、折々彼の頭のなかに 

(霧:ｷﾘ)となってかかった。 

 年の暮に、事を好むとしか思われない世間の人が、 (故意:ﾜｻﾞ)と短い

日を前へ押し出したがって (齷齪:ｱｸｾｸ)する様子を見ると、宗助はなお

の事この (茫漠:ﾎﾞｳﾊﾞｸ)たる恐怖の念に (襲:ｵｿ)われた。成ろうことなら、

自分だけは陰気な暗い (師走:ｼﾜｽ)の (中:ｳﾁ)に一人残っていたい思さえ

起った。ようやく自分の番が来て、彼は冷たい鏡のうちに、自分の影

を見出した時、ふとこの影は本来何者だろうと (眺:ﾅｶﾞ)めた。首から下

は真白な布に包まれて、自分の着ている着物の色も (縞:ｼﾏ)も全く見え

なかった。その時彼はまた床屋の亭主が飼っている小鳥の (籠:ｶｺﾞ)が、

鏡の奥に映っている事に気がついた。鳥が (止:ﾄﾏ)り (木:ｷﾞ)の上をちら

りちらりと動いた。 

 頭へ (香:ﾆｵｲ)のする油を塗られて、景気のいい声を (後:ｳｼﾛ)から掛け

られて、表へ出たときは、それでも (清々:ｾｲｾｲﾞ)した心持であった。御

米の勧め通り髪を刈った方が、 (結局:ﾂﾏﾘ)気を新たにする効果があった

のを、冷たい空気の中で、宗助は自覚した。 
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 水道税の事でちょっと聞き合せる必要が生じたので、宗助は帰り路

に坂井へ寄った。下女が出て来て、こちらへと云うから、いつもの座

敷へ案内するかと思うと、そこを通り越して、茶の間へ導びいていっ

た。すると茶の間の (襖:ﾌｽﾏ)が二尺ばかり (開:ｱ)いていて、中から三四

人の笑い声が聞えた。坂井の家庭は相変らず陽気であった。 

 主人は (光沢:ﾂﾔ)の好い (長火鉢:ﾅｶﾞﾋﾊﾞﾁ)の向側に坐っていた。細君

は火鉢を離れて、少し (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)の (障子:ｼｮｳｼﾞ)の方へ寄って、やは

りこちらを向いていた。主人の (後:ｳｼﾛ)に細長い黒い (枠:ﾜｸ)に (嵌:ﾊ)

めた柱時計がかかっていた。時計の右が壁で、左が (袋戸棚:ﾌｸﾛﾄﾀﾞﾅ)

になっていた。その (張交:ﾊﾘﾏｾﾞ)に (石摺:ｲｼｽﾞﾘ)だの、俳画だの、扇の

骨を抜いたものなどが見えた。 

 主人と細君のほかに、 (筒袖:ﾂﾂｿﾃﾞ)の (揃:ｿﾛ)いの模様の (被布:ﾋﾌ)

を着た女の子が二人肩を (擦:ｽ)りつけ合って坐っていた。片方は十二三

で、片方は (十:ﾄｵ)ぐらいに見えた。大きな眼を揃えて、 (襖:ﾌｽﾏ)の陰

から入って来た宗助の方を向いたが、二人の眼元にも口元にも、今笑

ったばかりの影が、まだゆたかに残っていた。宗助は一応(室:ﾍﾔ)の内を

見回して、この親子のほかに、まだ一人妙な男が、一番入口に近い所

に (畏:ｶｼｺ)まっているのを見出した。 

 宗助は坐って五分と立たないうちに、 (先刻:ｻｯｷ)の笑声は、この変な

男と坂井の家族との間に取り換わされた問答から出る事を知った。男

は (砂埃:ｽﾅﾎｺﾘ)でざらつきそうな赤い毛と、日に焼けて (生涯:ｼｮｳｶﾞｲ) 

(褪:ｻ)めっこない強い色を (有:ﾓ)っていた。
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瀬戸物の (釦:ﾎﾞﾀﾝ)の着いた (白木綿:ｼﾛﾓﾒﾝ)の (襯衣:ｼｬﾂ)を着て、手織

の (硬:ｺﾜ)い (布子:ﾇﾉｺ)の (襟:ｴﾘ)から財布の (紐:ﾋﾓ)みたような長い 

(丸打:ﾏﾙｳﾁ)をかけた様子は、 (滅多:ﾒｯﾀ)に東京などへ出る機会のない遠

い山の国のものとしか受け取れなかった。その上男はこの寒いのに (膝

小僧:ﾋｻﾞｺｿﾞｳ)を少し出して、 (紺:ｺﾝ)の落ちた (小倉:ｺｸﾗ)の帯の尻に差

した (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)を抜いては鼻の下を (擦:ｺｽ)った。 

「これは (甲斐:ｶｲ)の国から (反物:ﾀﾝﾓﾉ)を (背負:ｼｮ)ってわざわざ東京

まで出て来る男なんです」と坂井の主人が紹介すると、男は宗助の方

を向いて、 

「どうか旦那、一つ買っておくれ」と (挨拶:ｱｲｻﾂ)をした。 

 なるほど (銘仙:ﾒｲｾﾝ)だの (御召:ｵﾒｼ)だの、 (白紬:ｼﾛﾂﾑｷﾞ)だのがそこ

ら一面に取り散らしてあった。宗助はこの男の (形装:ﾅﾘ)や (言葉遣:ｺﾄ

ﾊﾞﾂﾞｶｲ)のおかしい割に、立派な品物を背中へ乗せて (歩行:ｱﾙ)くのをむ

しろ不思議に思った。主人の細君の説明によると、この織屋の住んで

いる村は焼石ばかりで、米も (粟:ｱﾜ)も (収:ﾄ)れないから、やむを得ず 

(桑:ｸﾜ)を植えて (蚕:ｶｲｺ)を飼うんだそうであるが、よほど貧しい所と見

えて、柱時計を持っている家が一軒だけで、高等小学へ通う小供が三

人しかないという話であった。 

「字の書けるものは、この人ぎりなんだそうですよ」と云って細君は

笑った。すると織屋も、 

「本当のこんだよ、奥さん。読み書き (算筆:ｻﾝﾋﾟﾂ)のできるものは、お

れよりほかにねえんだからね。全く (非道:ﾋﾄﾞ)い所にゃ違ない」と真面

目に細君の云う事を (首肯:ｳｹｶﾞ)った。 
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 織屋はいろいろの反物を主人や細君の前へ突きつけては、「買ってお

くれ」という言葉をしきりに繰り返した。そりゃ高いよいくらいくら

に御負けなどと云われると、「値じゃねえね」とか、「拝むからそれで

買っておくれ」とか、「まあ目方を見ておくれ」とかすべて異様な (田

舎:ｲﾅｶ)びた答をした。そのたびに (皆:ﾐﾝﾅ)が笑った。主人夫婦はまた 

(閑:ﾋﾏ)だと見えて、面白半分にいつまでも織屋を相手にした。 

「織屋、御前そうして荷を (背負:ｼｮ)って、外へ出て、時分どきになっ

たら、やっぱり (御膳:ｺﾞｾﾞﾝ)を食べるんだろうね」と細君が聞いた。 

「飯を食わねえでいられるもんじゃないよ。腹の減る事ちゅうたら」 

「どんな所で食べるの」 

「どんな所で食べるちゅうて、やっぱり茶屋で食うだね」 

 主人は笑いながら茶屋とは何だと聞いた。織屋は、飯を食わす所が

茶屋だと答えた。それから東京へ (出立:ﾃﾞﾀﾃ)には飯が非常に (旨:ｳﾏ)

いので、腹を (据:ｽ)えて食い出すと、大抵の宿屋は (叶:ｶﾅ)わない、三

度三度食っちゃ気の毒だと云うような事を話して、また (皆:ﾐﾝﾅ)を笑わ

した。 

 織屋はしまいに (撚糸:ﾖﾘｲﾄ)の (紬:ﾂﾑｷﾞ)と、 (白絽:ｼﾛﾛ)を (一匹:ｲｯﾋﾟ

ｷ)細君に売りつけた。宗助はこの押しつまった暮に、夏の絽を買う人を

見て (余裕:ﾖﾕｳ)のあるものはまた格別だと感じた。すると、主人が宗助

に向って、 

「どうですあなたも、ついでに何か一つ。奥さんの不断着でも」と勧

めた。細君もこう云う機会に買って置くと、幾割か値安に買える (便宜:

ﾍﾞﾝｷﾞ)を説いた。そうして、 

「なに、 (御払:ｵﾊﾗｲ)はいつでもいいんです」と受合ってくれた。宗助

はとうとう御米のために (銘仙:ﾒｲｾﾝ)を一反買う事にした。主人はそれ

をさんざん値切って三円に負けさした。 

 織屋は負けた (後:ｱﾄ)でまた、 

「全く値じゃねえね。泣きたくなるね」と云ったので、大勢がまた一

度に笑った。 
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 織屋はどこへ行ってもこういう (鄙:ﾋﾅ)びた言葉を使って通している

らしかった。毎日(馴染:ﾅｼﾞ)みの家をぐるぐる (回:ﾏﾜ)って歩いているう

ちには、背中の荷がだんだん (軽:ｶﾛ)くなって、しまいに (紺:ｺﾝ)の (風

呂敷:ﾌﾛｼｷ)と (真田紐:ｻﾅﾀﾞﾋﾓ)だけが残る。その時分にはちょうど旧の正

月が来るので、ひとまず国元へ帰って、古い春を山の中で越して、そ

れからまた新らしい反物を背負えるだけ背負って出て来るのだと云っ

た。そうして (養蚕:ﾖｳｻﾝ)の (忙:ｾﾜ)しい四月の末か五月の初までに、そ

れを (悉皆:ｽｯｶﾘ)金に換えて、また富士の北影の焼石ばかりころがって

いる小村へ帰って行くのだそうである。 

「 (宅:ｳﾁ)へ来出してから、もう四五年になりますが、いつ見ても同じ

事で、少しも変らないんですよ」と細君が注意した。 

「実際珍らしい男です」と主人も評語を添えた。三日も外へ出ないと、

町幅がいつの間にか取り広げられていたり、一日新聞を読まないと、

電車の開通を知らずに過したりする今の世に、年に二度も東京へ出な

がら、こう山男の特色をどこまでも維持して行くのは、実際珍らしい

に違なかった。宗助はつくづくこの織屋の (容貌:ﾖｳﾎﾞｳ)やら態度やら服

装やら言葉使やらを観察して、一種気の毒な思をなした。 
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 彼は坂井を辞して、 (家:ｳﾁ)へ帰る途中にも、折々インヴァネスの羽

根の下に抱えて来た銘仙の (包:ﾂﾂﾐ)を持ち (易:ｶ)えながら、それを三円

という安い (価:ﾈ)で売った男の、粗末な (布子:ﾇﾉｺ)の (縞:ｼﾏ)と、赤く

てばさばさした髪の毛と、その (油気:ｱﾌﾞﾗｹ)のない (硬:ｺﾜ)い髪の毛が、

どういう訳か、頭の真中で立派に左右に分けられている様を、絶えず

眼の前に浮べた。 

 宅では御米が、宗助に着せる春の羽織をようやく縫い上げて、 (圧:ｵ

ｼ)の代りに (坐蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の下へ入れて、自分でその上へ坐っている

ところであった。 

「あなた今夜敷いて寝て下さい」と云って、御米は宗助を (顧:ｶｴﾘ)みた。

夫から、坂井へ来ていた (甲斐:ｶｲ)の男の話を聞いた時は、御米もさす

がに大きな声を出して笑った。そうして宗助の持って帰った (銘仙:ﾒｲｾ

ﾝ)の (縞柄:ｼﾏｶﾞﾗ)と (地合:ｼﾞｱｲ)を (飽:ｱ)かず (眺:ﾅｶﾞ)めては、安い安

いと云った。銘仙は全く (品:ｼﾅ)の (良:ｲ)いものであった。 

「どうして、そう安く売って割に合うんでしょう」としまいに聞き出

した。 

「なに中へ立つ呉服屋が (儲:ﾓｳ)け過ぎてるのさ」と宗助はその道に明

るいような事を、この一反の銘仙から推断して答えた。 

 夫婦の話はそれから、坂井の生活に余裕のある事と、その余裕のた

めに、横町の道具屋などに意外な (儲:ﾓｳ)け (方:ｶﾀ)をされる代りに、時

とするとこう云う織屋などから、差し向き不用のものを (廉価:ﾚﾝｶ)に買

っておく (便宜:ﾍﾞﾝｷﾞ)を有している事などに移って、しまいにその家庭

のいかにも陽気で、 (賑:ﾆｷﾞ)やかな模様に落ちて行った。宗助はその時

突然語調を (更:ｶ)えて、 

「なに金があるばかりじゃない。一つは子供が多いからさ。
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子供さえあれば、大抵貧乏な (家:ｳﾁ)でも陽気になるものだ」と御米を 

(覚:ｻﾄ)した。 

 その云い方が、自分達の (淋:ｻﾐ)しい (生涯:ｼｮｳｶﾞｲ)を、多少(自:ﾐｽﾞｶ)

ら (窘:ﾀｼﾅ)めるような (苦:ﾆｶﾞ)い調子を、御米の耳に伝えたので、御米

は覚えず (膝:ﾋｻﾞ)の上の反物から手を放して夫の顔を見た。宗助は坂井

から取って来た品が、御米の (嗜好:ｼｺｳ)に合ったので、久しぶりに細君

を喜ばせてやった自覚があるばかりだったから、別段そこには気がつ

かなかった。御米もちょっと宗助の顔を見たなりその時は何にも云わ

なかった。けれども (夜:ﾖ)に (入:ｲ)って寝る時間が来るまで御米はそれ

をわざと延ばしておいたのである。 

 二人はいつもの通り十時過床に入ったが、夫の眼がまだ (覚:ｻ)めてい

る頃を見計らって、御米は宗助の方を向いて話しかけた。 

「あなた (先刻:ｻｯｷ)小供がないと (淋:ｻﾑ)しくっていけないとおっしゃ

ってね」 

 宗助はこれに類似の事を普般的に云った (覚:ｵﾎﾞｴ)はたしかにあった。

けれどもそれは (強:ｱﾅ)がちに、自分達の身の上について、特に御米の

注意を (惹:ﾋ)くために口にした、故意の観察でないのだから、こう改た

まって聞き (糺:ﾀﾀﾞ)されると、困るよりほかはなかった。 

「何も (宅:ｳﾁ)の事を云ったのじゃないよ」 

 この返事を受けた御米は、しばらく黙っていた。やがて、 

「でも宅の事を始終淋しい淋しいと思っていらっしゃるから、 (必竟:ﾂ

ﾏﾘ)あんな事をおっしゃるんでしょう」と前とほぼ似たような問を繰り

返した。宗助は (固:ﾓﾄ)よりそうだと答えなければならない或物を頭の

中に (有:ﾓ)っていた。けれども御米を (憚:ﾊﾊﾞｶ)って、それほど (明白

地:ｱｶﾗｻﾏ)な自白をあえてし得なかった。この病気上りの細君の心を休

めるためには、かえってそれを (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)にして笑ってしまう方が 

(善:ﾖ)かろうと考えたので、 
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「淋しいと云えば、そりゃ淋しくないでもないがね」と調子を (易:ｶ)

えてなるべく陽気に出たが、そこで詰まったぎり、新らしい文句も、

面白い言葉も容易に思いつけなかった。やむを得ず、 

「まあいいや。心配するな」と云った。御米はまた何とも答えなかっ

た。宗助は話題を変えようと思って、 

「 (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)も火事があったね」と世間話をし出した。すると御米は

急に、 

「私は実にあなたに御気の毒で」と切なそうに言訳を半分して、また

それなり黙ってしまった。 (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)はいつものように床の間の上に 

(据:ｽ)えてあった。御米は (灯:ﾋ)に (背:ｿﾑ)いていたから、宗助には顔の

表情が (判然:ﾊｯｷﾘ)分らなかったけれども、その声は多少涙でうるんで

いるように思われた。今まで (仰向:ｱｵﾑ)いて天井を見ていた彼は、すぐ

妻の方へ向き直った。そうして薄暗い影になった御米の顔をじっと 

(眺:ﾅｶﾞ)めた。御米も暗い中からじっと宗助を見ていた。そうして、 

「 (疾:ﾄｳ)からあなたに打ち明けて (謝罪:ｱﾔ)まろう謝罪まろうと思っ

ていたんですが、つい言い (悪:ﾆｸ)かったもんだから、それなりにして

おいたのです」と途切れ途切れに云った。宗助には何の意味かまるで

解らなかった。多少はヒステリーのせいかとも思ったが、全然そうと

も決しかねて、しばらく (茫然:ﾎﾞﾝﾔﾘ)していた。すると御米が思い詰め

た調子で、 

「私にはとても子供のできる見込はないのよ」と云い切って泣き出し

た。 

 宗助はこの可憐な自白をどう慰さめていいか分別に余って当惑して

いたうちにも、御米に対してはなはだ気の毒だという思が非常に高ま

った。 

「子供なんざ、無くてもいいじゃないか。上の坂井さんみたようにた

くさん生れて御覧、 (傍:ﾊﾀ)から見ていても気の毒だよ。まるで幼稚園

のようで」 

「だって一人もできないときまっちまったら、あなただって (好:ﾖ)かな

いでしょう」 

「まだできないときまりゃしないじゃないか。これから生れるかも知

れないやね」 
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 御米はなおと泣き出した。宗助も (途方:ﾄﾎｳ)に暮れて、発作の治まる

のを穏やかに待っていた。そうして、 (緩:ﾕｯ)くり御米の説明を聞いた。 

 夫婦は和合(同棲:ﾄﾞｳｾｲ)という点において、人並以上に成功したと同

時に、子供にかけては、一般の隣人よりも不幸であった。それも始か

ら宿る種がなかったのなら、まだしもだが、育つべきものを中途で取

り落したのだから、さらに不幸の感が深かった。 

 始めて (身重:ﾐｵﾓ)になったのは、二人が京都を去って、広島に (瘠世

帯:ﾔｾｼﾞｮﾀｲ)を張っている時であった。 (懐妊:ｶｲﾆﾝ)と事がきまったとき、

御米はこの新らしい経験に対して、恐ろしい未来と、 (嬉:ｳﾚ)しい未来

を一度に夢に見るような心持を (抱:ｲﾀﾞ)いて日を過ごした。宗助はそれ

を眼に見えない愛の精に、一種の確証となるべき形を与えた事実と、

ひとり解釈して少なからず喜んだ。そうして自分の命を吹き込んだ肉

の (塊:ｶﾀﾏﾘ)が、目の前に踊る時節を指を折って楽しみに待った。とこ

ろが胎児は、夫婦の予期に反して、五カ月まで育って突然(下:ｵ)りてし

まった。その時分の夫婦の (活計:ｸﾗｼ)は苦しい (苛:ﾂﾗ)い月ばかり続い

ていた。宗助は流産した御米の (蒼:ｱｵ)い顔を眺めて、これも (必竟:ﾂﾏ

ﾘ)は世帯の苦労から起るんだと判じた。そうして愛情の結果が、貧のた

めに打ち (崩:ｸｽﾞ)されて、永く手の (裡:ｳﾁ)に捕える事のできなくなっ

たのを残念がった。御米はひたすら泣いた。 

 福岡へ移ってから間もなく、御米はまた (酸:ｽ)いものを (嗜:ﾀｼ)む人

となった。一度流産すると癖になると聞いたので、御米は (万:ﾖﾛｽﾞ)に

注意して、つつましやかに振舞っていた。
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そのせいか経過は (至極:ｼｺﾞｸ)順当に行ったが、どうした訳か、これと

いう原因もないのに、月足らずで生れてしまった。産婆は首を傾けて、

一度医者に見せるように勧めた。医者に (診:ﾐ)て貰うと、発育が充分で

ないから、室内の温度を一定の高さにして、昼夜とも変らないくらい、

人工的に暖めなければいけないと云った。宗助の (手際:ﾃｷﾞﾜ)では、室

内に (煖炉:ﾀﾞﾝﾛ)を据えつける設備をするだけでも容易ではなかった。

夫婦はわが時間と算段の許す限りを尽して、専念に赤児の命を (護:ﾏﾓ)

った。けれどもすべては徒労に帰した。一週間の後、二人の血を分け

た (情:ﾅｻｹ)の (塊:ｶﾀﾏﾘ)はついに冷たくなった。御米は幼児の (亡骸:ﾅｷ

ｶﾞﾗ)を (抱:ﾀﾞ)いて、 

「どうしましょう」と (啜:ｽｽ)り泣いた。宗助は再度の打撃を男らしく

受けた。冷たい肉が灰になって、その灰がまた黒い土に (和:ｶ)するまで、

一口も (愚痴:ｸﾞﾁ)らしい言葉は出さなかった。そのうちいつとなく、二

人の間に (挟:ﾊｻ)まっていた影のようなものが、しだいに (遠退:ﾄｵﾉ)い

て、ほどなく消えてしまった。 

 すると三度目の記憶が来た。宗助が東京に移って始ての年に、御米

はまた懐妊したのである。出京の当座は、だいぶん (身体:ｶﾗﾀﾞ)が衰ろ

えていたので、御米はもちろん、宗助もひどくそこを (気遣:ｷﾂﾞｶ)った

が、今度こそはという腹は両方にあったので、張のある月を無事にだ

んだんと重ねて行った。ところがちょうど (五月目:ｲﾂﾂｷﾒ)になって、御

米はまた意外の (失敗:ｼｸｼﾞﾘ)をやった。その頃はまだ水道も引いてなか

ったから、朝晩下女が井戸端へ出て水を汲んだり、洗濯をしなければ

ならなかった。
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御米はある日裏にいる下女に云いつける用ができたので、 (井戸流:ｲﾄﾞ

ﾅｶﾞｼ)の (傍:ｿﾊﾞ)に置いた (盥:ﾀﾗｲ)の傍まで行って話をしたついでに、 

(流:ﾅｶﾞｼ)を (向:ﾑｺｳ)へ渡ろうとして、青い (苔:ｺｹ)の生えている (濡:ﾇ)

れた板の上へ (尻持:ｼﾘﾓﾁ)を突いた。御米はまたやり (損:ｿｸ)なったとは

思ったが、自分の (粗忽:ｿｺﾂ)を面目ながって、宗助にはわざと何事も語

らずにその場を通した。けれどもこの震動が、いつまで経っても胎児

の発育にこれという影響も及ぼさず、したがって自分の (身体:ｶﾗﾀﾞ)に

も少しの異状を引き起さなかった事がたしかに分った時、御米はよう

やく安心して、過去の (失:ｼﾂ)を改めて宗助の前に告げた。宗助は (固:

ﾓﾄ)より妻を (咎:ﾄｶﾞ)める意もなかった。ただ、 

「よく気をつけないと危ないよ」と穏やかに注意を加えて過ぎた。 

 とかくするうちに月が満ちた。いよいよ生れるという (間際:ﾏｷﾞﾜ)ま

で日が詰ったとき、宗助は役所へ出ながらも、御米の事がしきりに気

にかかった。帰りにはいつも、今日はことによると留守のうちになど

と案じ続けては、自分の家の (格子:ｺｳｼ)の前に立った。そうして半ば予

期している赤児の泣声が聞えないと、かえって何かの変でも起ったら

しく感じて、急いで (宅:ｳﾁ)へ飛び込んで、自分と自分の粗忽を恥ずる

事があった。 

  (幸:ｻｲﾜｲ)に御米の (産気:ｻﾝｹ)づいたのは、宗助の外に用のない夜中

だったので、傍にいて世話のできると云う点から見ればはなはだ都合

が好かった。産婆も (緩:ﾕｯ)くり間に合うし、脱脂綿その他の準備もこ

とごとく不足なく取り (揃:ｿﾛ)えてあった。産も案外軽かった。
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けれども (肝心:ｶﾝｼﾞﾝ)の (小児:ｺﾄﾞﾓ)は、ただ子宮を (逃:ﾉｶﾞ)れて広い

所へ出たというまでで、浮世の空気を一口も呼吸しなかった。産婆は

細い (硝子:ｶﾞﾗｽ)の管のようなものを取って、 (小:ﾁ)さい口の (内:ﾅｶ)

へ強い (呼息:ｲｷ)をしきりに吹き込んだが、 (効目:ｷｷﾒ)はまるでなかっ

た。生れたものは肉だけであった。夫婦はこの肉に刻みつけられた、

眼と鼻と口とを (髣髴:ﾎｳﾌﾂ)した。しかしその (咽喉:ﾉﾄﾞ)から出る声は

ついに聞く事ができなかった。 

 産婆は出産のあったつい一週間前に来て、 (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に胎児の心臓

まで聴診して、 (至極:ｼｺﾞｸ)御健全だと保証して行ったのである。よし

産婆の云う事に間違があって、腹の (児:ｺ)の発育が今までのうちにどこ

かで止っていたにしたところで、それが (直:ｽｸﾞ)取り出されない以上、

母体は (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで平気に持ち (応:ｺﾀ)える訳がなかった。そこをだ

んだん調べて見て、宗助は自分がいまだかつて聞いた事のない事実を

発見した時に、思わず恐れ驚ろいた。胎児は出る間際まで健康であっ

たのである。けれども (臍帯纏絡:ｻｲﾀｲﾃﾝﾗｸ)と云って、俗に云う (胞:ｴﾅ)

を (頸:ｸﾋﾞ)へ (捲:ﾏ)きつけていた。こう云う異常の場合には、 (固:ﾓﾄ)

より産婆の腕で切り抜けるよりほかにしようのないもので、経験のあ

る婆さんなら、取り上げる時に、 (旨:ｳﾏ)く頸に掛かった胞を (外:ﾊｽﾞ)

して引き出すはずであった。宗助の頼んだ産婆もかなり年を取ってい

るだけに、このくらいのことは心得ていた。しかし胎児の頸を (絡:ｶﾗ)

んでいた臍帯は、時たまあるごとく (一重:ﾋﾄｴ)ではなかった。 
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 (二重:ﾌﾀｴ)に細い (咽喉:ﾉﾄﾞ)を巻いている胞を、あの細い所を通す時に

外し (損:ｿｸ)なったので、 (小児:ｺﾄﾞﾓ)はぐっと気管を (絞:ｼ)められて窒

息してしまったのである。 

 罪は産婆にもあった。けれどもなかば以上は御米の (落度:ｵﾁﾄﾞ)に違

なかった。臍帯纏絡の変状は、御米が井戸端で滑って痛く (尻餅:ｼﾘﾓﾁ)

を (搗:ﾂ)いた五カ月前すでに (自:ﾐｽﾞｶ)ら (醸:ｶﾓ)したものと知れた。御

米は産後の (蓐中:ｼﾞｮｸﾁｭｳ)にその始末を聞いて、ただ軽く (首肯:ｳﾅｽﾞ)

いたぎり何にも云わなかった。そうして、疲労に少し落ち込んだ眼を 

(霑:ｳﾙ)ませて、長い (睫毛:ﾏﾂｹﾞ)をしきりに動かした。宗助は慰さめな

がら、 (手帛:ﾊﾝｹﾁ)で頬に流れる涙を (拭:ﾌ)いてやった。 

 これが子供に関する夫婦の過去であった。この (苦:ﾆｶﾞ)い経験を (甞:

ﾅ)めた彼らは、それ以後幼児について余り多くを語るを好まなかった。

けれども二人の生活の裏側は、この記憶のために (淋:ｻﾑ)しく染めつけ

られて、容易に (剥:ﾊ)げそうには見えなかった。時としては、 (彼我:ﾋ

ｶﾞ)の笑声を通してさえ、御互の胸に、この裏側が薄暗く映る事もあっ

た。こういう訳だから、過去の歴史を今夫に向って新たに繰り返そう

とは、御米も思い寄らなかったのである。宗助も今更妻からそれを聞

かせられる必要は少しも認めていなかったのである。 

 御米の夫に打ち明けると云ったのは、固より二人の共有していた事

実についてではなかった。彼女は三度目の胎児を失った時、夫からそ

の折の模様を聞いて、いかにも自分が残酷な母であるかのごとく感じ

た。
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自分が手を (下:ｸﾀﾞ)した覚がないにせよ、考えようによっては、自分と

生を与えたものの生を奪うために、 (暗闇:ｸﾗﾔﾐ)と (明海:ｱｶﾙﾐ)の途中に

待ち受けて、これを (絞殺:ｺｳｻﾂ)したと同じ事であったからである。こ

う解釈した時、御米は恐ろしい罪を犯した悪人と (己:ｵﾉﾚ)を (見傚:ﾐﾅ)

さない訳に行かなかった。そうして思わざる徳義上の (苛責:ｶｼｬｸ)を人

知れず受けた。しかもその苛責を分って、共に苦しんでくれるものは

世界中に一人もなかった。御米は夫にさえこの苦しみを語らなかった

のである。 

 彼女はその時普通の産婦のように、三週間を床の中で暮らした。そ

れは (身体:ｶﾗﾀﾞ)から云うと (極:ｷﾜ)めて安静の三週間に違なかった。同

時に心から云うと、恐るべき忍耐の三週間であった。宗助は亡児のた

めに、小さい (柩:ﾋﾂｷﾞ)を (拵:ｺｼ)らえて、人の眼に立たない葬儀を営な

んだ。しかる後、また死んだもののために小さな (位牌:ｲﾊｲ)を作った。

位牌には黒い (漆:ｳﾙｼ)で (戒名:ｶｲﾐｮｳ)が書いてあった。位牌の (主:ﾇｼ)

は戒名を持っていた。けれども (俗名:ｿﾞｸﾐｮｳ)は (両親:ﾌﾀｵﾔ)といえども

知らなかった。宗助は最初それを茶の間の (箪笥:ﾀﾝｽ)の上へ (載:ﾉ)せて、

役所から帰ると絶えず線香を (焚:ﾀ)いた。その (香:ﾆｵｲ)が六畳に寝てい

る御米の鼻に時々 (通:ｶﾖ)った。彼女の官能は当時それほどに鋭どくな

っていたのである。しばらくしてから、宗助は何を考えたか、小さい (位

牌:ｲﾊｲ)を (箪笥:ﾀﾝｽ)の (抽出:ﾋｷﾀﾞｼ)の底へしまってしまった。そこには

福岡で亡くなった小供の位牌と、東京で死んだ父の位牌が別々に綿で 

(包:ｸﾙ)んで (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に入れてあった。



門《スピーチオ文庫》  138/229 

東京の家を畳むとき宗助は先祖の位牌を一つ残らず (携:ﾀｽﾞｻ)えて、諸

所を (漂泊:ﾋｮｳﾊｸ)するの (煩:ﾜｽﾞﾗ)わしさに (堪:ﾀ)えなかったので、新

らしい父の分だけを (鞄:ｶﾊﾞﾝ)の中に収めて、その他はことごとく寺へ

預けておいたのである。 

 御米は宗助のするすべてを寝ながら見たり聞いたりしていた。そう

して (布団:ﾌﾄﾝ)の上に (仰向:ｱｵﾑｹ)になったまま、この二つの (小:ﾁ)さ

い位牌を、眼に見えない (因果:ｲﾝｶﾞ)の糸を長く引いて互に結びつけた。

それからその糸をなお遠く延ばして、これは位牌にもならずに流れて

しまった、始めから形のない、ぼんやりした影のような死児の上に投

げかけた。御米は広島と福岡と東京に残る一つずつの記憶の底に、動

かしがたい運命の (厳:ｵｺﾞｿ)かな支配を認めて、その厳かな支配の (下:

ﾓﾄ)に立つ、 (幾月日:ｲｸﾂｷﾋ)の自分を、不思議にも同じ不幸を繰り返す

べく作られた母であると観じた時、時ならぬ (呪詛:ﾉﾛｲ)の声を耳の (傍:

ﾊﾀ)に聞いた。彼女が三週間の安静を、 (蒲団:ﾌﾄﾝ)の上に (貪:ﾑｻ)ぼらな

ければならないように、生理的に (強:ｼ)いられている間、彼女の鼓膜は

この呪詛の声でほとんど絶えず鳴っていた。三週間の安臥は、御米に

取って実に比類のない忍耐の三週間であった。 

 御米はこの苦しい半月余りを、枕の上でじっと見つめながら過ごし

た。しまいには我慢して横になっているのが、いかにも (苛:ﾂﾗ)かった

ので、看護婦の帰った (明:ｱｸ)る日に、こっそり起きてぶらぶらして見

たが、それでも心に (逼:ｾﾏ)る不安は、容易に (紛:ﾏｷﾞ)らせなかった。 
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 (退儀:ﾀｲｷﾞ)な (身体:ｶﾗﾀﾞ)を無理に動かす割に、頭の中は少しも動いて

くれないので、また (落胆:ｶﾞｯｶ)りして、ついには取り放しの夜具の下

へ (潜:ﾓｸﾞ)り込んで、人の世を遠ざけるように、眼を堅く (閉:ﾂﾌﾞ)って

しまう事もあった。 

 そのうち定期の三週間も過ぎて、御米の身体は (自:ｵﾉｽﾞ)からすっき

りなった。御米は (奇麗:ｷﾚｲ)に床を払って、新らしい気のする (眉:ﾏﾕ)

を再び鏡に照らした。それは (更衣:ｺﾛﾓｶﾞｴ)の時節であった。御米も久

しぶりに綿の (入:ｲ)った重いものを (脱:ﾇ)ぎ (棄:ｽ)てて、肌に (垢:ｱｶ)

の触れない軽い気持を (爽:ｻﾜ)やかに感じた。春と夏の境をぱっと飾る

陽気な日本の風物は、 (淋:ｻﾑ)しい御米の頭にも幾分かの反響を与えた。

けれども、それはただ沈んだものを (掻:ｶ)き立てて、 (賑:ﾆｷﾞ)やかな光

りのうちに浮かしたまでであった。御米の暗い過去の中にその時一種

の好奇心が (萌:ｷｻﾞ)したのである。 

 天気の (勝:ｽｸﾞ)れて美くしいある日の午前、御米はいつもの通り宗助

を送り出してから (直:ｼﾞｷ)に、表へ出た。もう女は (日傘:ﾋｶﾞｻ)を差し

て外を行くべき時節であった。急いで (日向:ﾋﾅﾀ)を歩くと額の (辺:ｱﾀﾘ)

が少し汗ばんだ。御米は歩き歩き、着物を着換える時、箪笥を開けた

ら、思わず一番目の抽出の底にしまってあった、新らしい位牌に手が

触れた事を思いつづけて、とうとうある (易者:ｴｷｼｬ)の門を (潜:ｸｸﾞ)っ

た。 

 彼女は多数の文明人に共通な迷信を子供の時から持っていた。けれ

ども平生はその迷信がまた多数の文明人と同じように、遊戯的に外に

現われるだけで済んでいた。それが実生活の厳かな部分を (冒:ｵｶ)すよ

うになったのは、全く珍らしいと云わなければならなかった。
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御米はその時(真面目:ﾏｼﾞﾒ)な態度と真面目な心を (有:ﾓ)って、易者の前

に坐って、自分が将来子を生むべき、また子を育てるべき運命を天か

ら与えられるだろうかを確めた。易者は大道に店を出して、往来の人

の身の上を一二銭で (占:ｳﾗ)なう人と、少しも違った様子もなく、 (算

木:ｻﾝｷﾞ)をいろいろに並べて見たり、 (筮竹:ｾﾞｲﾁｸ)を (揉:ﾓ)んだり数え

たりした後で、 (仔細:ｼｻｲ)らしく (腮:ｱｺﾞ)の下の (髯:ﾋｹﾞ)を握って何か

考えたが、終りに御米の顔をつくづく (眺:ﾅｶﾞ)めた末、 

「あなたには子供はできません」と落ちつき払って宣告した。御米は

無言のまま、しばらく易者の言葉を頭の中で (噛:ｶ)んだり (砕:ｸﾀﾞ)いた

りした。それから顔を上げて、 

「なぜでしょう」と聞き返した。その時御米は易者が返事をする前に、

また考えるだろうと思った。ところが彼はまともに御米の眼の間を見

詰めたまま、すぐ 

「あなたは人に対してすまない事をした (覚:ｵﾎﾞｴ)がある。その罪が 

(祟:ﾀﾀ)っているから、子供はけっして育たない」と云い切った。御米は

この (一言:ｲﾁｹﾞﾝ)に心臓を射抜かれる思があった。くしゃりと首を折っ

たなり (家:ｳﾁ)へ帰って、その夜は夫の顔さえろくろく見上げなかった。 

 御米の宗助に打ち明けないで、今まで過したというのは、この易者

の判断であった。宗助は床の間に乗せた細い (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)の (灯:ﾋ)が、

夜の中に沈んで行きそうな静かな晩に、始めて御米の口からその話を

聞いたとき、さすがに好い気味はしなかった。 

「神経の起った時、わざわざそんな馬鹿な所へ出かけるからさ。 (銭:ｾﾞ

ﾆ)を出して下らない事を云われてつまらないじゃないか。その後もその 

(占:ｳﾗﾅｲ)の (宅:ｳﾁ)へ行くのかい」 

「恐ろしいから、もうけっして行かないわ」 

「行かないがいい。馬鹿気ている」 
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 宗助はわざと (鷹揚:ｵｳﾖｳ)な答をしてまた寝てしまった。 

 

十四 

 

  (宗助:ｿｳｽｹ)と (御米:ｵﾖﾈ)とは仲の好い夫婦に違なかった。いっしょ

になってから (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで六年ほどの長い月日を、まだ半日も (気

不味:ｷﾏｽﾞ)く暮した事はなかった。 (言逆:ｲｻｶｲ)に顔を赤らめ合った 

(試:ﾀﾒｼ)はなおなかった。二人は呉服屋の反物を買って着た。米屋から

米を取って食った。けれどもその他には一般の社会に待つところのき

わめて少ない人間であった。彼らは、日常の必要品を供給する以上の

意味において、社会の存在をほとんど認めていなかった。彼らに取っ

て絶対に必要なものは御互だけで、その御互だけが、彼らにはまた充

分であった。彼らは山の中にいる心を (抱:ｲﾀﾞ)いて、都会に住んでいた。 

 自然の (勢:ｲｷｵｲ)として、彼らの生活は単調に流れない訳に行かなか

った。彼らは複雑な社会の (煩:ﾜｽﾞﾗｲ)を避け得たと共に、その社会の活

動から出るさまざまの経験に直接触れる機会を、自分と (塞:ﾌｻ)いでし

まって、都会に住みながら、都会に住む文明人の特権を (棄:ｽ)てたよう

な結果に到着した。彼らも自分達の日常に変化のない事は折々自覚し

た。御互が御互に (飽:ｱ)きるの、物足りなくなるのという心は (微塵:ﾐ

ｼﾞﾝ)も起らなかったけれども、御互の頭に受け入れる生活の内容には、 

(刺戟:ｼｹﾞｷ)に乏しい或物が潜んでいるような (鈍:ﾆﾌﾞ)い (訴:ｳｯﾀｴ)があ

った。それにもかかわらず、彼らが毎日同じ判を同じ胸に押して、長

の月日を (倦:ｳ)まず渡って来たのは、彼らが始から一般の社会に興味を

失っていたためではなかった。社会の方で彼らを二人ぎりに切りつめ

て、その二人に冷かな (背:ｿﾋﾞﾗ)を向けた結果にほかならなかった。外

に向って生長する余地を見出し得なかった二人は、内に向って深く延

び始めたのである。
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彼らの生活は広さを失なうと同時に、深さを増して来た。彼らは六年

の間世間に散漫な交渉を求めなかった代りに、同じ六年の (歳月:ｻｲｹﾞﾂ)

を (挙:ｱ)げて、互の胸を掘り出した。彼らの命は、いつの間にか互の底

にまで喰い入った。二人は世間から見れば依然として二人であった。

けれども互から云えば、道義上切り離す事のできない一つの有機体に

なった。二人の精神を組み立てる神経系は、最後の繊維に至るまで、

互に抱き合ってでき上っていた。彼らは大きな水盤の表に (滴:ｼﾀ)たっ

た二点の油のようなものであった。水を (弾:ﾊｼﾞ)いて二つがいっしょに

集まったと云うよりも、水に弾かれた勢で、丸く寄り添った結果、離

れる事ができなくなったと評する方が適当であった。 

 彼らはこの (抱合:ﾎｳｺﾞｳ)の (中:ｳﾁ)に、尋常の夫婦に見出しがたい親

和と (飽満:ﾎｳﾏﾝ)と、それに伴なう (倦怠:ｹﾝﾀｲ)とを兼ね具えていた。そ

うしてその倦怠の (慵:ﾓﾉｳ)い気分に支配されながら、自己を幸福と評価

する事だけは忘れなかった。倦怠は彼らの意識に眠のような幕を掛け

て、二人の愛をうっとり (霞:ｶｽ)ます事はあった。けれども (簓:ｻｻﾗ)で

神経を洗われる不安はけっして起し得なかった。要するに彼らは世間

に (疎:ｳﾄ)いだけそれだけ仲の好い夫婦であったのである。 

 彼らは人並以上に (睦:ﾑﾂ)ましい月日を (渝:ｶﾜ)らずに (今日:ｷｮｳ)か

ら (明日:ｱｽ)へと (繋:ﾂﾅ)いで行きながら、常はそこに気がつかずに顔を

見合わせているようなものの、時々自分達の睦まじがる心を、自分で 

(確:ｼｶ)と認める事があった。その場合には必ず今まで睦まじく過ごした

長の (歳月:ﾄｼﾂｷ)を (溯:ｻｶ)のぼって、自分達がいかな犠牲を払って、結

婚をあえてしたかと云う当時を憶い出さない訳には行かなかった。
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彼らは自然が彼らの前にもたらした恐るべき (復讐:ﾌｸｼｭｳ)の (下:ﾓﾄ)に 

(戦:ｵﾉﾉ)きながら (跪:ﾋｻﾞﾏ)ずいた。同時にこの復讐を受けるために得た

互の幸福に対して、愛の神に (一弁:ｲﾁﾍﾞﾝ)の (香:ｺｳ)を (焚:ﾀ)く事を忘

れなかった。彼らは (鞭:ﾑﾁｳ)たれつつ死に赴くものであった。ただその

鞭の先に、すべてを (癒:ｲ)やす甘い蜜の着いている事を (覚:ｻﾄ)ったの

である。 

 宗助は相当に資産のある東京ものの子弟として、彼らに共通な (派

出:ﾊﾃﾞ)な (嗜好:ｼｺｳ)を、学生時代には遠慮なく (充:ﾐ)たした男である。

彼はその時(服装:ﾅﾘ)にも、動作にも、思想にも、ことごとく当世らしい

才人の (面影:ｵﾓｶｹﾞ)を (漲:ﾐﾅｷﾞ)らして、 (昂:ﾀｶ)い首を世間に (擡:ﾓﾀ)

げつつ、行こうと思う (辺:ｱﾀ)りを (濶歩:ｶｯﾎﾟ)した。彼の (襟:ｴﾘ)の白

かったごとく、彼の (洋袴:ｽﾞﾎﾞﾝ)の (裾:ｽｿ)が (奇麗:ｷﾚｲ)に折り返され

ていたごとく、その下から見える彼の (靴足袋:ｸﾂﾀﾋﾞ)が模様入のカシミ

ヤであったごとく、彼の頭は (華奢:ｷｬｼｬ)な世間向きであった。 

 彼は生れつき理解の好い男であった。したがって大した勉強をする

気にはなれなかった。学問は社会へ出るための方便と心得ていたから、

社会を一歩(退:ｼﾘ)ぞかなくっては達する事のできない、学者という地位

には、余り多くの興味を (有:ﾓ)っていなかった。彼はただ教場へ出て、

普通の学生のする通り、多くのノートブックを黒くした。けれども (宅:

ｳﾁ)へ帰って来て、それを読み直したり、手を入れたりした事は (滅多:

ﾒｯﾀ)になかった。休んで抜けた所さえ大抵はそのままにして放って置い

た。
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彼は下宿の机の上に、このノートブックを奇麗に積み上げて、いつ見

ても整然と秩序のついた書斎を (空:ｶﾗ)にしては、外を出歩るいた。友

達は多く彼の (寛濶:ｶﾝｶﾂ)を (羨:ｳﾗﾔ)んだ。宗助も得意であった。彼の

未来は (虹:ﾆｼﾞ)のように美くしく彼の (眸:ﾋﾄﾐ)を照らした。 

 その頃の宗助は今と違って多くの友達を持っていた。実を云うと、

軽快な彼の眼に映ずるすべての人は、ほとんど誰彼の区別なく友達で

あった。彼は敵という言葉の意味を正当に解し得ない楽天家として、

若い世をのびのびと渡った。 

「なに不景気な顔さえしなければ、どこへ行ったって (驩迎:ｶﾝｹﾞｲ)され

るもんだよ」と学友の安井によく話した事があった。実際彼の顔は、 

(他:ﾋﾄ)を不愉快にするほど深刻な表情を示し得た (試:ﾀﾒｼ)がなかった。 

「君は (身体:ｶﾗﾀﾞ)が丈夫だから結構だ」とよくどこかに故障の起る安

井が (羨:ｳﾗﾔ)ましがった。この安井というのは国は (越前:ｴﾁｾﾞﾝ)だが、

長く横浜にいたので、言葉や様子は (毫:ｺﾞｳ)も東京ものと異なる点がな

かった。着物道楽で、髪の毛を長くして真中から分ける癖があった。

高等学校は違っていたけれども、講義のときよく隣合せに並んで、時々

聞き (損:ｿｸ)なった所などを後から質問するので、口を (利:ｷ)き出した

のが元になって、つい懇意になった。それが学年の (始:ﾊｼﾞﾏ)りだった

ので、京都へ来て日のまだ浅い宗助にはだいぶんの (便宜:ﾍﾞﾝｷﾞ)であっ

た。彼は安井の案内で新らしい土地の印象を酒のごとく吸い込んだ。

二人は毎晩のように三条とか四条とかいう (賑:ﾆｷﾞ)やかな町を歩いた。

時によると (京極:ｷｮｳｺﾞｸ)も通り抜けた。橋の真中に立って (鴨川:ｶﾓｶﾞ

ﾜ)の水を眺めた。 
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 (東山:ﾋｶﾞｼﾔﾏ)の上に出る静かな月を見た。そうして京都の月は東京の

月よりも丸くて大きいように感じた。町や人に (厭:ｱ)きたときは、土曜

と日曜を利用して遠い郊外に出た。宗助は至る所の (大竹藪:ｵｵﾀｹﾔﾌﾞ)

に緑の (籠:ｺﾓ)る深い姿を喜んだ。松の幹の染めたように赤いのが、日

を照り返して幾本となく並ぶ (風情:ﾌｾﾞｲ)を楽しんだ。ある時は (大悲

閣:ﾀﾞｲﾋｶｸ)へ登って、 (即非:ｿｸﾋ)の額の下に (仰向:ｱｵﾑ)きながら、谷底

の流を (下:ｸﾀﾞ)る (櫓:ﾛ)の音を聞いた。その音が (雁:ｶﾘ)の鳴声によく

似ているのを二人とも面白がった。ある時は、 (平八茶屋:ﾍｲﾊﾁﾁﾞｬﾔ)ま

で出掛けて行って、そこに一日寝ていた。そうして (不味:ﾏｽﾞ)い河魚の 

(串:ｸｼ)に刺したのを、かみさんに焼かして酒を (呑:ﾉ)んだ。そのかみさ

んは、 (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)を (被:ｶﾌﾞ)って、 (紺:ｺﾝ)の (立付:ﾀｯﾂｹ)みたような

ものを (穿:ﾊ)いていた。 

 宗助はこんな新らしい (刺戟:ｼｹﾞｷ)の (下:ﾓﾄ)に、しばらくは慾求の満

足を得た。けれどもひととおり古い都の (臭:ﾆｵｲ)を (嗅:ｶ)いで歩くうち

に、すべてがやがて、平板に見えだして来た。その時彼は美くしい山

の色と清い水の色が、最初ほど鮮明な影を自分の頭に宿さないのを物

足らず思い始めた。彼は暖かな若い血を (抱:ｲﾀﾞ)いて、その (熱:ﾎﾃ)り

を (冷:ｻﾏ)す深い緑に逢えなくなった。そうかといって、この情熱を (焚:

ﾔ)き尽すほどの (烈:ﾊｹﾞ)しい活動には無論出会わなかった。彼の血は高

い脈を打って、いたずらにむず (痒:ｶﾞﾕ)く彼の身体の中を流れた。彼は

腕組をして、 (坐:ｲ)ながら四方の山を眺めた。そうして、 

「もうこんな古臭い所には厭きた」と云った。 
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 安井は笑いながら、比較のため、自分の知っている或友達の故郷の

物語をして宗助に聞かした。それは (浄瑠璃:ｼﾞｮｳﾙﾘ)の (間:ｱｲ)の (土山:

ﾂﾁﾔﾏ)雨が降るとある有名な (宿:ｼｭｸ)の事であった。朝起きてから夜寝

るまで、眼に入るものは山よりほかにない所で、まるで (擂鉢:ｽﾘﾊﾞﾁ)

の底に住んでいると同じ有様だと告げた上、安井はその友達の小さい

時分の経験として、 (五月雨:ｻﾐﾀﾞﾚ)の降りつづく折などは、小供心に、

今にも自分の住んでいる (宿:ｼｭｸ)が、四方の山から流れて来る雨の中に 

(浸:ﾂ)かってしまいそうで、心配でならなかったと云う話をした。宗助

はそんな擂鉢の底で一生を過す人の運命ほど情ないものはあるまいと

考えた。 

「そう云う所に、人間がよく生きていられるな」と不思議そうな顔を

して安井に云った。安井も笑っていた。そうして (土山:ﾂﾁﾔﾏ)から出た

人物の (中:ｳﾁ)では、 (千両函:ｾﾝﾘｮｳﾊﾞｺ)を (摩:ｽ)り (替:ｶ)えて (磔:ﾊﾘﾂ

ｹ)になったのが一番大きいのだと云う一口話をやはり友達から聞いた

通り繰り返した。狭い京都に飽きた宗助は、単調な生活を破る色彩と

して、そう云う出来事も百年に一度ぐらいは必要だろうとまで思った。 

 その時分の宗助の眼は、常に新らしい世界にばかり (注:ｿｿ)がれてい

た。だから自然がひととおり四季の色を見せてしまったあとでは、再

び去年の記憶を呼び戻すために、花や (紅葉:ﾓﾐｼﾞ)を迎える必要がなく

なった。強く (烈:ﾊｹﾞ)しい命に生きたと云う証券を (飽:ｱ)くまで握りた

かった彼には、 (活:ｲ)きた現在と、これから生れようとする未来が、当

面の問題であったけれども、消えかかる過去は、夢同様に (価:ｱﾀｲ)の乏

しい幻影に過ぎなかった。



門《スピーチオ文庫》  147/229 

彼は多くの (剥:ﾊ)げかかった (社:ﾔｼﾛ)と、 (寂果:ｻﾋﾞﾊ)てた寺を見尽し

て、色の (褪:ｻ)めた歴史の上に、黒い頭を振り向ける勇気を失いかけた。 

(寝耄:ﾈﾎﾞ)けた昔に (徊:ﾃｲｶｲ)するほど、彼の気分は枯れていなかったの

である。 

 学年の終りに宗助と安井とは再会を約して手を分った。安井はひと

まず郷里の福井へ帰って、それから横浜へ行くつもりだから、もしそ

の時には手紙を出して通知をしよう、そうしてなるべくならいっしょ

の汽車で京都へ (下:ｸﾀﾞ)ろう、もし時間が許すなら、 (興津:ｵｷﾂ)あたり

で泊って、 (清見寺:ｾｲｹﾝｼﾞ)や (三保:ﾐﾎ)の松原や、 (久能山:ｸﾉｳｻﾞﾝ)で

も見ながら (緩:ﾕｯ)くり遊んで行こうと云った。宗助は大いによかろう

と答えて、腹のなかではすでに安井の (端書:ﾊｶﾞｷ)を手にする時の心持

さえ予想した。 

 宗助が東京へ帰ったときは、父は (固:ﾓﾄ)よりまだ丈夫であった。 (小

六:ｺﾛｸ)は子供であった。彼は一年ぶりに (殷:ｻｶ)んな都の炎熱と (煤煙:

ﾊﾞｲｴﾝ)を呼吸するのをかえって (嬉:ｳﾚ)しく感じた。 (燬:ﾔ)くような日

の下に、 (渦:ｳｽﾞ)を (捲:ﾏ)いて狂い出しそうな (瓦:ｶﾜﾗ)の色が、幾里と

なく続く (景色:ｹｼｷ)を、高い所から眺めて、これでこそ東京だと思う事

さえあった。今の宗助なら目を (眩:ﾏﾜ)しかねない事々物々が、ことご

とく壮快の二字を彼の額に焼き付けべく、その時は反射して来たので

ある。 

 彼の未来は封じられた (蕾:ﾂﾎﾞﾐ)のように、開かない先は (他:ﾋﾄ)に知

れないばかりでなく、自分にも (確:ｼｶ)とは分らなかった。宗助はただ

洋々の二字が彼の前途に (棚引:ﾀﾅﾋﾞ)いている気がしただけであった。
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彼はこの暑い休暇中にも卒業後の自分に対する (謀:ﾊｶﾘｺﾞﾄ)を (忽:ﾕﾙ)

がせにはしなかった。彼は大学を出てから、官途につこうか、または

実業に従おうか、それすら、まだ (判然:ﾊｯｷﾘ)と心にきめていなかった

にかかわらず、どちらの方面でも構わず、今のうちから、進めるだけ

進んでおく方が利益だと心づいた。彼は直接父の紹介を得た。父を通

して間接にその知人の紹介を得た。そうして自分の将来を影響し得る

ような人を物色して、二三の訪問を試みた。彼らのあるものは、避暑

という名義の (下:ﾓﾄ)に、すでに東京を離れていた。あるものは不在で

あった。またあるものは多忙のため時を期して、勤務先で会おうと云

った。宗助は日のまだ高くならない七時頃に、 (昇降器:ｴﾚｳﾞｪｰﾀｰ)で (煉

瓦造:ﾚﾝｶﾞﾂﾞｸﾘ)の三階へ案内されて、そこの応接間に、もう七八人も自

分と同じように、同じ人を待っている光景を見て驚ろいた事もあった。

彼はこうして新らしい所へ行って、新らしい物に接するのが、用向の

成否に関わらず、今まで眼に付かずに過ぎた (活:ｲ)きた世界の断片を頭

へ詰め込むような気がして何となく愉快であった。 

 父の云いつけで、毎年の通り虫干の手伝をさせられるのも、こんな

時には、かえって興味の多い仕事の一部分に数えられた。彼は冷たい

風の吹き通す土蔵の (戸前:ﾄﾏｴ)の (湿:ｼﾒ)っぽい石の上に腰を掛けて、

古くから家にあった (江戸名所図会:ｴﾄﾞﾒｲｼｮｽﾞｴ)と、 (江戸砂子:ｴﾄﾞｽﾅ

ｺﾞ)という本を物珍しそうに眺めた。畳まで熱くなった座敷の真中へ 

(胡坐:ｱｸﾞﾗ)を (掻:ｶ)いて、下女の買って来た (樟脳:ｼｮｳﾉｳ)を、小さな 

(紙片:ｶﾐｷﾞﾚ)に取り分けては、医者でくれる散薬のような形に畳んだ。
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宗助は小供の時から、この樟脳の高い (香:ｶｵﾘ)と、汗の出る土用と、 (炮

烙灸:ﾎｳﾛｸｷﾞｭｳ)と、 (蒼空:ｱｵｿﾞﾗ)を (緩:ﾕﾙ)く舞う (鳶:ﾄﾋﾞ)とを連想して

いた。 

 とかくするうちに (節:ｾﾂ)は立秋に入った。二百十日の前には、風が

吹いて、雨が降った。空には (薄墨:ｳｽｽﾞﾐ)の (煮染:ﾆｼﾞ)んだような雲が

しきりに動いた。寒暖計が二三日下がり切りに下がった。宗助はまた 

(行李:ｺｳﾘ)を麻縄で (絡:ｶﾗ)げて、京都へ向う支度をしなければならなく

なった。 

 彼はこの間にも安井と約束のある事は忘れなかった。 (家:ｳﾁ)へ帰っ

た当座は、まだ二カ月も先の事だからと緩くり構えていたが、だんだ

ん時日が (逼:ｾﾏ)るに従って、安井の消息が気になってきた。安井はそ

の後一枚の (端書:ﾊｶﾞｷ)さえ寄こさなかったのである。宗助は安井の郷

里の福井へ向けて手紙を出して見た。けれども返事はついに来なかっ

た。宗助は横浜の方へ問い合わせて見ようと思ったが、つい番地も町

名も聞いて置かなかったので、どうする事もできなかった。 

 立つ前の晩に、父は宗助を呼んで、宗助の請求通り、普通の旅費以

外に、途中で二三日滞在した上、京都へ着いてからの当分の (小遣:ｺﾂﾞ

ｶｲ)を渡して、 

「なるたけ (節倹:ｾｯｹﾝ)しなくちゃいけない」と (諭:ｻﾄ)した。 

 宗助はそれを、普通の子が普通の親の訓戒を聞く時のごとくに聞い

た。父はまた、 

「来年また帰って来るまでは会わないから、随分気をつけて」と云っ

た。その帰って来る時節には、宗助はもう帰れなくなっていたのであ

る。そうして帰って来た時は、父の (亡骸:ﾅｷｶﾞﾗ)がもう冷たくなってい

たのである。宗助は今に至るまでその時の父の (面影:ｵﾓｶｹﾞ)を思い浮べ

てはすまないような気がした。 
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 いよいよ立つと云う (間際:ﾏｷﾞﾜ)に、宗助は安井から一通の封書を受

取った。開いて見ると、約束通りいっしょに帰るつもりでいたが、少

し事情があって先へ立たなければならない事になったからと云う (断:

ｺﾄﾜﾘ)を述べた末に、いずれ京都で (緩:ﾕｯ)くり会おうと書いてあった。

宗助はそれを洋服の (内懐:ｳﾁﾌﾞﾄｺﾛ)に押し込んで汽車に乗った。約束の 

(興津:ｵｷﾂ)へ来たとき彼は一人でプラットフォームへ降りて、細長い一

筋町を (清見寺:ｾｲｹﾝｼﾞ)の方へ歩いた。夏もすでに過ぎた九月の初なの

で、おおかたの避暑客は早く引き上げた後だから、宿屋は比較的閑静

であった。宗助は海の見える一室の中に (腹這:ﾊﾗﾊﾞｲ)になって、安井へ

送る (絵端書:ｴﾊｶﾞｷ)へ二三行の文句を書いた。そのなかに、君が来ない

から僕一人でここへ来たという言葉を入れた。 

 翌日も約束通り一人で (三保:ﾐﾎ)と (竜華寺:ﾘｭｳｹﾞｼﾞ)を見物して、京

都へ行ってから安井に話す材料をできるだけ (拵:ｺｼﾗ)えた。しかし天気

のせいか、 (当:ｱﾃ)にした (連:ﾂﾚ)のないためか、海を見ても、山へ登っ

ても、それほど面白くなかった。宿にじっとしているのは、なお退屈

であった。宗助は (匆々:ｿｳｿｳ)にまた宿の (浴衣:ﾕｶﾀ)を (脱:ﾇ)ぎ (棄:ｽ)

てて、 (絞:ｼﾎﾞ)りの三尺と共に (欄干:ﾗﾝｶﾝ)に掛けて、興津を去った。 

 京都へ着いた一日目は、夜汽車の疲れやら、荷物の整理やらで、往

来の日影を知らずに暮らした。二日目になってようやく学校へ出て見

ると、教師はまだ (出揃:ﾃﾞｿﾛ)っていなかった。学生も (平日:ｲﾂﾓ)より

は数が不足であった。
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不審な事には、自分より (三四:ｻﾝﾖ)っ (日:ｶ)前に帰っているべきはずの

安井の顔さえどこにも見えなかった。宗助はそれが気にかかるので、

帰りにわざわざ安井の下宿へ回って見た。安井のいる所は樹と水の多

い (加茂:ｶﾓ)の (社:ﾔｼﾛ)の傍であった。彼は夏休み前から、少し閑静な

町外れへ移って勉強するつもりだとか云って、わざわざこの不便な村

同様な (田舎:ｲﾅｶ)へ引込んだのである。彼の見つけ出した家からが (寂:

ｻﾋﾞ)た (土塀:ﾄﾞﾍﾞｲ)を二方に (回:ﾒｸﾞ)らして、すでに古風に片づいてい

た。宗助は安井から、そこの主人はもと加茂神社の神官の一人であっ

たと云う話を聞いた。非常に能弁な京都言葉を (操:ｱﾔﾂ)る四十ばかりの

細君がいて、安井の世話をしていた。 

「世話って、ただ (不味:ﾏｽﾞ)い (菜:ｻｲ)を (拵:ｺｼ)らえて、三度ずつ (室:

ﾍﾔ)へ運んでくれるだけだよ」と安井は移り立てからこの細君の悪口を 

(利:ｷ)いていた。宗助は安井をここに二三度訪ねた縁故で、彼のいわゆ

る不味い菜を拵らえる (主:ﾇｼ)を知っていた。細君の方でも宗助の顔を

覚えていた。細君は宗助を見るや否や、例の柔かい舌で (慇懃:ｲﾝｷﾞﾝ)

な (挨拶:ｱｲｻﾂ)を述べた後、こっちから聞こうと思って来た安井の消息

を、かえって向うから尋ねた。細君の云うところによると、彼は郷里

へ帰ってから当日に至るまで、一片の音信さえ下宿へは出さなかった

のである。宗助は案外な思で自分の下宿へ帰って来た。 

 それから一週間ほどは、学校へ出るたんびに、今日は安井の顔が見

えるか、 (明日:ｱｽ)は安井の声がするかと、毎日(漠然:ﾊﾞｸｾﾞﾝ)とした予

期を (抱:ｲﾀﾞ)いては教室の戸を開けた。そうして毎日また漠然とした不

足を感じては帰って来た。
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もっとも最後の三四日における宗助は早く安井に会いたいと思うより

も、少し事情があるから、失敬して先へ立つとわざわざ通知しながら、

いつまで待っても影も見せない彼の安否を、関係者としてむしろ気に

かけていたのである。彼は学友の誰彼に (万遍:ﾏﾝﾍﾞﾝ)なく安井の動静を

聞いて見た。しかし誰も知るものはなかった。ただ一人が、 (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)

四条の人込の中で、安井によく似た (浴衣:ﾕｶﾀ)がけの男を見たと答えた

事があった。しかし宗助にはそれが安井だろうとは信じられなかった。

ところがその話を聞いた翌日、すなわち宗助が京都へ着いてから約一

週間の後、話の通りの (服装:ﾅﾘ)をした安井が、突然宗助の所へ尋ねて

来た。 

 宗助は着流しのまま (麦藁帽:ﾑｷﾞﾜﾗﾎﾞｳ)を手に持った友達の姿を久し

振に眺めた時、夏休み前の彼の顔の上に、新らしい何物かがさらに付

け加えられたような気がした。安井は黒い髪に油を塗って、目立つほ

ど (奇麗:ｷﾚｲ)に頭を分けていた。そうして今床屋へ行って来たところだ

と言訳らしい事を云った。 

 その晩彼は宗助と一時間余りも雑談に (耽:ﾌｹ)った。彼の重々しい口

の利き方、自分を (憚:ﾊﾊﾞ)かって、思い切れないような話の調子、「し

かるに」と云う口癖、すべて平生の彼と異なる点はなかった。ただ彼

はなぜ宗助より先へ横浜を立ったかを語らなかった。また途中どこで 

(暇取:ﾋﾏﾄﾞ)ったため、宗助より (後:ｵｸ)れて京都へ着いたかを (判然:ﾊｯ

ｷﾘ)告げなかった。しかし彼は三四日前ようやく京都へ着いた事だけを

明かにした。そうして、夏休み前にいた下宿へはまだ帰らずにいると

云った。 

「それでどこに」と宗助が聞いたとき、彼は自分の今泊っている宿屋

の名前を、宗助に教えた。それは三条(辺:ﾍﾝ)の三流位の (家:ｲｴ)であっ

た。宗助はその名前を知っていた。 
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「どうして、そんな所へ (這入:ﾊｲ)ったのだ。当分そこにいるつもりな

のかい」と宗助は重ねて聞いた。安井はただ少し都合があってとばか

り答えたが、 

「下宿生活はもうやめて、小さい (家:ｳﾁ)でも借りようかと思っている」

と思いがけない計画を打ち明けて、宗助を驚ろかした。 

 それから一週間ばかりの中に、安井はとうとう宗助に話した通り、

学校近くの閑静な所に一戸を構えた。それは京都に共通な暗い陰気な

作りの上に、柱や (格子:ｺｳｼ)を黒赤く塗って、わざと (古臭:ﾌﾙｸｻ)く見

せた狭い貸家であった。 (門口:ｶﾄﾞｸﾞﾁ)に誰の所有ともつかない柳が一

本あって、長い枝がほとんど軒に (触:ｻﾜ)りそうに風に吹かれる様を宗

助は見た。庭も東京と違って、少しは整っていた。石の自由になる所

だけに、比較的大きなのが座敷の真正面に (据:ｽ)えてあった。その下に

は涼しそうな (苔:ｺｹ)がいくらでも生えた。裏には敷居の腐った物置が 

(空:ｶﾗ)のままがらんと立っている (後:ｳｼﾛ)に、隣の (竹藪:ﾀｹﾔﾌﾞ)が便所

の (出入:ﾃﾞﾊｲ)りに望まれた。 

 宗助のここを訪問したのは、十月に少し間のある学期の始めであっ

た。残暑がまだ強いので宗助は学校の往復に、 (蝙蝠傘:ｺｳﾓﾘｶﾞｻ)を用い

ていた事を今に記憶していた。彼は格子の前で傘を畳んで、内を (覗:ﾉ

ｿﾞ)き込んだ時、 (粗:ｱﾗ)い (縞:ｼﾏ)の (浴衣:ﾕｶﾀ)を着た女の影をちらり

と認めた。格子の内は (三和土:ﾀﾀｷ)で、それが (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に裏まで突

き抜けているのだから、這入ってすぐ右手の玄関めいた上り口を上ら

ない以上は、暗いながら一筋に奥の方まで見える訳であった。
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宗助は浴衣の (後影:ｳｼﾛｶｹﾞ)が、裏口へ出る所で消えてなくなるまでそ

こに立っていた。それから格子を開けた。玄関へは安井自身が現れた。 

 座敷へ通ってしばらく話していたが、さっきの女は全く顔を出さな

かった。声も立てず、音もさせなかった。広い家でないから、つい隣

の部屋ぐらいにいたのだろうけれども、いないのとまるで違わなかっ

た。この影のように静かな女が御米であった。 

 安井は郷里の事、東京の事、学校の講義の事、何くれとなく話した。

けれども、御米の事については (一言:ｲﾁｺﾞﾝ)も口にしなかった。宗助も

聞く勇気に乏しかった。その日はそれなり別れた。 

 次の日二人が顔を合したとき、宗助はやはり女の事を胸の中に記憶

していたが、口へ出しては (一言:ﾋﾄｺﾄ)も語らなかった。安井も何気な

い風をしていた。懇意な若い青年が (心易立:ｺｺﾛﾔｽﾀﾞﾃ)に話し合う遠慮

のない題目は、これまで二人の間に何度となく交換されたにもかかわ

らず、安井はここへ来て、息詰ったごとくに見えた。宗助もそこを無

理にこじ開けるほどの強い好奇心は (有:ﾓ)たなかった。したがって女は

二人の意識の間に (挟:ﾊｻ)まりながら、つい話頭に上らないで、また一

週間ばかり過ぎた。 

 その日曜に彼はまた安井を (訪:ﾄ)うた。それは二人の関係している或

会について用事が起ったためで、女とは全く縁故のない動機から出た 

(淡泊:ﾀﾝﾊﾟｸ)な訪問であった。けれども座敷へ上がって、同じ所へ坐ら

せられて、垣根に沿うた小さな梅の木を見ると、この前来た時の事が

明らかに思い出された。その日も座敷の外は、しんとして (静:ｼｽﾞｶ)で

あった。宗助はその静かなうちに忍んでいる若い女の影を想像しない

訳に行かなかった。同時にその若い女はこの前と同じように、けっし

て自分の前に出て来る (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)はあるまいと信じていた。 
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 この予期の (下:ﾓﾄ)に、宗助は突然御米に紹介されたのである。その

時御米はこの間のように (粗:ｱﾗ)い (浴衣:ﾕｶﾀ)を着てはいなかった。こ

れからよそへ行くか、または今外から帰って来たと云う風な (粧:ﾖｿｵｲ)

をして、次の間から出て来た。宗助にはそれが意外であった。しかし

大した (綺羅:ｷﾗ)を着飾った訳でもないので、衣服の色も、帯の光も、

それほど彼を驚かすまでには至らなかった。その上御米は若い女にあ

りがちの (嬌羞:ｷｮｳｼｭｳ)というものを、初対面の宗助に向って、あまり

多く表わさなかった。ただ普通の人間を静にして言葉(寡:ｽｸ)なに切りつ

めただけに見えた。人の前へ出ても、隣の (室:ﾍﾔ)に忍んでいる時と、

あまり区別のないほど落ちついた女だという事を見出した宗助は、そ

れから推して、御米のひっそりしていたのは、 (穴勝:ｱﾅｶﾞﾁ)恥かしがっ

て、人の前へ出るのを避けるためばかりでもなかったんだと思った。 

 安井は御米を紹介する時、 

「これは僕の (妹:ｲﾓﾄ)だ」という言葉を用いた。宗助は四五分対坐して、

少し談話を取り換わしているうちに、御米の (口調:ｸﾁｮｳ)のどこにも、 

(国訛:ｸﾆﾅﾏﾘ)らしい (音:ｵﾝ)の (交:ﾏｼﾞ)っていない事に気がついた。 

「今まで御国の方に」と聞いたら、御米が返事をする前に安井が、 

「いや横浜に長く」と答えた。 

 その日は二人して町へ買物に出ようと云うので、御米は (不断着:ﾌﾀﾞ

ﾝｷﾞ)を脱ぎ更えて、暑いところをわざわざ新らしい (白足袋:ｼﾛﾀﾋﾞ)まで 

(穿:ﾊ)いたものと知れた。宗助はせっかくの出がけを喰い留めて、邪魔

でもしたように気の毒な思をした。 

「なに (宅:ｳﾁ)を持ち立てだものだから、毎日毎日(要:ｲ)るものを新らし

く発見するんで、一週に一二返は是非都まで買い出しに行かなければ

ならない」と云いながら安井は笑った。 
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「 (途:ﾐﾁ)までいっしょに出掛けよう」と宗助はすぐ立ち上がった。つ

いでに (家:ｳﾁ)の様子を見てくれと安井の云うに任せた。宗助は次の間

にある (亜鉛:ﾄﾀﾝ)の落しのついた四角な (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)や、黄な安っぽい

色をした (真鍮:ｼﾝﾁｭｳ)の (薬鑵:ﾔｶﾝ)や、古びた流しの (傍:ｿﾊﾞ)に置かれ

た新らし過ぎる (手桶:ﾃｵｹ)を眺めて、 (門:ｶﾄﾞ)へ出た。安井は (門口:ｶ

ﾄﾞｸﾞﾁ)へ (錠:ｼﾞｮｳ)をおろして、 (鍵:ｶｷﾞ)を裏の (家:ｳﾁ)へ預けるとか云

って、 (走:ｶ)けて行った。宗助と御米は待っている間、二言、三言、尋

常な口を (利:ｷ)いた。 

 宗助はこの三四分間に取り換わした互の言葉を、いまだに覚えてい

た。それはただの男がただの女に対して人間たる (親:ｼﾀｼ)みを表わすた

めに、やりとりする簡略な言葉に過ぎなかった。形容すれば水のよう

に浅く淡いものであった。彼は (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで路傍道上において、何

かの折に触れて、知らない人を相手に、これほどの (挨拶:ｱｲｻﾂ)をどの

くらい繰り返して来たか分らなかった。 

 宗助は (極:ｷﾜ)めて短かいその時の談話を、一々思い浮べるたびに、

その一々が、ほとんど無着色と云っていいほどに、平淡であった事を

認めた。そうして、かく透明な声が、二人の未来を、どうしてああ (真

赤:ﾏｯｶ)に、塗りつけたかを不思議に思った。今では赤い色が日を (経:

ﾍ)て昔の (鮮:ｱｻﾞﾔ)かさを失っていた。互を (焚:ﾔ)き (焦:ｺ)がした 《ほ

のお》は、自然と変色して黒くなっていた。二人の生活はかようにし

て暗い中に沈んでいた。
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宗助は過去を振り向いて、事の (成行:ﾅﾘﾕｷ)を逆に眺め返しては、この 

(淡泊:ﾀﾝﾊﾟｸ)な (挨拶:ｱｲｻﾂ)が、いかに自分らの歴史を濃く (彩:ｲﾛﾄﾞ)っ

たかを、胸の中であくまで味わいつつ、平凡な出来事を重大に変化さ

せる運命の力を恐ろしがった。 

 宗助は二人で門の前に (佇:ﾀﾀｽﾞ)んでいる時、彼らの影が折れ曲って、

半分ばかり (土塀:ﾄﾞﾍﾞｲ)に映ったのを記憶していた。御米の影が (蝙蝠

傘:ｺｳﾓﾘｶﾞｻ)で (遮:ｻｴ)ぎられて、頭の代りに不規則な傘の形が壁に落ち

たのを記憶していた。少し傾むきかけた (初秋:ﾊﾂｱｷ)の日が、じりじり

二人を照り付けたのを記憶していた。御米は傘を差したまま、それほ

ど涼しくもない柳の下に寄った。宗助は白い筋を (縁:ﾌﾁ)に取った (紫:

ﾑﾗｻｷ)の傘の色と、まだ (褪:ｻ)め切らない柳の葉の色を、一歩(遠退:ﾄｵﾉ)

いて眺め合わした事を記憶していた。 

 今考えるとすべてが明らかであった。したがって何らの奇もなかっ

た。二人は土塀の影から再び現われた安井を待ち合わして、町の方へ

歩いた。歩く時、男同志は肩を並べた。御米は (草履:ｿﾞｳﾘ)を引いて (後:

ｱﾄ)に落ちた。話も多くは男だけで受持った。それも長くはなかった。

途中まで来て宗助は一人分れて、自分の (家:ｳﾁ)へ帰ったからである。 

 けれども彼の頭にはその日の印象が長く残っていた。家へ帰って、

湯に入って、 (灯火:ﾄﾓｼﾋﾞ)の前に坐った (後:ﾉﾁ)にも、折々色の着いた

平たい (画:ｴ)として、安井と御米の姿が眼先にちらついた。それのみか 

(床:ﾄｺ)に (入:ｲ)ってからは、 (妹:ｲﾓﾄ)だと云って紹介された御米が、果

して本当の妹であろうかと考え始めた。安井に問いつめない限り、こ

の (疑:ｳﾀｶﾞｲ)の解決は容易でなかったけれども、 (臆断:ｵｸﾀﾞﾝ)はすぐつ

いた。
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宗助はこの臆断を許すべき余地が、安井と御米の間に充分存在し得る

だろうぐらいに考えて、寝ながらおかしく思った。しかもその臆断に、

腹の中で (徊:ﾃｲｶｲ)する事の馬鹿馬鹿しいのに気がついて、消し忘れた 

(洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)をようやくふっと吹き消した。 

 こう云う記憶の、しだいに沈んで (痕迹:ｱﾄｶﾀ)もなくなるまで、御互

の顔を見ずに過すほど、宗助と安井とは疎遠ではなかった。二人は毎

日学校で出合うばかりでなく、依然として夏休み前の通り往来を続け

ていた。けれども宗助が行くたびに、御米は必ず (挨拶:ｱｲｻﾂ)に出ると

は限らなかった。三返に一返ぐらい、顔を見せないで、始ての時のよ

うに、ひっそり隣りの (室:ﾍﾔ)に忍んでいる事もあった。宗助は別にそ

れを気にも留めなかった。それにもかかわらず、二人はようやく接近

した。 (幾何:ｲｸﾊﾞｸ)ならずして (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)を云うほどの (親:ｼﾀｼ)

みができた。 

 そのうちまた秋が来た。去年と同じ事情の (下:ﾓﾄ)に、京都の秋を繰

り返す興味に乏しかった宗助は、安井と御米に誘われて (茸狩:ﾀｹｶﾞﾘ)

に行った時、朗らかな空気のうちにまた新らしい (香:ﾆｵｲ)を見出した。 

(紅葉:ﾓﾐｼﾞ)も三人で観た。 (嵯峨:ｻｶﾞ)から山を抜けて (高雄:ﾀｶｵ)へ歩く

途中で、御米は着物の (裾:ｽｿ)を (捲:ﾏ)くって、 (長襦袢:ﾅｶﾞｼﾞｭﾊﾞﾝ)だ

けを (足袋:ﾀﾋﾞ)の上まで (牽:ﾋ)いて、細い (傘:ｶｻ)を (杖:ﾂｴ)にした。山

の上から一町も下に見える流れに日が射して、水の底が明らかに遠く

から (透:ｽ)かされた時、御米は 

「京都は好い所ね」と云って二人を (顧:ｶｴﾘ)みた。それをいっしょに眺

めた宗助にも、京都は全く好い所のように思われた。 

 こう (揃:ｿﾛ)って外へ出た事も珍らしくはなかった。 
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 (家:ｳﾁ)の中で顔を合わせる事はなおしばしばあった。或時宗助が例の

ごとく安井を尋ねたら、安井は留守で、御米ばかり (淋:ｻﾐ)しい秋の中

に取り残されたように一人(坐:ｽﾜ)っていた。宗助は (淋:ｻﾑ)しいでしょ

うと云って、つい座敷に上り込んで、一つ (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の両側に手を (翳:

ｶｻﾞ)しながら、思ったより長話をして帰った。或時宗助がぽかんとして、

下宿の机に (倚:ﾖ)りかかったまま、珍らしく時間の使い方に困っている

と、ふと御米がやって来た。そこまで買物に出たから、ついでに寄っ

たんだとか云って、宗助の (薦:ｽｽ)める通り、茶を飲んだり菓子を食べ

たり、 (緩:ﾕｯ)くり (寛:ｸﾂ)ろいだ話をして帰った。 

 こんな事が重なって行くうちに、 (木:ｺ)の (葉:ﾊ)がいつの (間:ﾏ)にか

落ちてしまった。そうして高い山の (頂:ｲﾀﾀﾞｷ)が、ある朝真白に見えた。 

(吹:ﾌ)き (曝:ｻﾗ)しの (河原:ｶﾜﾗ)が白くなって、橋を渡る人の影が細く動

いた。その年の京都の冬は、音を立てずに肌を (透:ﾄｵ)す (陰忍:ｲﾝﾆﾝ)

な (質:ﾀﾁ)のものであった。安井はこの悪性の (寒気:ｶﾝｷ)にあてられて、 

(苛:ﾋﾄﾞ)いインフルエンザに (罹:ｶｶ)った。熱が普通の (風邪:ｶｾﾞ)よりも

よほど高かったので、始は御米も驚ろいたが、それは (一時:ｲﾁｼﾞ)の事

で、すぐ (退:ﾋ)いたには退いたから、これでもう全快と思うと、いつま

で立っても (判然:ﾊｯｷﾘ)しなかった。安井は (黐:ﾓﾁ)のような熱に (絡:ｶ

ﾗ)みつかれて、毎日その差し引きに苦しんだ。 

 医者は少し呼吸器を (冒:ｵｶ)されているようだからと云って、切に転

地を勧めた。安井は心ならず押入の中の (柳行李:ﾔﾅｷﾞｺﾞｳﾘ)に (麻縄:ｱｻ

ﾅﾜ)を掛けた。
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御米は (手提鞄:ﾃｻｹﾞｶﾊﾞﾝ)に (錠:ｼﾞｮｳ)をおろした。宗助は二人を七条ま

で見送って、汽車が出るまで (室:ﾍﾔ)の中へ (這入:ﾊｲ)って、わざと陽気

な話をした。プラットフォームへ下りた時、窓の内から、 

「遊びに来たまえ」と安井が云った。 

「どうぞ是非」と御米が言った。 

 汽車は血色の好い宗助の前をそろそろ過ぎて、たちまち神戸の方に

向って煙を (吐:ﾊ)いた。 

 病人は転地先で年を越した。 (絵端書:ｴﾊｶﾞｷ)は着いた日から毎日のよ

うに寄こした。それにいつでも遊びに来いと繰り返して書いてない事

はなかった。御米の文字も一二行ずつは必ず (交:ﾏｼﾞ)っていた。宗助は

安井と御米から届いた絵端書を別にして机の上に重ねて置いた。外か

ら帰るとそれが (直:ｽｸﾞ)眼に着いた。時々はそれを一枚ずつ順に読み直

したり、見直したりした。しまいにもうすっかり (癒:ﾅｵ)ったから帰る。

しかしせっかくここまで来ながら、ここで君の顔を見ないのは (遺憾:ｲ

ｶﾝ)だから、この手紙が着きしだい、ちょっとでいいから来いという端

書が来た。無事と退屈を (忌:ｲ)む宗助を動かすには、この (十数言:ｼﾞｭ

ｳｽｳｹﾞﾝ)で充分であった。宗助は汽車を利用してその夜のうちに安井の

宿に着いた。 

 明るい (灯火:ﾄﾓｼﾋﾞ)の下に三人が待設けた顔を合わした時、宗助は何

よりもまず病人の (色沢:ｲﾛﾂﾔ)の回復して来た事に気がついた。立つ前

よりもかえって好いくらいに見えた。安井自身もそんな心持がすると

云って、わざわざ (襯衣:ｼｬﾂ)の (袖:ｿﾃﾞ)を (捲:ﾏｸ)り上げて、青筋の入

った腕を (独:ﾋﾄﾘ)で (撫:ﾅ)でていた。御米も (嬉:ｳﾚ)しそうに眼を輝か

した。宗助にはその (活溌:ｶｯﾊﾟﾂ)な (目遣:ﾒﾂﾞｶｲ)がことに珍らしく受取

れた。
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今まで宗助の心に映じた御米は、色と音の (撩乱:ﾘｮｳﾗﾝ)する (裏:ﾅｶ)に

立ってさえ、 (極:ｷﾜ)めて落ちついていた。そうしてその落ちつきの大

部分はやたらに動かさない眼の働らきから来たとしか思われなかった。 

 次の日三人は表へ出て遠く濃い色を流す海を眺めた。松の幹から 

(脂:ﾔﾆ)の出る空気を吸った。冬の日は短い空を赤裸々に横切っておとな

しく西へ落ちた。落ちる時、低い雲を黄に赤に (竈:ｶﾏﾄﾞ)の火の色に染

めて行った。風は夜に入っても起らなかった。ただ時々松を鳴らして

過ぎた。暖かい好い日が宗助の泊っている三日の間続いた。 

 宗助はもっと遊んで行きたいと云った。御米はもっと遊んで行きま

しょうと云った。安井は宗助が遊びに来たから好い天気になったんだ

ろうと云った。三人はまた (行李:ｺｳﾘ)と (鞄:ｶﾊﾞﾝ)を (携:ﾀｽﾞｻ)えて京都

へ帰った。冬は何事もなく北風を寒い国へ吹きやった。山の上を明ら

かにした (斑:ﾏﾀﾞﾗ)な雪がしだいに落ちて、後から青い色が一度に芽を

吹いた。 

 宗助は当時を (憶:ｵﾓ)い出すたびに、自然の進行がそこではたりと留

まって、自分も御米もたちまち化石してしまったら、かえって苦はな

かったろうと思った。事は冬の下から春が頭を (擡:ﾓﾀ)げる時分に始ま

って、散り尽した桜の花が若葉に色を (易:ｶ)える頃に終った。すべてが 

(生死:ｼｮｳｼ)の (戦:ﾀﾀｶｲ)であった。青竹を (炙:ｱﾌﾞ)って油を (絞:ｼﾎﾞ)る

ほどの苦しみであった。大風は突然不用意の二人を吹き倒したのであ

る。二人が起き上がった時はどこもかしこもすでに砂だらけであった

のである。彼らは砂だらけになった自分達を認めた。けれどもいつ吹

き倒されたかを知らなかった。 

 世間は容赦なく彼らに徳義上の罪を (背負:ｼｮﾜ)した。
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しかし彼ら自身は徳義上の良心に責められる前に、いったん (茫然:ﾎﾞｳ

ｾﾞﾝ)として、彼らの頭が (確:ﾀｼｶ)であるかを疑った。彼らは彼らの眼に、

不徳義な (男女:ﾅﾝﾆｮ)として恥ずべく映る前に、すでに不合理な男女と

して、不可思議に映ったのである。そこに言訳らしい言訳が何にもな

かった。だからそこに云うに忍びない苦痛があった。彼らは残酷な運

命が (気紛:ｷﾏｸﾞﾚ)に罪もない二人の不意を打って、面白半分(穽:ｵﾄｼｱﾅ)

の中に突き落したのを無念に思った。 

  (曝露:ﾊﾞｸﾛ)の日がまともに彼らの (眉間:ﾐｹﾝ)を射たとき、彼らはす

でに徳義的に (痙攣:ｹｲﾚﾝ)の苦痛を乗り切っていた。彼らは (蒼白:ｱｵｼﾛ)

い額を素直に前に出して、そこに 《ほのお》に似た (烙印:ﾔｷｲﾝ)を受け

た。そうして無形の鎖で (繋:ﾂﾅ)がれたまま、手を (携:ﾀｽﾞｻ)えてどこま

でも、いっしょに歩調を共にしなければならない事を見出した。彼ら

は親を (棄:ｽ)てた。親類を棄てた。友達を棄てた。大きく云えば一般の

社会を棄てた。もしくはそれらから棄てられた。学校からは無論棄て

られた。ただ表向だけはこちらから退学した事になって、形式の上に

人間らしい (迹:ｱﾄ)を (留:ﾄﾄﾞ)めた。 

 これが宗助と御米の過去であった。 

 

十五 

 

 この過去を負わされた二人は、広島へ行っても苦しんだ。福岡へ行

っても苦しんだ。東京へ出て来ても、依然として重い荷に (抑:ｵｻ)えつ

けられていた。 (佐伯:ｻｴｷ)の家とは親しい関係が結べなくなった。叔父

は死んだ。叔母と (安之助:ﾔｽﾉｽｹ)はまだ生きているが、生きている間に

打ち解けた (交際:ﾂｷｱｲ)はできないほど、もう冷淡の日を重ねてしまっ

た。今年はまだ歳暮にも行かなかった。 (向:ﾑｺｳ)からも来なかった。 



門《スピーチオ文庫》  163/229 

 (家:ｲｴ)に引取った (小六:ｺﾛｸ)さえ腹の底では兄に敬意を払っていなか

った。二人が東京へ出たてには、単純な小供の頭から、正直に (御米:ｵ

ﾖﾈ)を (悪:ﾆｸ)んでいた。御米にも (宗助:ｿｳｽｹ)にもそれがよく分ってい

た。夫婦は日の前に笑み、月の前に考えて、静かな年を送り迎えた。

今年ももう尽きる (間際:ﾏｷﾞﾜ)まで来た。 

  (通町:ﾄｵﾘﾁｮｳ)では暮の内から (門並揃:ｶﾄﾞﾅﾐｿﾛｲ)の (注連飾:ｼﾒｶｻﾞﾘ)

をした。往来の左右に何十本となく並んだ、軒より高い (笹:ｻｻ)が、こ

とごとく寒い風に吹かれて、さらさらと鳴った。宗助も二尺余りの細

い松を買って、門の柱に (釘付:ｸｷﾞﾂﾞｹ)にした。それから大きな赤い (橙:

ﾀﾞｲﾀﾞｲ)を (御供:ｵｿﾅｴ)の上に (載:ﾉ)せて、床の間に (据:ｽ)えた。床には

いかがわしい (墨画:ｽﾐｴ)の梅が、 (蛤:ﾊﾏｸﾞﾘ)の (格好:ｶｯｺｳ)をした月を 

(吐:ﾊ)いてかかっていた。宗助にはこの変な軸の前に、橙と御供を置く

意味が解らなかった。 

「いったいこりゃ、どう云う (了見:ﾘｮｳｹﾝ)だね」と自分で飾りつけた物

を (眺:ﾅｶﾞ)めながら、御米に聞いた。御米にも毎年こうする意味はとん

と解らなかった。 

「知らないわ。ただそうしておけばいいのよ」と云って台所へ去った。

宗助は、 

「こうしておいて、つまり食うためか」と首を傾けて御供の位置を直

した。 

  (伸餅:ﾉｼﾓﾁ)は (夜業:ﾖﾅﾍﾞ)に (俎:ﾏﾅｲﾀ)を茶の間まで持ち出して、み

んなで切った。 (庖丁:ﾎｳﾁｮｳ)が足りないので、宗助は始からしまいまで

手を出さなかった。力のあるだけに小六が一番多く切った。その代り

不同も一番多かった。中には見かけの悪い形のものも交った。変なの

ができるたびに (清:ｷﾖ)が声を出して笑った。
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小六は庖丁の背に (濡布巾:ﾇﾚﾌﾞｷﾝ)をあてがって、硬い耳の所を断ち切

りながら、 

「格好はどうでも、食いさいすればいいんだ」と、うんと力を入れて

耳まで赤くした。 

 そのほかに (迎年:ｹﾞｲﾈﾝ)の支度としては、 (小殿原:ｺﾞﾏﾒ)を (熬:ｲ)っ

て、 (煮染:ﾆｼﾒ)を重詰にするくらいなものであった。 (大晦日:ｵｵﾐｿｶ)

の (夜:ﾖ)に (入:ｲ)って、宗助は (挨拶:ｱｲｻﾂ)かたがた屋賃を持って、坂

井の家に行った。わざと遠慮して勝手口へ回ると、 (摺硝子:ｽﾘｶﾞﾗｽ)へ

明るい (灯:ﾋ)が映って、中はざわざわしていた。 (上:ｱｶﾞ)り (框:ｶﾞﾏﾁ)

に帳面を持って腰をかけた掛取らしい小僧が、立って宗助に挨拶をし

た。茶の間には主人も細君もいた。その (片隅:ｶﾀｽﾐ)に (印袢天:ｼﾙｼﾊﾞﾝ

ﾃﾝ)を着た (出入:ﾃﾞｲﾘ)のものらしいのが、下を向いて、 (小:ﾁ)さい (輪

飾:ﾜｶｻﾞﾘ)をいくつも (拵:ｺｼﾗ)えていた。 (傍:ｿﾊﾞ)に (譲葉:ﾕｽﾞﾘﾊ)と (裏

白:ｳﾗｼﾞﾛ)と半紙と (鋏:ﾊｻﾐ)が置いてあった。若い下女が細君の前に坐っ

て、釣銭らしい (札:ｻﾂ)と銀貨を畳に並べていた。主人は宗助を見て、 

「いやどうも」と云った。「押しつまってさぞ (御忙:ｵｲｿｶﾞ)しいでしょ

う。この通りごたごたです。さあどうぞこちらへ。何ですな、御互に

正月にはもう (飽:ｱ)きましたな。いくら面白いものでも四十(辺:ﾍﾟﾝ)以

上繰り返すと (厭:ｲﾔ)になりますね」 

 主人は年の送迎に (煩:ﾜｽﾞ)らわしいような事を云ったが、その態度に

はどこと指してくさくさしたところは認められなかった。 (言葉遣:ｺﾄ

ﾊﾞﾂﾞｶｲ)は (活溌:ｶｯﾊﾟﾂ)であった。顔はつやつやしていた。 (晩食:ﾊﾞﾝｼ

ｮｸ)に傾けた酒の (勢:ｲｷｵｲ)が、まだ頬の上に差しているごとく思われた。
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宗助は貰い (煙草:ﾀﾊﾞｺ)をして二三十分ばかり話して帰った。 

  (家:ｳﾁ)では御米が清を連れて湯に行くとか云って、 (石鹸入:ｼｬﾎﾞﾝｲ

ﾚ)を (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)に (包:ｸﾙ)んで、留守居を頼む夫の (帰:ｶｴﾘ)を待ち受

けていた。 

「どうなすったの、随分長かったわね」と云って時計を眺めた。時計

はもう十時近くであった。その上清は湯の戻りに (髪結:ｶﾐﾕｲ)の所へ回

って頭を (拵:ｺｼﾗ)えるはずだそうであった。閑静な宗助の (活計:ｸﾗｼ)

も、 (大晦日:ｵｵﾐｿｶ)にはそれ (相応:ｿｳｵｳ)の事件が寄せて来た。 

「 (払:ﾊﾗｲ)はもう (皆:ﾐﾝﾅ)済んだのかい」と宗助は立ちながら御米に聞

いた。御米はまだ (薪屋:ﾏｷﾔ)が一軒残っていると答えた。 

「来たら払ってちょうだい」と云って (懐:ﾌﾄｺﾛ)の中から (汚:ﾖｺﾞ)れた

男持の紙入と、銀貨入の (蟇口:ｶﾞﾏｸﾞﾁ)を出して、宗助に渡した。 

「小六はどうした」と夫はそれを受取ながら云った。 

「 (先刻:ｻｯｷ)大晦日の夜の (景色:ｹｼｷ)を見て来るって出て行ったのよ。

随分御苦労さまね。この寒いのに」と云う御米の (後:ｱﾄ)に (追:ﾂ)いて、

清は大きな声を出して笑った。やがて、 

「御若いから」と評しながら、勝手口へ行って、御米の (下駄:ｹﾞﾀ)を (揃:

ｿﾛ)えた。 

「どこの夜景を見る気なんだ」 

「銀座から日本橋通のだって」 

 御米はその時もう (框:ｶﾏﾁ)から (下:ｵ)りかけていた。すぐ (腰障子:ｺ

ｼｼｮｳｼﾞ)を開ける音がした。宗助はその音を聞き送って、たった一人(火

鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の前に坐って、灰になる炭の色を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。彼の頭に

は (明日:ｱｼﾀ)の日の丸が映った。外を乗り回す人の (絹帽子:ｷﾇﾎﾞｳｼ)の

光が見えた。 



門《スピーチオ文庫》  166/229 

 (洋剣:ｻｱﾍﾞﾙ)の音だの、馬の (嘶:ｲﾅﾅｷ)だの、 (遣羽子:ﾔﾘﾊｺﾞ)の声が聞

えた。彼は今から数時間の (後:ﾉﾁ)また年中行事のうちで、もっとも人

の心を新にすべく仕組まれた景物に出逢わなければならなかった。 

 陽気そうに見えるもの、 (賑:ﾆｷﾞﾔ)かそうに見えるものが、幾組とな

く彼の心の前を通り過ぎたが、その中で彼の (臂:ﾋｼﾞ)を (把:ﾄ)って、い

っしょに引張って行こうとするものは一つもなかった。彼はただ (饗

宴:ｷｮｳｴﾝ)に招かれない局外者として、酔う事を禁じられたごとくに、

また酔う事を (免:ﾏﾇ)かれた人であった。彼は自分と御米の (生命:ﾗｲﾌ)

を、毎年平凡な (波瀾:ﾊﾗﾝ)のうちに送る以上に、 (面前:ﾏﾉｱﾀﾘ)大した希

望も持っていなかった。こうして忙がしい大晦日に、一人家を守る静

かさが、ちょうど彼の平生の現実を代表していた。 

 御米は十時過に帰って来た。いつもより (光沢:ﾂﾔ)の好い頬を (灯:ﾋ)

に照らして、湯の (温:ﾇｸﾓﾘ)のまだ抜けない (襟:ｴﾘ)を少し開けるように 

(襦袢:ｼﾞｭﾊﾞﾝ)を重ねていた。長い襟首がよく見えた。 

「どうも込んで込んで、洗う事も (桶:ｵｹ)を取る事もできないくらいな

の」と始めて (緩:ﾕｯ)くり息を (吐:ﾂ)いた。 

 清の帰ったのは十一時過であった。これも (綺麗:ｷﾚｲ)な頭を障子から

出して、ただ今、どうも遅くなりましたと (挨拶:ｱｲｻﾂ)をしたついでに、

あれから二人とか三人とか待ち合したと云う話をした。 

 ただ小六だけは容易に帰らなかった。十二時を打ったとき、宗助は

もう寝ようと云い出した。御米は今日に限って、先へ寝るのも変なも

のだと思って、できるだけ話を (繋:ﾂﾅ)いでいた。小六は (幸:ｻｲﾜｲ)にし

て間もなく帰った。
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日本橋から銀座へ出てそれから、水天宮の方へ廻ったところが、電車

が込んで何台も待ち合わしたために遅くなったという言訳をした。 

  (白牡丹:ﾊｸﾎﾞﾀﾝ)へ (這入:ﾊｲ)って、景物の金時計でも取ろうと思った

が、何も買うものがなかったので、仕方なしに鈴の着いた (御手玉:ｵﾃﾀﾞ

ﾏ)を一箱買って、そうして幾百となく器械で吹き上げられる風船を一つ 

(攫:ﾂｶ)んだら、金時計は当らないで、こんなものがあたったと云って、 

(袂:ﾀﾓﾄ)から (倶楽部:ｸﾗﾌﾞ) (洗粉:ｱﾗｲｺ)を一袋出した。それを御米の前

に置いて、 

「姉さんに上げましょう」と云った。それから鈴を着けた、梅の花の

形に縫った御手玉を宗助の前に置いて、 

「坂井の御嬢さんにでも御上げなさい」と云った。 

 事に乏しい一小家族の (大晦日:ｵｵﾐｿｶ)は、それで終りを告げた。 

 

十六 

 

 正月は二日目の雪を (率:ﾋｷｲ)て (注連飾:ｼﾒｶｻﾞﾘ)の都を白くした。降

りやんだ屋根の色がもとに (復:ｶｴ)る前、夫婦は (亜鉛張:ﾄﾀﾝﾊﾞﾘ)の (庇:

ﾋｻｼ)を (滑:ｽﾍﾞ)り落ちる雪の音に幾遍か驚ろかされた。 (夜半:ﾖﾅｶ)には

どさと云う響がことにはなはだしかった。 (小路:ｺｳｼﾞ)の (泥濘:ﾇｶﾙﾐ)

は雨上りと違って (一日:ｲﾁﾝﾁ)や (二日:ﾌﾂｶ)では容易に乾かなかった。

外から靴を (汚:ﾖｺﾞ)して帰って来る (宗助:ｿｳｽｹ)が、 (御米:ｵﾖﾈ)の顔を

見るたびに、 

「こりゃいけない」と云いながら玄関へ上った。その様子があたかも

御米を路を悪くした責任者と (見傚:ﾐﾅ)している風に受取られるので、

御米はしまいに、 

「どうも済みません。本当に御気の毒さま」と云って笑い出した。宗

助は別に返すべき (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)も (有:ﾓ)たなかった。 
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「御米ここから出かけるには、どこへ行くにも (足駄:ｱｼﾀﾞ)を (穿:ﾊ)か

なくっちゃならないように見えるだろう。ところが下町へ出ると大違

だ。どの通もどの通もからからで、かえって (埃:ﾎｺﾘ)が立つくらいだか

ら、足駄なんぞ (穿:ﾊ)いちゃきまりが悪くって歩けやしない。つまりこ

う云う所に住んでいる我々は一世紀がた (後:ｵｸ)れる事になるんだね」 

 こんな事を口にする宗助は、別に不足らしい顔もしていなかった。

御米も夫の鼻の穴を (潜:ｸｸﾞ)る (煙草:ﾀﾊﾞｺ)の (煙:ｹﾑ)を眺めるくらい

な気で、それを聞いていた。 

「坂井さんへ行って、そう云っていらっしゃいな」と軽い返事をした。 

「そうして屋賃でも負けて貰う事にしよう」と答えたまま、宗助はつ

いに坂井へは行かなかった。 

 その坂井には元日の朝早く名刺を投げ込んだだけで、わざと主人の

顔を見ずに門を出たが、義理のある所を一日のうちにほぼ片づけて夕

方帰って見ると、留守の間に坂井がちゃんと来ていたので恐縮した。

二日は雪が降っただけで何事もなく過ぎた。三日目の (日暮:ﾋｸﾚ)に下女

が使に来て、 (御閑:ｵﾋﾏ)ならば、旦那様と奥さまと、それから若旦那様

に是非今晩御遊びにいらっしゃるようにと云って帰った。 

「何をするんだろう」と宗助は疑ぐった。 

「きっと (歌加留多:ｳﾀｶﾞﾙﾀ)でしょう。小供が多いから」と御米が云っ

た。「あなた行っていらっしゃい」 

「せっかくだから御前行くが好い。おれは歌留多は久しく取らないか

ら駄目だ」 

「私も久しく取らないから駄目ですわ」 

 二人は容易に行こうとはしなかった。しまいに、では若旦那がみん

なを代表して行くが (宜:ﾖ)かろうという事になった。 

「若旦那行って来い」と宗助が (小六:ｺﾛｸ)に云った。小六は (苦笑:ﾆｶﾞ

ﾜﾗ)いして立った。



門《スピーチオ文庫》  169/229 

夫婦は若旦那と云う名を小六に (冠:ｶﾑ)らせる事を大変な (滑稽:ｺｯｹｲ)

のように感じた。若旦那と呼ばれて、苦笑いする小六の顔を見ると、

等しく声を出して笑い出した。小六は春らしい空気の (中:ｳﾁ)から出た。

そうして一町ほどの寒さを横切って、また春らしい電灯の (下:ﾓﾄ)に坐

った。 

 その晩小六は (大晦日:ｵｵﾐｿｶ)に買った梅の花の (御手玉:ｵﾃﾀﾞﾏ)を 

(袂:ﾀﾓﾄ)に入れて、これは兄から差上げますとわざわざ断って、坂井の

御嬢さんに贈物にした。その代り帰りには、福引に当った小さな裸人

形を同じ袂へ入れて来た。その人形の額が少し欠けて、そこだけ墨で

塗ってあった。小六は (真面目:ﾏｼﾞﾒ)な顔をして、これが (袖萩:ｿﾃﾞﾊｷﾞ)

だそうですと云って、それを兄夫婦の前に置いた。なぜ袖萩だか夫婦

には分らなかった。小六には無論分らなかったのを、坂井の奥さんが 

(叮嚀:ﾃｲﾈｲ)に説明してくれたそうであるが、それでも (腑:ﾌ)に落ちなか

ったので、主人がわざわざ (半切:ﾊﾝｷﾚ)に (洒落:ｼｬﾚ)と (本文:ﾎﾝﾓﾝ)を並

べて書いて、帰ったらこれを兄さんと姉さんに御見せなさいと云って

渡したとかいう話であった。小六は袂を探ってその書付を取り出して

見せた。それに「 (此:ｺﾉ) (垣:ｶｷ) (一重:ﾋﾄｴ)が (黒鉄:ｸﾛｶﾞﾈ)の」と (認:

ｼﾀﾀ)めた後に (括弧:ｶｯｺ)をして、（ (此:ｺﾉ) (餓鬼:ｶﾞｷ) (額:ﾋﾀｴ)が (黒欠:

ｸﾛｶﾞｹ)の）とつけ加えてあったので、宗助と御米はまた春らしい笑を 

(洩:ﾓ)らした。 

「随分念の入った (趣向:ｼｭｺｳ)だね。いったい誰の (考:ｶﾝｶﾞｴ)だい」と

兄が聞いた。 

「誰ですかな」と小六はやっぱりつまらなそうな顔をして、人形をそ

こへ放り出したまま、自分の (室:ﾍﾔ)に帰った。 
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 それから二三日して、たしか (七日:ﾅﾇｶ)の夕方に、また例の坂井の下

女が来て、もし (御閑:ｵﾋﾏ)ならどうぞ御話にと、 (叮嚀:ﾃｲﾈｲ)に主人の

命を伝えた。宗助と御米は (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)を (点:ﾂ)けてちょうど (晩食:ﾊﾞ

ﾝﾒｼ)を始めたところであった。宗助はその時茶碗を持ちながら、 

「春もようやく一段落が着いた」と語っていた。そこへ清が坂井から

の口上を取り次いだので、御米は夫の顔を見て微笑した。宗助は茶碗

を置いて、 

「まだ何か催おしがあるのかい」と少し迷惑そうな (眉:ﾏﾕ)をした。坂

井の下女に聞いて見ると、別に来客もなければ、何の支度もないとい

う事であった。その上細君は子供を連れて親類へ呼ばれて行って留守

だという話までした。 

「それじゃ行こう」と云って宗助は出掛けた。宗助は一般の社交を (嫌:

ｷﾗ)っていた。やむを得なければ会合の席などへ顔を出す男でなかった。

個人としての (朋友:ﾄﾓﾀﾞﾁ)も多くは求めなかった。訪問はする暇を (有:

ﾓ)たなかった。ただ坂井だけは (取除:ﾄﾘﾉｹ)であった。折々は用もない

のにこっちからわざわざ出掛けて行って、時を (潰:ﾂﾌﾞ)して来る事さえ

あった。その癖坂井は世の中でもっとも社交的の人であった。この社

交的な坂井と、孤独な宗助が二人寄って話ができるのは、御米にさえ

妙に見える現象であった。坂井は、 

「あっちへ行きましょう」と云って、茶の間を通り越して、廊下伝い

に小さな書斎へ入った。そこには (棕梠:ｼｭﾛ)の筆で書いたような、大き

な (硬:ｺﾜ)い字が五字ばかり床の間にかかっていた。 (棚:ﾀﾅ)の上に見事

な白い (牡丹:ﾎﾞﾀﾝ)が (活:ｲ)けてあった。そのほか机でも (蒲団:ﾌﾄﾝ)で

もことごとく (綺麗:ｷﾚｲ)であった。坂井は始め暗い入口に立って、 

「さあどうぞ」と云いながら、どこかぴちりと (捩:ﾋﾈ)って、電気灯を 

(点:ﾂ)けた。それから、 
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「ちょっと待ちたまえ」と云って、 (燐寸:ﾏｯﾁ)で (瓦斯煖炉:ｶﾞｽﾀﾞﾝﾛ)

を (焚:ﾀ)いた。瓦斯煖炉は (室:ﾍﾔ)に比例したごく小さいものであった。

坂井はしかる後蒲団を (薦:ｽｽ)めた。 

「これが僕の (洞窟:ﾄﾞｳｸﾂ)で、面倒になるとここへ避難するんです」 

 宗助も厚い (綿:ﾜﾀ)の上で、一種の静かさを感じた。瓦斯の燃える音

が (微:ｶｽ)かにしてしだいに背中からほかほか煖まって来た。 

「ここにいると、もうどことも交渉はない。全く気楽です。 (悠:ﾕｯ)く

りしていらっしゃい。実際正月と云うものは予想外に (煩瑣:ｳﾙｻ)いもの

ですね。私も (昨日:ｷﾉｳ)まででほとんどへとへとに降参させられました。

新年が (停滞:ﾓﾀﾚ)ているのは実に苦しいですよ。それで今日の (午:ﾋﾙ)

から、とうとう (塵世:ｼﾞﾝｾｲ)を遠ざけて、病気になってぐっと寝込んじ

まいました。今しがた眼を (覚:ｻ)まして、湯に入って、それから飯を食

って、 (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を (呑:ﾉ)んで、気がついて見ると、家内が子供を連

れて親類へ行って留守なんでしょう。なるほど静かなはずだと思いま

してね。すると今度は急に退屈になったのです。人間も随分わがまま

なものですよ。しかしいくら退屈だって、この上おめでたいものを、

見たり聞いたりしちゃ骨が折れますし、また御正月らしいものを呑ん

だり食ったりするのも恐れますから、それで、御正月らしくない、と

云うと失礼だが、まあ世の中とあまり縁のないあなた、と云ってもま

だ失敬かも知れないが、つまり一口に云うと、 (超然派:ﾁｮｳｾﾞﾝﾊ)の (一

人:ｲﾁﾆﾝ)と話しがして見たくなったんで、それでわざわざ使を上げたよ

うな訳なんです」と坂井は例の調子で、ことごとくすらすらしたもの

であった。宗助はこの楽天家の前では、よく自分の過去を忘れる事が

あった。
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そうして時によると、自分がもし順当に発展して来たら、こんな人物

になりはしなかったろうかと考えた。 

 そこへ下女が三尺の狭い入口を開けて (這入:ﾊｲ)って来たが、改ため

て宗助に (鄭重:ﾃｲﾁｮｳ)な御辞儀をした上、木皿のような菓子皿のような

ものを、一つ前に置いた。それから同じ物をもう一つ主人の前に置い

て、一口もものを云わずに (退:ｻ)がった。木皿の上には (護謨毬:ｺﾞﾑﾏﾘ)

ほどな大きな (田舎饅頭:ｲﾅｶﾏﾝｼﾞｭｳ)が一つ (載:ﾉ)せてあった。それに普

通の倍以上もあろうと思われる (楊枝:ﾖｳｼﾞ)が添えてあった。 

「どうです (暖:ｱｯﾀ)かい内に」と主人が云ったので、宗助は始めてこの

饅頭の (蒸:ﾑ)して間もない新らしさに気がついた。珍らしそうに黄色い

皮を (眺:ﾅｶﾞ)めた。 

「いやできたてじゃありません」と主人がまた云った。「実は (昨夜:ｻｸ

ﾔ)ある所へ行って、 (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)半分に (賞:ﾎ)めたら、 (御土産:ｵﾐﾔ

ｹﾞ)に持っていらっしゃいと云うから貰って来たんです。その時は全く 

(暖:ｱｯ)たかだったんですがね。これは今上げようと思って (蒸:ﾑ)し返さ

したのです」 

 主人は (箸:ﾊｼ)とも (楊枝:ﾖｳｼﾞ)とも片のつかないもので、 (無雑作:ﾑ

ｿﾞｳｻ)に饅頭を割って、むしゃむしゃ食い始めた。宗助も (顰:ﾋﾝ)に (傚:

ﾅﾗ)った。 

 その間に主人は (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)行った料理屋で逢ったとか云って妙な芸

者の話をした。この芸者はポッケット論語が好きで、汽車へ乗ったり

遊びに行ったりするときは、いつでもそれを (懐:ﾌﾄｺﾛ)にして出るそう

であった。 

「それでね孔子の門人のうちで、 (子路:ｼﾛ)が一番(好:ｽｷ)だって云うん

ですがね。そのいわれを聞くと、子路と云う男は、一つ何か (教:ｵｽ)わ

って、それをまだ行わないうちに、また新らしい事を聞くと苦にする

ほど正直だからだって云うんです。
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実のところ (私:ﾜﾀｼ)も子路はあまりよく知らないから困ったが、何しろ

一人好い人ができて、それと夫婦にならない前に、また新らしく好い

人ができると苦になるようなものじゃないかって、聞いて見たんです

……」 

 主人はこんな事をはなはだ気楽そうに述べ立てた。その話の様子か

らして考えると、彼はのべつにこういう場所に (出入:ｼﾂﾆｭｳ)して、その 

(刺戟:ｼｹﾞｷ)にはとうに (麻痺:ﾏﾋ)しながら、因習の結果、依然として月

に何度となく同じ事を繰り返しているらしかった。よく聞き (糺:ﾀﾀﾞ)

して見ると、しかく平気な男も、時々は歓楽の (飽満:ﾎｳﾏﾝ)に疲労して、

書斎のなかで精神を休める必要が起るのだそうであった。 

 宗助はそういう方面にまるで経験のない男ではなかったので、 (強:ｼ)

いて興味を (装:ﾖｿｵ)う必要もなく、ただ尋常な (挨拶:ｱｲｻﾂ)をするとこ

ろが、かえって主人の気に入るらしかった。彼は平凡な宗助の言葉の

なかから、一種異彩のある過去を (覗:ﾉｿﾞ)くような (素振:ｿﾌﾞﾘ)を見せ

た。しかしそちらへは宗助が進みたがらない (痕迹:ｺﾝｾｷ)が少しでも出

ると、すぐ話を転じた。それは政略よりもむしろ礼譲からであった。

したがって宗助には (毫:ｺﾞｳ)も不愉快を与えなかった。 

 そのうち小六の (噂:ｳﾜｻ)が出た。主人はこの青年について、肉身の兄

が見逃すような新らしい観察を、二三(有:ﾓ)っていた。宗助は主人の評

語を、当ると当らないとに論なく、面白く聞いた。そのなかに、彼は

年に合わしては複雑な実用に適しない頭を有っていながら、年よりも

若い単純な性情を平気で (露:ｱﾗ)わす子供じゃないかという質問があっ

た。宗助はすぐそれを (首肯:ｳｹｶﾞ)った。
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しかし学校教育だけで社会教育のないものは、いくら年を取ってもそ

の (傾:ｶﾀﾑｷ)があるだろうと答えた。 

「さよう、それと反対で、社会教育だけあって学校教育のないものは、

随分複雑な性情を発揮する代りに、頭はいつまでも小供ですからね。

かえって始末が悪いかも知れない」 

 主人はここでちょっと笑ったが、やがて、 

「どうです、 (私:ﾜﾀｼ)の所へ書生に寄こしちゃ、少しは社会教育になる

かも知れない」と云った。主人の書生は彼の犬が病気で病院へ (這入:ﾊ

ｲ)る一カ月前とかに、徴兵検査に合格して入営したぎり今では一人もい

ないのだそうであった。 

 宗助は小六の所置をつける好機会が、求めざるに先だって、春と共

に (自:ｵﾉｽﾞ)から (回:ﾒｸﾞ)って来たのを喜こんだ。同時に、今まで世間

に向って、積極的に好意と親切を要求する勇気を (有:ﾓ)たなかった彼は、

突然この主人の (申:ﾓｳ)し (出:ｲﾃﾞ)に逢って少しまごつくくらい驚ろい

た。けれどもできるならなりたけ早く弟を坂井に預けて置いて、この

変動から出る自分の (余裕:ﾖﾕｳ)に、幾分か安之助の補助を足して、そう

して本人の希望通り、高等の教育を受けさしてやろうという分別をし

た。そこで打ち明けた話を腹蔵なく主人にすると、主人はなるほどな

るほどと聞いているだけであったが、しまいに (雑作:ｿﾞｳｻ)なく、 

「そいつは好いでしょう」と云ったので、相談はほぼその座で (纏:ﾏﾄ)

まった。 

 宗助はそこで辞して帰ればよかったのである。また辞して帰ろうと

したのである。ところが主人からまあ (緩:ﾕｯ)くりなさいと云って留め

られた。主人は夜は長い、まだ (宵:ﾖｲ)だと云って時計まで出して見せ

た。実際彼は退屈らしかった。
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宗助も帰ればただ寝るよりほかに用のない (身体:ｶﾗﾀﾞ)なので、ついま

た尻を (据:ｽ)えて、濃い (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を新らしく吹かし始めた。しまい

には主人の例に (傚:ﾅﾗ)って、柔らかい (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の上で (膝:ﾋｻﾞ)

さえ (崩:ｸｽﾞ)した。 

 主人は小六の事に関聯して、 

「いや (弟:ｵﾄﾄ)などを有っていると、随分(厄介:ﾔｯｶｲ)なものですよ。 

(私:ﾜﾀｸｼ)も一人やくざなのを世話をした覚がありますがね」と云って、

自分の弟が大学にいるとき金のかかった事などを、自分が学生時代の 

(質朴:ｼﾂﾎﾞｸ)さに比べていろいろ話した。宗助はこの (派出好:ﾊﾃﾞｽﾞｷ)

な弟が、その後どんな径路を取って、どう発展したかを、気味の悪い

運命の意思を (窺:ｳｶｶﾞ)う一端として、主人に聞いて見た。主人は卒然 

「 (冒険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｭｱﾗｰ)」と、頭も (尾:ｼｯﾎﾟ)もない一句を投げるよう

に吐いた。 

 この弟は卒業後主人の紹介で、ある銀行に (這入:ﾊｲ)ったが、何でも

金を (儲:ﾓｳ)けなくっちゃいけないと口癖のように云っていたそうで、

日露戦争後間もなく、主人の留めるのも聞かずに、大いに発展して見

たいとかとなえてついに満洲へ渡ったのだと云う。そこで何を始める

かと思うと、 (遼河:ﾘｮｳｶﾞ)を利用して、 (豆粕大豆:ﾏﾒｶｽﾀﾞｲｽﾞ)を船で 

(下:ｸﾀﾞ)す、大仕掛な運送業を経営して、たちまち失敗してしまったの

だそうである。元より当人は、資本主ではなかったのだけれども、い

よいよという (暁:ｱｶﾂｷ)に、勘定して見ると大きな欠損と事がきまった

ので、無論事業は継続する訳に行かず、当人は必然の結果、地位を失

ったぎりになった。 
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「それから (後:ｱﾄ) (私:ﾜﾀｼ)もどうしたかよく知らなかったんですが、

その (後:ﾉﾁ)ようやく聞いて見ると、驚ろきましたね。 (蒙古:ﾓｳｺ)へ這

入って (漂浪:ｳﾛﾂ)いているんです。どこまで (山気:ﾔﾏｷﾞ)があるんだか

分らないんで、私も少々 (剣呑:ｹﾝﾉﾝ)になってるんですよ。それでも離

れているうちは、まあどうかしているだろうぐらいに思って放ってお

きます。時たま (音便:ﾀﾖﾘ)があったって、 (蒙古:ﾓｳｺ)という所は、水に

乏しい所で、暑い時には往来へ (泥溝:ﾄﾞﾌﾞ)の水を (撒:ﾏ)くとかね、ま

たはその泥溝の水が無くなると、今度は馬の小便を撒くとか、したが

ってはなはだ臭いとか、まあそんな手紙が来るだけですから、――そ

りゃあ金の事も云って来ますが、なに東京と蒙古だから (打遣:ｳﾁﾔ)って

おけばそれまでです。だから離れてさえいれば、まあいいんですが、

そいつが去年の暮突然出て来ましてね」 

 主人は思いついたように、床の柱にかけた、 (綺麗:ｷﾚｲ)な房のついた

一種の装飾物を取りおろした。 

 それは錦の袋に (這入:ﾊｲ)った一尺ばかりの刀であった。 (鞘:ｻﾔ)は 

(何:ﾅﾆ)とも知れぬ緑色の (雲母:ｷﾗﾗ)のようなものでできていて、その

所々が三カ所ほど巻いてあった。中身は六寸ぐらいしかなかった。し

たがって (刃:ﾊ)も薄かった。けれども鞘の (格好:ｶｯｺｳ)はあたかも六角

の (樫:ｶｼ)の棒のように厚かった。よく見ると、 (柄:ﾂｶ)の (後:ｳｼﾛ)に細

い棒が二本並んで差さっていた。結果は鞘を重ねて離れないために銀

の鉢巻をしたと同じであった。主人は 

「 (土産:ﾐﾔｹﾞ)にこんなものを持って来ました。 (蒙古刀:ﾓｳｺﾄｳ)だそう

です」と云いながら、すぐ抜いて見せた。 (後:ｳｼﾛ)に差してあった (象

牙:ｿﾞｳｹﾞ)のような棒も二本抜いて見せた。 

「こりゃ (箸:ﾊｼ)ですよ。
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蒙古人は (始終:ｼｼﾞｭｳ)これを腰へぶら下げていて、いざ (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)

という段になると、この刀を抜いて肉を切って、そうしてこの箸で (傍:

ｿﾊﾞ)から食うんだそうです」 

 主人はことさらに刀と箸を両手に持って、切ったり食ったりする真

似をして見せた。宗助はひたすらにその精巧な作りを (眺:ﾅｶﾞ)めた。 

「まだ蒙古人の (天幕:ﾃﾝﾄ)に使うフェルトも貰いましたが、まあ昔の 

(毛氈:ﾓｳｾﾝ)と変ったところもありませんね」 

 主人は蒙古人の上手に馬を扱う事や、蒙古犬の (瘠:ﾔ)せて細長くて、

西洋のグレー・ハウンドに似ている事や、彼らが支那人のためにだん

だん押し (狭:ｾﾊﾞ)められて行く事や、――すべて近頃あっちから帰った

という弟に聞いたままを宗助に話した。宗助はまた自分のいまだかつ

て耳にした事のない話だけに、一々少なからぬ興味を (有:ﾓ)ってそれを

聞いて行った。そのうちに、元来この弟は蒙古で何をしているのだろ

うという好奇心が出た。そこでちょっと主人に尋ねて見ると、主人は、 

「 (冒険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｭｱﾗｰ)」と再び (先刻:ｻｯｷ)の言葉を力強く繰り返し

た。「何をしているか分らない。私には、牧畜をやっています。しかも

成功していますと云うんですがね、いっこう (当:ｱﾃ)にはなりません。

今までもよく (法螺:ﾎﾗ)を吹いて私を (欺:ﾀﾞﾏ)したもんです。それに今

度東京へ出て来た用事と云うのがよっぽど妙です。何とか云う蒙古王

のために、金を二万円ばかり借りたい。もし借してやらないと自分の

信用に関わるって奔走しているんですからね。そのとっぱじめに捕ま

ったのは私だが、いくら蒙古王だって、いくら広い土地を抵当にする

ったって、蒙古と東京じゃ催促さえできやしませんもの。
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で、私が断ると、 (蔭:ｶｹﾞ)へ廻って (妻:ｻｲ)に、兄さんはあれだから大

きな仕事ができっこないって、威張っているんです。しようがない」 

 主人はここで少し笑ったが、妙に緊張した宗助の顔を見て、 

「どうです一遍逢って御覧になっちゃ、わざわざ毛皮の着いただぶだ

ぶしたものなんか着て、ちょっと面白いですよ。何なら御紹介しまし

ょう。ちょうど (明後日:ｱｻｯﾃ)の晩呼んで飯を食わせる事になっている

から。――なに引っ掛っちゃいけませんがね。黙って (向:ﾑｺｳ)に (喋舌:

ｼｬﾍﾞ)らして、聞いている分には、少しも危険はありません。ただ面白

いだけです」としきりに (勧:ｽｽ)め出した。宗助は多少心を動かした。 

「おいでになるのは御令弟だけですか」 

「いやほかに一人(弟:ｵﾄﾄ)の友達で (向:ﾑｺｳ)からいっしょに来たものが、

来るはずになっています。安井とか云って私はまだ逢った事もない男

ですが、弟がしきりに私に紹介したがるから、実はそれで二人を呼ぶ

事にしたんです」 

 宗助はその夜(蒼:ｱｵ)い顔をして坂井の門を出た。 

 

十七 

 

  (宗助:ｿｳｽｹ)と (御米:ｵﾖﾈ)の一生を暗く (彩:ｲﾛ)どった関係は、二人の

影を薄くして、 (幽霊:ﾕｳﾚｲ)のような思をどこかに (抱:ｲﾀﾞ)かしめた。

彼らは自己の心のある部分に、人に見えない結核性の恐ろしいものが 

(潜:ﾋｿ)んでいるのを、 (仄:ﾎﾉ)かに自覚しながら、わざと知らぬ顔に互

と向き合って年を過した。 

 当初彼らの頭脳に痛く (応:ｺﾀ)えたのは、彼らの (過:ｱﾔﾏﾁ)が安井の前

途に及ぼした影響であった。二人の頭の中で (沸:ﾜ)き返った (凄:ｽｺﾞ)

い (泡:ｱﾜ)のようなものがようやく静まった時、二人は安井もまた半途

で学校を (退:ｼﾘｿﾞ)いたという消息を耳にした。



門《スピーチオ文庫》  179/229 

彼らは (固:ﾓﾄ)より安井の前途を (傷:ｷｽﾞﾂ)けた原因をなしたに違なか

った。次に安井が郷里に帰ったという (噂:ｳﾜｻ)を聞いた。次に病気に 

(罹:ｶｶ)って家に寝ているという (報知:ｼﾗｾ)を得た。二人はそれを聞くた

びに重い胸を痛めた。最後に安井が満洲に行ったと云う (音信:ﾀﾖﾘ)が来

た。宗助は腹の中で、病気はもう (癒:ﾅｵ)ったのだろうかと思った。ま

たは満洲行の方が (嘘:ｳｿ)ではなかろうかと考えた。安井は (身体:ｶﾗﾀﾞ)

から云っても、性質から云っても、満洲や台湾に向く男ではなかった

からである。宗助はできるだけ手を回して、事の真疑を探った。そう

して、或る関係から、安井がたしかに奉天にいる事を確め得た。同時

に彼の健康で、 (活溌:ｶｯﾊﾟﾂ)で、多忙である事も確め得た。その時夫婦

は顔を見合せて、ほっという息を (吐:ﾂ)いた。 

「まあよかろう」と宗助が云った。 

「病気よりはね」と御米が云った。 

 二人はそれから以後安井の名を口にするのを避けた。考え出す事さ

えもあえてしなかった。彼らは安井を半途で退学させ、郷里へ帰らせ、

病気に罹らせ、もしくは満洲へ (駆:ｶ)りやった罪に対して、いかに悔恨

の苦しみを重ねても、どうする事もできない地位に立っていたからで

ある。 

「御米、御前信仰の心が起った事があるかい」と或時宗助が御米に聞

いた。御米は、ただ、 

「あるわ」と答えただけで、すぐ「あなたは」と聞き返した。 

 宗助は薄笑いをしたぎり、何とも答えなかった。その代り (推:ｵ)して、

御米の信仰について、詳しい質問も掛けなかった。御米には、それが (仕

合:ｼｱﾜ)せかも知れなかった。彼女はその方面に、これというほど (判然:

ﾊｯｷﾘ)した (凝:ｺ)り整った何物も (有:ﾓ)っていなかったからである。二

人はとかくして会堂の (腰掛:ﾍﾞﾝﾁ)にも (倚:ﾖ)らず、寺院の門も (潜:ｸ

ｸﾞ)らずに過ぎた。
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そうしてただ自然の恵から来る (月日:ﾂｷﾋ)と云う (緩和剤:ｶﾝﾜｻﾞｲ)の力

だけで、ようやく落ちついた。時々遠くから不意に現れる (訴:ｳｯﾀｴ)も、

苦しみとか恐れとかいう残酷の名を付けるには、あまり (微:ｶｽ)かに、

あまり薄く、あまりに肉体と慾得を離れ過ぎるようになった。 (必竟:ﾋ

ｯｷｮｳ)ずるに、彼らの信仰は、神を得なかったため、 (仏:ﾎﾄｹ)に逢わな

かったため、互を (目標:ﾒｼﾞﾙｼ)として働らいた。互に (抱:ﾀﾞ)き合って、

丸い円を (描:ｴｶﾞ)き始めた。彼らの生活は (淋:ｻﾐ)しいなりに落ちつい

て来た。その淋しい落ちつきのうちに、一種の甘い悲哀を味わった。

文芸にも哲学にも縁のない彼らは、この味を (舐:ﾅ)め尽しながら、自分

で自分の状態を得意がって自覚するほどの知識を (有:ﾓ)たなかったか

ら、同じ境遇にある詩人や文人などよりも、一層純粋であった。――

これが (七日:ﾅﾉｶ)の晩に坂井へ呼ばれて、安井の消息を聞くまでの夫婦

の有様であった。 

 その夜宗助は家に帰って御米の顔を見るや (否:ｲﾅ)や、 

「少し具合が悪いから、すぐ寝よう」と云って、 (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)に (倚:ﾖ)

りながら、 (帰:ｶｴﾘ)を待ち受けていた御米を驚ろかした。 

「どうなすったの」と御米は眼を上げて宗助を (眺:ﾅｶﾞ)めた。宗助はそ

こに突っ立っていた。 

 宗助が外から帰って来て、こんな風をするのは、ほとんど御米の記

憶にないくらい珍らしかった。御米は卒然何とも知れない恐怖の念に 

(襲:ｵｿ)われたごとくに立ち上がったが、ほとんど器械的に、 (戸棚:ﾄﾀﾞ

ﾅ)から (夜具蒲団:ﾔｸﾞﾌﾄﾝ)を取り出して、夫の云いつけ通り床を延べ始

めた。その間宗助はやっぱり (懐手:ﾌﾄｺﾛﾃﾞ)をして (傍:ｿﾊﾞ)に立ってい

た。
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そうして床が敷けるや否や、そこそこに着物を脱ぎ捨てて、すぐその

中に (潜:ﾓｸﾞ)り込んだ。御米は枕元を離れ得なかった。 

「どうなすったの」 

「何だか、少し心持が悪い。しばらくこうしてじっとしていたら、よ

くなるだろう」 

 宗助の答は半ば夜着の下から出た。その声が (籠:ｺﾓ)ったように御米

の耳に響いた時、御米は済まない顔をして、枕元に (坐:ｽﾜ)ったなり動

かなかった。 

「あっちへ行っていてもいいよ。用があれば呼ぶから」 

 御米はようやく茶の間へ帰った。 

 宗助は夜具を (被:ｶﾌﾞ)ったまま、ひとり硬くなって眼を (眠:ﾈﾑ)って

いた。彼はこの暗い中で、坂井から聞いた話を何度となく反覆した。

彼は満洲にいる安井の消息を、家主たる坂井の口を通して知ろうとは、

今が今まで予期していなかった。もう少しの事で、その安井と同じ家

主の家へ同時に招かれて、隣り合せか、向い合せに坐る運命になろう

とは、今夜(晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)を済ますまで、夢にも思いがけなかった。彼は

寝ながら過去二三時間の経過を考えて、そのクライマックスが突如と

して、いかにも不意に起ったのを不思議に感じた。かつ悲しく感じた。

彼はこれほど偶然な出来事を借りて、 (後:ｳｼﾛ)から断りなしに (足絡:ｱ

ｼｶﾞﾗ)をかけなければ、倒す事のできないほど強いものとは、自分なが

ら任じていなかったのである。自分のような弱い男を放り出すには、

もっと (穏当:ｵﾝﾄｳ)な手段でたくさんでありそうなものだと信じていた

のである。 

  (小六:ｺﾛｸ)から坂井の弟、それから満洲、 (蒙古:ﾓｳｺ)、出京、安井、

――こう談話の (迹:ｱﾄ)を (辿:ﾀﾄﾞ)れば辿るほど、偶然の度はあまりに

はなはだしかった。
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過去の痛恨を (新:ｱﾗﾀ)にすべく、普通の人が (滅多:ﾒｯﾀ)に出逢わないこ

の偶然に出逢うために、千百人のうちから (撰:ｴ)り出されなければなら

ないほどの人物であったかと思うと、宗助は苦しかった。また腹立た

しかった。彼は暗い夜着の中で熱い息を (吐:ﾂ)いた。 

 この二三年の月日でようやく (癒:ﾅｵ)りかけた (創口:ｷｽﾞｸﾞﾁ)が、急に 

(疼:ｳｽﾞ)き始めた。疼くに (伴:ﾂ)れて (熱:ﾎﾃ)って来た。再び創口が裂け

て、毒のある風が容赦なく吹き込みそうになった。宗助はいっそのこ

と、万事を御米に打ち明けて、共に苦しみを分って貰おうかと思った。 

「御米、御米」と二声呼んだ。 

 御米はすぐ枕元へ来て、上から (覗:ﾉｿﾞ)き込むように宗助を見た。宗

助は夜具の (襟:ｴﾘ)から顔を全く出した。次の間の (灯:ﾋ)が御米の頬を

半分照らしていた。 

「熱い湯を一杯貰おう」 

 宗助はとうとう言おうとした事を言い切る勇気を失って、 (嘘:ｳｿ)を 

(吐:ﾂ)いてごまかした。 

 翌日宗助は例のごとく起きて、平日と変る事なく食事を済ました。

そうして給仕をしてくれる御米の顔に、多少安心の色が見えたのを、 

(嬉:ｳﾚ)しいような (憐:ｱﾜ)れなような一種の (情緒:ｼﾞｮｳｼｮ)をもって 

(眺:ﾅｶﾞ)めた。 

「 (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)は驚ろいたわ。どうなすったのかと思って」 

 宗助は下を向いて茶碗に (注:ﾂ)いだ茶を (呑:ﾉ)んだだけであった。何

と答えていいか、適当な言葉を見出さなかったからである。 

 その日は朝からから風が吹き (荒:ｽｻ)んで、折々 (埃:ﾎｺﾘ)と共に行く

人の帽を奪った。熱があると悪いから、一日休んだらと云う御米の心

配を聞き捨てにして、例の通り電車へ乗った宗助は、風の音と車の音

の中に首を (縮:ﾁﾁﾞ)めて、ただ一つ所を見つめていた。
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降りる時、ひゅうという音がして、頭の上の (針線:ﾊﾘｶﾞﾈ)が鳴ったのに

気がついて、空を見たら、この猛烈な自然の力の狂う間に、いつもよ

り明らかな日がのそりと出ていた。風は (洋袴:ｽﾞﾎﾞﾝ)の (股:ﾏﾀ)を冷た

くして過ぎた。宗助にはその砂を (捲:ﾏ)いて向うの堀の方へ進んで行く

影が、斜めに吹かれる雨の (脚:ｱｼ)のように (判然:ﾊｯｷﾘ)見えた。 

 役所では用が手に着かなかった。筆を持って (頬杖:ﾎｵﾂﾞｴ)を突いたま

ま何か考えた。時々は不必要な墨を (妄:ﾐﾀﾞ)りに (磨:ｽ)りおろした。 

(煙草:ﾀﾊﾞｺ)はむやみに呑んだ。そうしては、思い出したように (窓硝子:

ﾏﾄﾞｶﾞﾗｽ)を通して外を眺めた。外は見るたびに風の世界であった。宗助

はただ早く帰りたかった。 

 ようやく時間が来て (家:ｳﾁ)へ帰ったとき、御米は不安らしく宗助の

顔を見て、 

「どうもなくって」と聞いた。宗助はやむを得ず、どうもないが、た

だ疲れたと答えて、すぐ (炬燵:ｺﾀﾂ)の中へ入ったなり、 (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)

まで動かなかった。そのうち風は日と共に落ちた。昼の反動で (四隣:ｱ

ﾀﾘ)は急にひっそり静まった。 

「好い (案排:ｱﾝﾊﾞｲ)ね、風が無くなって。昼間のように吹かれると、家

に坐っていても何だか気味が悪くってしようがないわ」 

 御米の言葉には、魔物でもあるかのように、風を恐れる調子があっ

た。宗助は落ちついて、 

「今夜は少し (暖:ｱｯ)たかいようだね。 (穏:ｵﾀﾞ)やかで好い御正月だ」

と云った。飯を済まして (煙草:ﾀﾊﾞｺ)を一本吸う段になって、突然、 

「御米、 (寄席:ﾖｾ)へでも行って見ようか」と珍らしく細君を誘った。

御米は無論(否:ｲﾅ)む理由を (有:ﾓ)たなかった。
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小六は義太夫などを聞くより、 (宅:ｳﾁ)にいて (餅:ﾓﾁ)でも焼いて食った

方が勝手だというので、留守を頼んで二人出た。 

 少し時間が遅れたので、寄席はいっぱいであった。二人は (座蒲団:ｻﾞ

ﾌﾞﾄﾝ)を敷く余地もない一番(後:ｳｼﾛ)の方に、 (立膝:ﾀﾃﾋｻﾞ)をするように

割り込まして貰った。 

「大変な人ね」 

「やっぱり春だから入るんだろう」 

 二人は小声で話しながら、大きな部屋にぎっしり詰まった人の頭を 

(見回:ﾐﾏﾜ)した。その頭のうちで、 (高座:ｺｳｻﾞ)に近い前の方は、煙草の

煙で (霞:ｶｽ)んでいるようにぼんやり見えた。宗助にはこの (累々:ﾙｲﾙｲ)

たる黒いものが、ことごとくこう云う娯楽の席へ来て、面白く半夜を 

(潰:ﾂﾌﾞ)す事のできる余裕のある人らしく思われた。彼はどの顔を見て

も (羨:ｳﾗﾔ)ましかった。 

 彼は高座の方を正視して、熱心に (浄瑠璃:ｼﾞｮｳﾙﾘ)を聞こうと (力:ﾂﾄ)

めた。けれどもいくら力めても面白くならなかった。時々眼を (外:ｿ)

らして、御米の顔を (偸:ﾇｽ)み見た。見るたびに御米の視線は正しい所

を向いていた。 (傍:ｿﾊﾞ)に夫のいる事はほとんど忘れて、 (真面目:ﾏｼﾞ

ﾒ)に聴いているらしかった。宗助は (羨:ｳﾗ)やましい人のうちに、御米

まで (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)しなければならなかった。 

 中入の時、宗助は御米に、 

「どうだ、もう帰ろうか」と云い掛けた。御米はその (唐突:ﾄｳﾄﾂ)なの

に驚ろかされた。 

「厭なの」と聞いた。宗助は何とも答えなかった。御米は、 

「どうでもいいわ」と半分夫の意に (忤:ｻｶ)らわないような (挨拶:ｱｲｻﾂ)

をした。宗助はせっかく連れて来た御米に対して、かえって気の毒な

心が起った。とうとうしまいまで (辛抱:ｼﾝﾎﾞｳ)して坐っていた。 
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  (家:ｳﾁ)へ帰ると、小六は (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の前に (胡坐:ｱｸﾞﾗ)を (掻:ｶ)い

て、 (背表紙:ｾﾋﾞｮｳｼ)の (反:ｿ)り返るのも構わずに、手に持った本を上

から (翳:ｶｻﾞ)して読んでいた。 (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)は (傍:ﾜｷ)へ (卸:ｵﾛ)したな

り、湯は (生温:ﾅﾏﾇ)るく (冷:ｻ)めてしまった。盆の上に焼き余りの餅が 

(三切:ﾐｷﾚ)か (四片:ﾖｷﾚ) (載:ﾉ)せてあった。網の下から小皿に残った醤

油の色が見えた。 

 小六は席を立って、 

「面白かったですか」と聞いた。夫婦は十分ほど (身体:ｶﾗﾀﾞ)を (炬燵:

ｺﾀﾂ)で暖めた上すぐ床へ入った。 

 翌日になっても宗助の心に落ちつきが来なかった事は、ほぼ前の日

と同じであった。役所が (退:ﾋ)けて、例の通り電車へ乗ったが、今夜自

分と前後して、安井が坂井の家へ客に来ると云う事を想像すると、ど

うしても、わざわざその人と接近するために、こんな速力で、 (家:ｳﾁ)

へ帰って行くのが不合理に思われた。同時に安井はその後どんなに変

化したろうと思うと、よそから一目彼の様子が (眺:ﾅｶﾞ)めたくもあった。 

 坂井が (一昨日:ｵﾄﾄｲ)の晩、自分の (弟:ｵﾄﾄ)を評して、一口に「 (冒

険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｭｱﾗｰ)」と云った、その (音:ｵﾝ)が今宗助の耳に高く響き渡

った。宗助はこの一語の中に、あらゆる自暴と自棄と、不平と (憎悪:ｿﾞ

ｳｵ)と、乱倫と (悖徳:ﾊｲﾄｸ)と、盲断と決行とを想像して、これらの (一

角:ｲｯｶｸ)に触れなければならないほどの坂井の弟と、それと利害を共に

すべく満洲からいっしょに出て来た安井が、いかなる程度の人物にな

ったかを、頭の中で (描:ｴｶﾞ)いて見た。
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描かれた (画:ｴ)は無論(冒険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｭｱﾗｰ)の (字面:ｼﾞﾂﾞﾗ)の許す範

囲内で、もっとも強い色彩を帯びたものであった。 

 かように、堕落の方面をとくに誇張した (冒険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｭｱﾗｰ)を頭

の中で (拵:ｺｼﾗ)え上げた宗助は、その責任を自身一人で全く負わなけれ

ばならないような気がした。彼はただ坂井へ客に来る安井の姿を一目

見て、その姿から、安井の (今日:ｺﾝﾆﾁ)の人格を (髣髴:ﾎｳﾌﾂ)したかった。

そうして、自分の想像ほど彼は堕落していないという (慰藉:ｲｼｬ)を得た

かった。 

 彼は坂井の (家:ｲｴ)の (傍:ｿﾊﾞ)に立って、 (向:ﾑｺｳ)に知れずに、 (他:

ﾋﾄ)を (窺:ｳｶｶﾞ)うような便利な場所はあるまいかと考えた。不幸にして、

身を隠すべきところを思いつき得なかった。もし日が落ちてから来る

とすれば、こちらが認められない (便宜:ﾍﾞﾝｷﾞ)があると同時に、暗い中

を通る人の顔の分らない不都合があった。 

 そのうち電車が神田へ来た。宗助はいつもの通りそこで乗り換えて 

(家:ｳﾁ)の方へ向いて行くのが苦痛になった。彼の神経は一歩でも安井の

来る方角へ近づくに (堪:ﾀ)えなかった。安井をよそながら見たいという

好奇心は、始めからさほど強くなかっただけに、乗換の (間際:ﾏｷﾞﾜ)に

なって、全く (抑:ｵｻ)えつけられてしまった。彼は寒い町を多くの人の

ごとく歩いた。けれども多くの人のごとくに (判然:ﾊｯｷﾘ)した目的は 

(有:ﾓ)っていなかった。そのうち店に (灯:ﾋ)が (点:ﾂ)いた。電車も (灯

火:ｱｶﾘ)を (照:ﾄ)もした。宗助はある牛肉店に上がって酒を (呑:ﾉ)み出し

た。一本は夢中に呑んだ。二本目は無理に呑んだ。三本目にも酔えな

かった。宗助は背を壁に持たして、酔って相手のない人のような眼を

して、ぼんやりどこかを見つめていた。 
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 時刻が時刻なので、 (夕飯:ﾕｳﾒｼ)を食いに来る客は入れ代り立ち代り

来た。その多くは (用弁的:ﾖｳﾍﾞﾝﾃｷ)に (飲食:ｲﾝｼｮｸ)を済まして、さっさ

と (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)をして出て行くだけであった。宗助は周囲のざわつく

中に (黙然:ﾓｸﾈﾝ)として、 (他:ﾋﾄ)の倍も三倍も時を過ごしたごとくに感

じた末、ついに坐り切れずに席を立った。 

 表は左右から射す店の灯で明らかであった。軒先を通る人は、帽も 

(衣装:ｲｼｮｳ)もはっきり物色する事ができた。けれども広い寒さを照らす

には余りに弱過ぎた。夜は (戸:ﾄ)ごとの (瓦斯:ｶﾞｽ)と電灯を (閑却:ｶﾝｷ

ｬｸ)して、依然として暗く大きく見えた。宗助はこの世界と調和するほ

どな黒味の勝った (外套:ﾏﾝﾄ)に包まれて歩いた。その時彼は自分の呼吸

する空気さえ灰色になって、肺の中の血管に触れるような気がした。 

 彼はこの晩に限って、ベルを鳴らして忙がしそうに眼の前を往った

り来たりする電車を利用する (考:ｶﾝｶﾞｴ)が起らなかった。目的を (有:ﾓ)

って (途:ﾐﾁ)を行く人と共に、抜目なく足を運ばす事を忘れた。しかも

彼は根の (締:ｼﾏ)らない人間として、かく (漂浪:ﾋｮｳﾛｳ)の (雛形:ﾋﾅｶﾞﾀ)

を演じつつある自分の心を (省:ｶｴﾘ)みて、もしこの状態が長く続いたら

どうしたらよかろうと、ひそかに自分の未来を案じ (煩:ﾜｽﾞﾗ)った。 (今

日:ｺﾝﾆﾁ)までの経過から (推:ｵ)して、すべての (創口:ｷｽﾞｸﾞﾁ)を (癒合:ﾕ

ｺﾞｳ)するものは時日であるという格言を、彼は自家の経験から割り出し

て、深く胸に刻みつけていた。それが (一昨日:ｵﾄﾄｲ)の晩にすっかり (崩:

ｸｽﾞ)れたのである。 
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 彼は黒い夜の中を歩るきながら、ただどうかしてこの心から逃れ出

たいと思った。その心はいかにも弱くて落ちつかなくって、不安で不

定で、度胸がなさ過ぎて (希知:ｹﾁ)に見えた。彼は胸を (抑:ｵｻ)えつける

一種の圧迫の (下:ﾓﾄ)に、いかにせば、今の自分を救う事ができるかと

いう実際の方法のみを考えて、その圧迫の原因になった自分の罪や過

失は全くこの結果から切り放してしまった。その時の彼は (他:ﾋﾄ)の事

を考える (余裕:ﾖﾕｳ)を失って、ことごとく自己本位になっていた。今ま

では忍耐で世を渡って来た。これからは積極的に人世観を作り (易:ｶ)

えなければならなかった。そうしてその人世観は口で述べるもの、頭

で聞くものでは駄目であった。心の実質が太くなるものでなくては駄

目であった。 

 彼は行く行く口の中で何遍も宗教の二字を繰り返した。けれどもそ

の響は繰り返す (後:ｱﾄ)からすぐ消えて行った。 (攫:ﾂｶ)んだと思う煙が、

手を開けるといつの間にか無くなっているように、宗教とははかない

文字であった。 

 宗教と (関聯:ｶﾝﾚﾝ)して宗助は (坐禅:ｻﾞｾﾞﾝ)という記憶を呼び起した。

昔し京都にいた時分彼の級友に (相国寺:ｼｮｳｺｸｼﾞ)へ行って坐禅をする

ものがあった。当時彼はその (迂濶:ｳｶﾂ)を笑っていた。「今の世に……」

と思っていた。その級友の動作が別に自分と違ったところもないよう

なのを見て、彼はますます馬鹿馬鹿しい気を起した。 

 彼は今更ながら彼の級友が、彼の (侮蔑:ﾌﾞﾍﾞﾂ)に (値:ｱﾀｲ)する以上の

ある動機から、貴重な時間を惜しまずに、相国寺へ行ったのではなか

ろうかと考え出して、自分の軽薄を深く恥じた。
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もし昔から世俗で云う通り (安心:ｱﾝｼﾞﾝ)とか (立命:ﾘﾂﾒｲ)とかいう境地

に、坐禅の力で達する事ができるならば、 (十日:ﾄｵｶ)や (二十日:ﾊﾂｶ)

役所を休んでも構わないからやって見たいと思った。けれども彼はこ

の道にかけては全くの門外漢であった。したがって、これより以上(明

瞭:ﾒｲﾘｮｳ)な (考:ｶﾝｶﾞｴ)も浮ばなかった。 

 ようやく (家:ｳﾁ)へ (辿:ﾀﾄﾞ)り着いた時、彼は例のような御米と、例

のような小六と、それから例のような茶の間と座敷と (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)と 

(箪笥:ﾀﾝｽ)を見て、自分だけが例にない状態の (下:ﾓﾄ)に、この四五時間

を暮していたのだという自覚を深くした。 (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)には小さな (鍋:

ﾅﾍﾞ)が掛けてあって、その (葢:ﾌﾀ)の (隙間:ｽｷﾏ)から湯気が立っていた。

火鉢の (傍:ﾜｷ)には彼の常に坐る所に、いつもの (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)を敷い

て、その前にちゃんと (膳立:ｾﾞﾝﾀﾞﾃ)がしてあった。 

 宗助は (糸底:ｲﾄｿﾞｺ)を上にしてわざと伏せた自分の茶碗と、この二三

年来朝晩使い (慣:ﾅ)れた木の (箸:ﾊｼ)を (眺:ﾅｶﾞ)めて、 

「もう飯は食わないよ」と云った。御米は多少不本意らしい風もした。 

「おやそう。 (余:ｱﾝﾏ)り遅いから、おおかたどこかで (召上:ﾒｼﾔ)がった

ろうとは思ったけれど、もしまだだといけないから」と云いながら、 (布

巾:ﾌｷﾝ)で (鍋:ﾅﾍﾞ)の耳を (撮:ﾂﾏ)んで、 (土瓶敷:ﾄﾞﾋﾞﾝｼｷ)の上におろし

た。それから (清:ｷﾖ)を呼んで (膳:ｾﾞﾝ)を台所へ (退:ｻ)げさした。 

 宗助はこういう風に、何ぞ事故ができて、役所の (退出:ﾋｹ)からすぐ

外へ回って遅くなる場合には、いつでもその (顛末:ﾃﾝﾏﾂ)の大略を、帰

宅早々御米に話すのを例にしていた。御米もそれを聞かないうちは気

がすまなかった。
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けれども今夜に限って彼は神田で電車を降りた事も、牛肉屋へ上った

事も、無理に酒を (呑:ﾉ)んだ事も、まるで話したくなかった。何も知ら

ない御米はまた平常の通り無邪気にそれからそれへと聞きたがった。 

「何別にこれという (理由:ﾜｹ)もなかったのだけれども、――ついあす

こいらで (牛:ｷﾞｭｳ)が食いたくなっただけの事さ」 

「そうして (御腹:ｵﾅｶ)を (消化:ｺﾅ)すために、わざわざここまで歩るい

ていらしったの」 

「まあ、そうだ」 

 御米はおかしそうに笑った。宗助はむしろ苦しかった。しばらくし

て、 

「留守に坂井さんから迎いに来なかったかい」と聞いた。 

「いいえ、なぜ」 

「 (一昨日:ｵﾄﾄｲ)の晩行ったとき、 (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)するとか云っていた

からさ」 

「また？」 

 御米は少し (呆:ｱｷ)れた顔をした。宗助はそれなり話を切り上げて寝

た。頭の中をざわざわ何か通った。時々眼を開けて見ると、例のごと

く (洋灯:ﾗﾝﾌﾟ)が暗くして床の間の上に (載:ﾉ)せてあった。御米はさも

心地好さそうに眠っていた。ついこの間までは、自分の方が好く寝ら

れて、御米は幾晩も睡眠の不足に悩まされたのであった。宗助は眼を

閉じながら、明らかに次の間の時計の音を聞かなければならない今の

自分をさらに心苦しく感じた。その時計は最初は幾つも続けざまに打

った。それが過ぎると、びんとただ一つ鳴った。その濁った音が (彗星:

ﾎｳｷﾎﾞｼ)の尾のようにほうと宗助の (耳朶:ﾐﾐﾀﾌﾞ)にしばらく響いていた。

次には二つ鳴った。はなはだ (淋:ｻﾐ)しい音であった。宗助はその間に、

何とかして、もっと (鷹揚:ｵｳﾖｳ)に生きて行く分別をしなければならな

いと云う決心だけをした。三時は (朦朧:ﾓｳﾛｳ)として聞えたような聞え

ないようなうちに過ぎた。四時、五時、六時はまるで知らなかった。

ただ世の中が (膨:ﾌｸ)れた。天が波を打って伸びかつ縮んだ。
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地球が糸で釣るした (毬:ﾏﾘ)のごとくに大きな (弧線:ｺｾﾝ)を (描:ｴｶﾞ)い

て空間に (揺:ｳｺﾞ)いた。すべてが恐ろしい魔の支配する夢であった。七

時過に彼ははっとして、この夢から (覚:ｻ)めた。御米がいつもの通り微

笑して枕元に (曲:ｶｶﾞ)んでいた。 (冴:ｻ)えた日は黒い世の中を (疾:ﾄｸ)

にどこかへ追いやっていた。 

 

十八 

 

  (宗助:ｿｳｽｹ)は一封の紹介状を (懐:ﾌﾄｺﾛ)にして (山門:ｻﾝﾓﾝ)を入った。

彼はこれを同僚の知人の (某:ﾅﾆｶﾞｼ)から得た。その同僚は役所の往復に、

電車の中で洋服の (隠袋:ｶｸｼ)から (菜根譚:ｻｲｺﾝﾀﾝ)を出して読む男であ

った。こう云う方面に趣味のない宗助は、 (固:ﾓﾄ)より菜根譚の何物な

るかを知らなかった。ある日一つ車の腰掛に膝を並べて乗った時、そ

れは何だと聞いて見た。同僚は小形の黄色い表紙を宗助の前に出して、

こんな妙な本だと答えた。宗助は重ねてどんな事が書いてあるかと尋

ねた。その時同僚は、一口に説明のできる (格好:ｶｯｺｳ)な言葉を (有:ﾓ)

っていなかったと見えて、まあ禅学の書物だろうというような妙な (挨

拶:ｱｲｻﾂ)をした。宗助は同僚から聞いたこの返事をよく覚えていた。 

 紹介状を貰う (四五日前:ｼｺﾞﾝﾁﾏｴ)、彼はこの同僚の (傍:ｿﾊﾞ)へ行って、

君は禅学をやるのかと、突然質問を掛けた。同僚は強く緊張した宗助

の顔を見てすこぶる驚ろいた様子であったが、いややらない、ただ (慰:

ﾅｸﾞｻ)み半分にあんな書物を読むだけだと、すぐ逃げてしまった。宗助

は多少失望に (弛:ﾕﾙ)んだ (下唇:ｼﾀｸﾁﾋﾞﾙ)を垂れて自分の席に帰った。 

 その日帰りがけに、彼らはまた同じ電車に乗り合わした。 
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 (先刻:ｻｯｷ)宗助の様子を、気の毒に観察した同僚は、彼の質問の奥に雑

談以上のある意味を認めたものと見えて、前よりはもっと親切にその

方面の話をして聞かした。しかし自分はいまだかつて参禅という事を

した経験がないと自白した。もし (詳:ｸﾜ)しい話が聞きたければ、幸い

自分の知り合によく鎌倉へ行く男があるから紹介してやろうと云った。

宗助は車の中でその人の名前と番地を手帳に書き留めた。そうして次

の日同僚の手紙を持ってわざわざ回り道をして訪問に出かけた。宗助

の (懐:ﾌﾄｺﾛ)にした書状はその折席上で (認:ｼﾀﾀ)めて貰ったものであっ

た。 

 役所は病気になって十日ばかり休む事にした。 (御米:ｵﾖﾈ)の手前もや

はり病気だと取り (繕:ﾂｸﾛ)った。 

「少し脳が悪いから、一週間ほど役所を休んで (遊:ｱｽ)んで来るよ」と

云った。御米はこの頃の夫の様子のどこかに異状があるらしく思われ

るので、内心では (始終:ｼｼﾞｭｳ)心配していた矢先だから、平生煮え切ら

ない宗助の果断を喜んだ。けれどもその突然なのにも全く驚ろいた。 

「遊びに行くって、どこへいらっしゃるの」と眼を丸くしないばかり

に聞いた。 

「やっぱり鎌倉辺が好かろうと思っている」と宗助は落ちついて答え

た。地味な宗助とハイカラな鎌倉とはほとんど縁の遠いものであった。

突然二つのものを結びつけるのは (滑稽:ｺｯｹｲ)であった。御米も微笑を

禁じ得なかった。 

「まあ御金持ね。 (私:ﾜﾀｼ)もいっしょに連れてってちょうだい」と云っ

た。宗助は愛すべき細君のこの (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)を味わう余裕を有たなか

った。 (真面目:ﾏｼﾞﾒ)な顔をして、 

「そんな (贅沢:ｾﾞｲﾀｸ)な所へ行くんじゃないよ。禅寺へ (留:ﾄ)めて (貰:

ﾓﾗ)って、一週間か十日、ただ静かに頭を休めて見るだけの事さ。
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それもはたして好くなるか、ならないか分らないが、空気のいい所へ

行くと、頭には大変違うと (皆:ﾐﾝﾅ)云うから」と弁解した。 

「そりゃ違いますわ。だから行っていらっしゃいとも。今のは本当の

冗談よ」 

 御米は善良な夫に (調戯:ｶﾗｶ)ったのを、多少済まないように感じた。

宗助はその (翌日:ｱｸﾙﾋ)すぐ貰って置いた紹介状を (懐:ﾌﾄｺﾛ)にして、新

橋から汽車に乗ったのである。 

 その紹介状の表には (釈宜道:ｼｬｸｷﾞﾄﾞｳ)様と書いてあった。 

「この間まで (侍者:ｼﾞｼｬ)をしていましたが、この頃では (塔頭:ﾀｯﾁｭｳ)

にある古い庵室に手を入れて、そこに住んでいるとか聞きました。ど

うですか、まあ着いたら尋ねて御覧なさい。庵の名はたしか (一窓庵:ｲ

ｯｿｳｱﾝ)でした」と書いてくれる時、わざわざ注意があったので、宗助は

礼を云って手紙を受取りながら、 (侍者:ｼﾞｼｬ)だの (塔頭:ﾀｯﾁｭｳ)だのと

いう自分には全く耳新らしい言葉の説明を聞いて帰ったのである。 

 山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を (遮:ｻｴｷﾞ)って

いるために、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助

は世の中と寺の中との区別を急に (覚:ｻﾄ)った。静かな (境内:ｹｲﾀﾞｲ)の

入口に立った彼は、始めて (風邪:ﾌｳｼﾞｬ)を意識する場合に似た一種の 

(悪寒:ｻﾑｹ)を催した。 

 彼はまず (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に歩るき出した。左右にも (行手:ｲｸﾃ)にも、堂

のようなものや、院のようなものがちょいちょい見えた。けれども人

の (出入:ﾃﾞｲﾘ)はいっさいなかった。ことごとく (寂寞:ｾｷﾊﾞｸ)として 

(錆:ｻ)び (果:ﾊ)てていた。宗助はどこへ行って、 (宜道:ｷﾞﾄﾞｳ)のいる所

を教えて貰おうかと考えながら、誰も通らない路の真中に立って四方

を (見回:ﾐﾏﾜ)した。 
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 山の (裾:ｽｿ)を切り開いて、一二丁奥へ (上:ﾉﾎﾞ)るように建てた寺だ

と見えて、 (後:ｳｼﾛ)の方は (樹:ｷ)の色で高く (塞:ﾌｻ)がっていた。路の

左右も (山続:ﾔﾏﾂﾂﾞｷ)か丘続の地勢に制せられて、けっして平ではない

ようであった。その小高い所々に、下から石段を畳んで、寺らしい門

を高く構えたのが二三軒目に着いた。 (平地:ﾋﾗﾁ)に垣を (繞:ﾒｸﾞ)らして、

点在しているのは、 (幾多:ｲｸﾗ)もあった。近寄って見ると、いずれも (門

瓦:ﾓﾝｶﾞﾜﾗ)の下に、院号やら庵号やらが額にしてかけてあった。 

 宗助は (箔:ﾊｸ)の (剥:ﾊ)げた古い額を一二枚読んで歩いたが、ふと一

窓庵から先へ (探:ｻｶﾞ)し出して、もしそこに手紙の (名宛:ﾅｱﾃ)の坊さん

がいなかったら、もっと奥へ行って尋ねる方が便利だろうと思いつい

た。それから逆戻りをして塔頭を一々調べにかかると、一窓庵は山門

を (這入:ﾊｲ)るや否やすぐ右手の方の高い石段の上にあった。 (丘外:ｵｶ

ﾊｽﾞ)れなので、 (日当:ﾋｱﾀﾘ)の好い、からりとした玄関先を控えて、 (後:

ｳｼﾛ)の山の (懐:ﾌﾄｺﾛ)に暖まっているような位置に冬を (凌:ｼﾉ)ぐ (気

色:ｹｼｷ)に見えた。宗助は玄関を通り越して (庫裡:ｸﾘ)の方から土間に足

を入れた。上り口の (障子:ｼｮｳｼﾞ)の立ててある所まで来て、たのむたの

むと二三度呼んで見た。しかし誰も出て来てくれるものはなかった。

宗助はしばらくそこに立ったまま、中の様子を (窺:ｳｶｶﾞ)っていた。い

つまで立っていても (音沙汰:ｵﾄｻﾀ)がないので、宗助は不思議な思いを

して、また庫裡を出て門の方へ引返した。すると石段の下から (剃立:ｿ

ﾘﾀﾃ)の頭を青く光らした坊さんが上って来た。年はまだ二十四五としか

見えない若い色白の顔であった。宗助は門の扉の所に待ち合わして、 
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「宜道さんとおっしゃる方はこちらにおいででしょうか」と聞いた。 

「私が宜道です」と若い僧は答えた。宗助は少し驚ろいたが、また (嬉:

ｳﾚ)しくもあった。すぐ懐中から例の紹介状を出して渡すと、宜道は立

ちながら封を切って、その場で読み (下:ｸﾀﾞ)した。やがて手紙を巻き返

して封筒へ入れると、 

「ようこそ」と云って、 (叮嚀:ﾃｲﾈｲ)に (会釈:ｴｼｬｸ)したなり、先に立っ

て宗助を導いた。二人は庫裡に (下駄:ｹﾞﾀ)を脱いで、障子を開けて内へ

這入った。そこには大きな (囲炉裏:ｲﾛﾘ)が切ってあった。宜道は (鼠木

綿:ﾈｽﾞﾐﾓﾒﾝ)の上に (羽織:ﾊｵ)っていた薄い粗末な (法衣:ｺﾛﾓ)を脱いで 

(釘:ｸｷﾞ)にかけて、 

「御寒うございましょう」と云って、囲炉裏の中に深く (埋:ｲ)けてあっ

た炭を灰の下から掘り出した。 

 この僧は若いに似合わずはなはだ落ちついた (話振:ﾊﾅｼﾌﾞﾘ)をする男

であった。低い声で何か受答えをした (後:ｱﾄ)で、にやりと笑う具合な

どは、まるで女のような感じを宗助に与えた。宗助は心のうちに、こ

の青年がどういう機縁の (元:ﾓﾄ)に、思い切って頭を (剃:ｿ)ったものだ

ろうかと考えて、その様子のしとやかなところを、何となく (憐:ｱﾜ)れ

に思った。 

「大変御静なようですが、今日はどなたも御留守なんですか」 

「いえ、今日に限らず、いつも私一人です。だから用のあるときは構

わず明け放しにして出ます。今もちょっと下まで行って用を足して参

りました。それがためせっかくおいでのところを失礼致しました」 

 宜道はこの時改めて遠来の人に対して自分の不在を (詫:ﾜ)びた。この

大きな庵を、たった一人で預かっているさえ、相応に骨が折れるのに、

その上に (厄介:ﾔｯｶｲ)が増したらさぞ迷惑だろうと、宗助は少し気の毒

な色をほかに動かした。すると宜道は、 
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「いえ、ちっとも御遠慮には及びません。道のためでございますから」

とゆかしい事を云った。そうして、目下自分の所に、宗助のほかに、

まだ一人世話になっている (居士:ｺｼﾞ)のある (旨:ﾑﾈ)を告げた。この居

士は山へ来てもう二年になるとかいう話であった。宗助はそれから二

三日して、始めてこの居士を見たが、彼は (剽軽:ﾋｮｳｷﾝ)な (羅漢:ﾗｶﾝ)

のような顔をしている気楽そうな男であった。細い (大根:ﾀﾞｲｺ)を三四

本ぶら下げて、今日は (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)を買って来たと云って、それを宜

道に煮てもらって食った。宜道も宗助もその (相伴:ｼｮｳﾊﾞﾝ)をした。こ

の居士は顔が坊さんらしいので、時々僧堂の衆に交って、村の (御斎:ｵ

ﾄｷ)などに出かける事があるとか云って宜道が笑っていた。 

 そのほか俗人で山へ修業に来ている人の話もいろいろ聞いた。中に 

(筆墨:ﾌﾃﾞｽﾐ)を (商:ｱｷﾅ)う男がいた。背中へ荷をいっぱい (負:ｼｮ)って、 

(二十日:ﾊﾂｶ)なり (三十日:ｻﾝｼﾞｭｳﾆﾁ)なり、そこら中回って歩いて、ほぼ

売り尽してしまうと山へ帰って来て坐禅をする。それからしばらくし

て食うものがなくなると、また筆墨を背に (載:ﾉ)せて行商に出る。彼は

この両面の生活を、ほとんど (循環小数:ｼﾞｭﾝｶﾝｼｮｳｽｳ)のごとく繰り返し

て、 (飽:ｱ)く事を知らないのだと云う。 

 宗助は (一見:ｲｯｹﾝ)こだわりの無さそうなこれらの人の月日と、自分

の内面にある今の生活とを比べて、その (懸隔:ｹﾝｶｸ)の (甚:ﾊﾅﾊ)だしい

のに驚ろいた。そんな気楽な身分だから (坐禅:ｻﾞｾﾞﾝ)ができるのか、あ

るいは坐禅をした結果そういう気楽な心になれるのか迷った。 

「気楽ではいけません。道楽にできるものなら、二十年も三十年も (雲

水:ｳﾝｽｲ)をして苦しむものはありません」と宜道は云った。 
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 彼は坐禅をするときの一般の心得や、 (老師:ﾛｳｼ)から (公案:ｺｳｱﾝ)の

出る事や、その公案に一生懸命(噛:ｶｼﾞ)りついて、朝も晩も昼も夜も噛

りつづけに噛らなくてはいけない事やら、すべて今の宗助には心元な

く見える (助言:ｼﾞｮｺﾞﾝ)を与えた末、 

「 (御室:ｵﾍﾔ)へ御案内しましょう」と云って立ち上がった。 

  (囲炉裏:ｲﾛﾘ)の切ってある所を出て、本堂を横に抜けて、その (外:ﾊ

ｽﾞ)れにある六畳の座敷の (障子:ｼｮｳｼﾞ)を縁から開けて、中へ案内され

た時、宗助は始めて一人遠くに来た心持がした。けれども頭の中は、

周囲の幽静な (趣:ｵﾓﾑｷ)と (反照:ﾊﾝｼｮｳ)するためか、かえって町にいる

ときよりも動揺した。 

 約一時間もしたと思う頃宜道の足音がまた本堂の方から響いた。 

「 (老師:ﾛｳｼ)が (相見:ｼｮｳｹﾝ)になるそうでございますから、御都合が 

(宜:ﾖﾛ)しければ参りましょう」と云って、 (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に敷居の上に (膝:

ﾋｻﾞ)を突いた。 

 二人はまた寺を (空:ｶﾗ)にして連立って出た。山門の通りをほぼ一丁

ほど奥へ来ると、左側に (蓮池:ﾊｽｲｹ)があった。寒い時分だから池の中

はただ薄濁りに (淀:ﾖﾄﾞ)んでいるだけで、少しも (清浄:ｼｮｳｼﾞｮｳ)な (趣:

ｵﾓﾑｷ)はなかったが、 (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)に見える高い石の (崖外:ｶﾞｹﾊｽﾞ)れ

まで、縁に (欄干:ﾗﾝｶﾝ)のある座敷が突き出しているところが、 (文人

画:ﾌﾞﾝｼﾞﾝｶﾞ)にでもありそうな風致を添えた。 

「あすこが老師の住んでいられる所です」と宜道は比較的新らしいそ

の建物を (指:ﾕﾋﾞｻ)した。 

 二人は蓮池の前を通り越して、五六級の石段を (上:ﾉﾎﾞ)って、その正

面にある大きな (伽藍:ｶﾞﾗﾝ)の屋根を (仰:ｱｵ)いだまま (直:ｽｸﾞ)左りへ

切れた。
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玄関へ差しかかった時、宜道は 

「ちょっと失礼します」と云って、自分だけ裏口の方へ回ったが、や

がて奥から出て来て、 

「さあどうぞ」と案内をして、老師のいる所へ (伴:ﾂ)れて行った。 

 老師というのは五十(格好:ｶﾞｯｺｳ)に見えた。 (赭黒:ｱｶｸﾞﾛ)い (光沢:ﾂﾔ)

のある顔をしていた。その皮膚も筋肉もことごとく (緊:ｼﾏ)って、どこ

にも (怠:ｵｺﾀﾘ)のないところが、銅像のもたらす印象を、宗助の胸に彫

りつけた。ただ (唇:ｸﾁﾋﾞﾙ)があまり厚過ぎるので、そこに幾分の (弛:ﾕ

ﾙ)みが見えた。その代り彼の眼には、普通の人間にとうてい見るべから

ざる一種の (精彩:ｾｲｻｲ)が (閃:ﾋﾗ)めいた。宗助が始めてその視線に接し

た時は、暗中に卒然として白刃を見る思があった。 

「まあ何から入っても同じであるが」と老師は宗助に向って云った。

「 (父母未生:ﾌﾎﾞﾐｼｮｳ) (以前:ｲｾﾞﾝ) (本来:ﾎﾝﾗｲ)の (面目:ﾒﾝﾓｸ)は (何:ﾅﾝ)

だか、それを一つ考えて見たら (善:ﾖ)かろう」 

 宗助には父母未生以前という意味がよく分らなかったが、何しろ自

分と云うものは (必竟:ﾋｯｷｮｳ)何物だか、その本体を (捕:ﾂﾗ)まえて見ろ

と云う意味だろうと判断した。それより以上口を (利:ｷ)くには、余り禅

というものの知識に乏しかったので、黙ってまた宜道に伴れられて一

窓庵へ帰って来た。 

  (晩食:ﾊﾞﾝﾒｼ)の時宜道は宗助に、 (入室:ﾆｭｳｼﾂ)の時間の (朝夕:ﾁｮｳｾｷ)

二回あることと、 (提唱:ﾃｲｼｮｳ)の時間が午前である事などを話した上、 

「今夜はまだ (見解:ｹﾝｹﾞ)もできないかも知れませんから、 (明朝:ﾐｮｳﾁ

ｮｳ)か明晩御誘い申しましょう」と親切に云ってくれた。
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それから最初のうちは、つめて (坐:ｽ)わるのは難儀だから線香を立てて、

それで時間を計って、少しずつ休んだら好かろうと云うような注意も

してくれた。 

 宗助は線香を持って、本堂の前を通って自分の (室:ﾍﾔ)ときまった六

畳に (這入:ﾊｲ)って、ぼんやりして坐った。彼から云うといわゆる (公

案:ｺｳｱﾝ)なるものの性質が、いかにも自分の現在と縁の遠いような気が

してならなかった。自分は今腹痛で悩んでいる。その腹痛と言う (訴:ｳ

ｯﾀｴ)を (抱:ｲﾀﾞ)いて来て見ると、あにはからんや、その対症療法として、

むずかしい数学の問題を出して、まあこれでも考えたらよかろうと云

われたと一般であった。考えろと云われれば、考えないでもないが、

それは一応腹痛が治まってからの事でなくては無理であった。 

 同時に彼は (勤:ﾂﾄﾒ)を休んで、わざわざここまで来た男であった。紹

介状を書いてくれた人、万事に気をつけてくれる宜道に対しても、あ

まりに軽卒な (振舞:ﾌﾙﾏｲ)はできなかった。彼はまず現在の自分が許す

限りの勇気を (提:ﾋｯ)さげて、公案に向おうと決心した。それがいずれ

のところに彼を導びいて、どんな結果を彼の心に持ち (来:ｷﾀ)すかは、

彼自身といえども全く知らなかった。彼は (悟:ｻﾄﾘ)という美名に (欺:ｱ

ｻﾞﾑ)かれて、彼の平生に似合わぬ冒険を試みようと企てたのである。そ

うして、もしこの冒険に成功すれば、今の不安な不定な弱々しい自分

を救う事ができはしまいかと、はかない望を抱いたのである。 

 彼は冷たい (火鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の灰の中に細い線香を (燻:ｸﾕ)らして、教えら

れた通り (座蒲団:ｻﾞﾌﾞﾄﾝ)の上に (半跏:ﾊﾝｶ)を組んだ。昼のうちはさま

でとは思わなかった (室:ﾍﾔ)が、日が落ちてから急に寒くなった。
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彼は坐りながら、背中のぞくぞくするほど温度の低い空気に (堪:ﾀ)えな

かった。 

 彼は考えた。けれども考える方向も、考える問題の実質も、ほとん

ど (捕:ﾂﾗ)まえようのない (空漠:ｸｳﾊﾞｸ)なものであった。彼は考えなが

ら、自分は非常に (迂濶:ｳｶﾂ)な (真似:ﾏﾈ)をしているのではなかろうか

と (疑:ｳﾀｶﾞ)った。火事見舞に行く (間際:ﾏｷﾞﾜ)に、細かい地図を出して、 

(仔細:ｼｻｲ)に町名や番地を調べているよりも、ずっと飛び離れた見当違

の (所作:ｼｮｻ)を演じているごとく感じた。 

 彼の頭の中をいろいろなものが流れた。そのあるものは明らかに眼

に見えた。あるものは (混沌:ｺﾝﾄﾝ)として雲のごとくに動いた。どこか

ら来てどこへ行くとも分らなかった。ただ先のものが消える、すぐ (後:

ｱﾄ)から次のものが現われた。そうして仕切りなしにそれからそれへと

続いた。頭の往来を通るものは、無限で無数で無尽蔵で、けっして宗

助の命令によって、留まる事も休む事もなかった。断ち切ろうと思え

ば思うほど、 (滾々ｺﾝｺﾝ)として (湧:ﾜ)いて出た。 

 宗助は (怖:ｺﾜ)くなって、急に日常の我を呼び起して、室の中を (眺:

ﾅｶﾞ)めた。室は (微:ｶｽ)かな (灯:ﾋ)で薄暗く照らされていた。灰の中に

立てた線香は、まだ半分ほどしか燃えていなかった。宗助は恐るべく

時間の長いのに始めて気がついた。 

 宗助はまた考え始めた。すると、すぐ色のあるもの、形のあるもの

が頭の中を通り出した。ぞろぞろと群がる (蟻:ｱﾘ)のごとくに動いて行

く、あとからまたぞろぞろと群がる蟻のごとくに現われた。じっとし

ているのはただ宗助の (身体:ｶﾗﾀﾞ)だけであった。心は切ないほど、苦

しいほど、堪えがたいほど動いた。 

 そのうちじっとしている身体も、 (膝頭:ﾋｻﾞｶﾞｼﾗ)から痛み始めた。真

直に延ばしていた脊髄がしだいしだいに前の方に曲って来た。宗助は

両手で左の足の甲を (抱:ｶｶ)えるようにして下へおろした。
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彼は何をする (目的:ﾒｱﾃ)もなく (室:ﾍﾔ)の中に立ち上がった。 (障子:ｼｮ

ｳｼﾞ)を明けて表へ出て、門前をぐるぐる (駈:ｶ)け (回:ﾏﾜ)って歩きたく

なった。夜はしんとしていた。寝ている人も起きている人もどこにも

おりそうには思えなかった。宗助は外へ出る勇気を失った。じっと生

きながら (妄想:ﾓｳｿﾞｳ)に苦しめられるのはなお恐ろしかった。 

 彼は思い切ってまた新らしい線香を立てた。そうしてまたほぼ (前:

ｾﾞﾝ)と同じ過程を繰り返した。最後に、もし考えるのが目的だとすれば、

坐って考えるのも寝て考えるのも同じだろうと分別した。彼は室の 

(隅:ｽﾐ)に畳んであった薄汚ない (蒲団:ﾌﾄﾝ)を敷いて、その中に (潜:ﾓｸﾞ)

り込んだ。すると (先刻:ｻｯｷ)からの疲れで、何を考える暇もないうちに、

深い眠りに落ちてしまった。 

 眼が (覚:ｻ)めると枕元の障子がいつの間にか明るくなって、白い紙に

やがて日の (逼:ｾﾏ)るべき色が動いた。昼も (留守:ﾙｽ)を置かずに済む山

寺は、夜に入っても戸を (閉:ﾀ)てる音を聞かなかったのである。宗助は

自分が坂井の (崖下:ｶﾞｹｼﾀ)の暗い部屋に寝ていたのでないと意識する

や (否:ｲﾅ)や、すぐ起き上がった。縁へ出ると、 (軒端:ﾉｷﾊﾞ)に高く (大

覇王樹:ｵｵｻﾎﾞﾃﾝ)の影が眼に映った。宗助はまた本堂の仏壇の前を抜け

て、 (囲炉裏:ｲﾛﾘ)の切ってある (昨日:ｷﾉｳ)の茶の間へ出た。そこには昨

日の通り宜道の (法衣:ｺﾛﾓ)が (折釘:ｵﾘｸｷﾞ)にかけてあった。そうして本

人は勝手の (竈:ｶﾏﾄﾞ)の前に (蹲踞:ｳｽﾞｸ)まって、火を (焚:ﾀ)いていた。

宗助を見て、 

「御早う」と (慇懃:ｲﾝｷﾞﾝ)に礼をした。「 (先刻:ｻｯｷ)御誘い申そうと思

いましたが、よく (御寝:ｵﾔｽﾐ)のようでしたから、失礼して一人参りま

した」 
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 宗助はこの若い僧が、今朝夜明がたにすでに参禅を済まして、それ

から帰って来て、飯を (炊:ｶｼ)いでいるのだという事を知った。 

 見ると彼は左の手でしきりに (薪:ﾏｷ)を差し (易:ｶ)えながら、右の手

に黒い表紙の本を持って、用の合間合間にそれを読んでいる様子であ

った。宗助は宜道に書物の名を尋ねた。それは (碧巌集:ﾍｷｶﾞﾝｼｭｳ)とい

うむずかしい名前のものであった。宗助は腹の中で、 (昨夕:ﾕｳﾍﾞ)のよ

うに (当途:ｱﾃﾄﾞ)もない (考:ｶﾝｶﾞｴ)に (耽:ﾌｹ)って脳を疲らすより、いっ

そその道の書物でも借りて読む方が、要領を得る (捷径:ﾁｶﾐﾁ)ではなか

ろうかと思いついた。宜道にそう云うと、宜道は一も二もなく宗助の

考を排斥した。 

「書物を読むのはごく悪うございます。 (有体:ｱﾘﾃｲ)に云うと、読書ほ

ど修業の (妨:ｻﾏﾀｹﾞ)になるものは無いようです。私共でも、こうして碧

巌などを読みますが、自分の程度以上のところになると、まるで (見当:

ｹﾝﾄｳ)がつきません。それを (好加減:ｲｲｶｹﾞﾝ)に (揣摩:ｼﾏ)する癖がつく

と、それが坐る時の妨になって、自分以上の (境界:ｷｮｳｶﾞｲ)を予期して

見たり、悟を待ち受けて見たり、充分突込んで行くべきところに (頓挫:

ﾄﾝｻﾞ)ができます。大変毒になりますから、御止しになった方がよいで

しょう。もし (強:ｼ)いて何か御読みになりたければ、 (禅関策進:ｾﾞﾝｶﾝ

ｻｸｼﾝ)というような、人の勇気を (鼓舞:ｺﾌﾞ)したり激励したりするもの

が (宜:ﾖﾛ)しゅうございましょう。それだって、ただ (刺戟:ｼｹﾞｷ)の方便

として読むだけで、道その物とは無関係です」 

 宗助には宜道の意味がよく解らなかった。
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彼はこの (生若:ﾅﾏﾜｶ)い青い頭をした坊さんの前に立って、あたかも一

個の低能児であるかのごとき心持を起した。彼の慢心は京都以来すで

に (銷磨:ｼｮｳﾏ)し尽していた。彼は平凡を分として、 (今日:ｺﾝﾆﾁ)まで生

きて来た。 (聞達:ﾌﾞﾝﾀﾂ)ほど彼の心に遠いものはなかった。彼はただあ

りのままの彼として、宜道の前に立ったのである。しかも平生の自分

より (遥:ﾊﾙ)かに無力無能な (赤子:ｱｶｺﾞ)であると、さらに自分を認めざ

るを得なくなった。彼に取っては新らしい発見であった。同時に自尊

心を根絶するほどの発見であった。 

 宜道が (竈:ﾍｯﾂｲ)の火を消して飯をむらしている間に、宗助は台所か

ら下りて庭の (井戸端:ｲﾄﾞﾊﾞﾀ)へ出て顔を洗った。鼻の先にはすぐ (雑

木山:ｿﾞｳｷﾔﾏ)が見えた。その (裾:ｽｿ)の少し (平:ﾀｲﾗ)な所を (拓:ﾋﾗ)いて、

菜園が (拵:ｺｼﾗ)えてあった。宗助は (濡:ﾇ)れた頭を冷たい空気に (曝:ｻ

ﾗ)して、わざと菜園まで下りて行った。そうして、そこに (崖:ｶﾞｹ)を横

に掘った大きな穴を見出した。宗助はしばらくその前に立って、暗い

奥の方を (眺:ﾅｶﾞ)めていた。やがて、茶の間へ帰ると、 (囲炉裏:ｲﾛﾘ)

には暖かい火が起って、 (鉄瓶:ﾃﾂﾋﾞﾝ)に湯の (沸:ﾀｷﾞ)る音が聞えた。 

「手がないものだから、つい遅くなりまして御気の毒です。すぐ (御膳:

ｺﾞｾﾞﾝ)に致しましょう。しかしこんな所だから上げるものがなくって困

ります。その代り (明日:ｱｼﾀ)あたりは (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)に (風呂:ﾌﾛ)でも

立てましょう」と宜道が云ってくれた。宗助はありがたく (囲炉裏:ｲﾛﾘ)

の (向:ﾑｺｳ)に坐った。 

 やがて食事を (了:ｵ)えて、わが (室:ﾍﾔ)へ帰った宗助は、また (父母

未生:ﾌﾎﾞﾐｼｮｳ) (以前:ｲｾﾞﾝ)と云う (稀有:ｹｳ)な問題を眼の前に (据:ｽ)え

て、じっと (眺:ﾅｶﾞ)めた。
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けれども、もともと筋の立たない、したがって発展のしようのない問

題だから、いくら考えてもどこからも手を出す事はできなかった。そ

うして、すぐ考えるのが (厭:ｲﾔ)になった。宗助はふと御米にここへ着

いた消息を書かなければならない事に気がついた。彼は俗用の生じた

のを喜こぶごとくに、すぐ (鞄:ｶﾊﾞﾝ)の中から巻紙と封じ袋を取り出し

て、御米にやる手紙を書き始めた。まずここの閑静な事、海に近いせ

いか、東京よりはよほど暖かい事、空気の清朗な事、紹介された坊さ

んの親切な事、食事の (不味:ﾏｽﾞ)い事、 (夜具蒲団:ﾔｸﾞﾌﾄﾝ)の (綺麗:ｷﾚ

ｲ)に行かない事、などを書き連ねているうちに、はや三尺余りの長さに

なったので、そこで筆を (擱:ｵ)いたが、公案に苦しめられている事や、

坐禅をして (膝:ﾋｻﾞ)の関節を痛くしている事や、考えるためにますます

神経衰弱が (劇:ﾊｹﾞ)しくなりそうな事は、 (噫:ｵｸﾋﾞ)にも出さなかった。

彼はこの手紙に切手を (貼:ﾊ)って、ポストに入れなければならない口実

を求めて、早速山を下った。そうして父母未生以前と、御米と、安井

に、 (脅:ｵﾋﾞﾔ)かされながら、村の中をうろついて帰った。 

  (午:ﾋﾙ)には、宜道から話のあった (居士:ｺｼﾞ)に会った。この居士は

茶碗を出して、宜道に飯を (盛:ﾖｿ)って (貰:ﾓﾗ)うとき、 (憚:ﾊﾊﾞ)かり様

とも何とも云わずに、ただ (合掌:ｶﾞｯｼｮｳ)して礼を述べたり、相図をし

たりした。このくらい静かに物事を (為:ｽ)るのが法だとか云った。口を 

(利:ｷ)かず、音を立てないのは、考えの邪魔になると云う精神からだそ

うであった。それほど真剣にやるべきものをと、宗助は昨夜からの自

分が、何となく恥ずかしく思われた。 

 食後三人は囲炉裏の (傍:ﾊﾀ)でしばらく話した。
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その時居士は、自分が坐禅をしながら、いつか気がつかずにうとうと

と眠ってしまっていて、はっと正気に帰る (間際:ﾏｷﾞﾜ)に、おや悟った

なと喜ぶことがあるが、さていよいよ眼を (開:ｱ)いて見ると、やっぱり

元の通の自分なので失望するばかりだと云って、宗助を笑わした。こ

う云う気楽な考で、参禅している人もあると思うと、宗助も多少は (寛:

ｸﾂ)ろいだ。けれども三人が分れ分れに自分の (室:ﾍﾔ)に入る時、宜道が、 

「今夜は御誘い申しますから、これから夕方までしっかり御坐りなさ

いまし」と (真面目:ﾏｼﾞﾒ)に (勧:ｽｽ)めたとき、宗助はまた一種の責任を

感じた。 (消化:ｺﾅ)れない堅い団子が胃に (滞:ﾄﾄﾞｺ)おっているような不

安な胸を (抱:ｲﾀﾞ)いて、わが室へ帰って来た。そうしてまた線香を (焚:

ﾀ)いて坐わり出した。その (癖:ｸｾ)夕方までは坐り続けられなかった。

どんな解答にしろ一つ (拵:ｺｼ)らえておかなければならないと思いなが

らも、しまいには根気が尽きて、早く宜道が (夕食:ﾕｳﾒｼ)の (報知:ｼﾗｾ)

に本堂を通り抜けて来てくれれば好いと、そればかり気にかかった。 

 日は (懊悩:ｵｳﾉｳ)と (困憊:ｺﾝﾊﾟｲ)の (裡:ｳﾁ)に傾むいた。 (障子:ｼｮｳｼﾞ)

に映る時の影がしだいに遠くへ立ち (退:ﾉ)くにつれて、寺の空気が (床:

ﾕｶ)の下から冷え出した。風は朝から枝を吹かなかった。 (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)

に出て、高い (庇:ﾋｻｼ)を仰ぐと、黒い (瓦:ｶﾜﾗ)の小口だけが (揃:ｿﾛ)っ

て、長く一列に見える外に、 (穏:ｵﾀﾞﾔ)かな空が、 (蒼:ｱｵ)い光をわが底

の方に沈めつつ、自分と薄くなって行くところであった。 

 

十九 

 

「 (危険:ｱﾌﾞﾉ)うございます」と云って (宜道:ｷﾞﾄﾞｳ)は一足先へ暗い石

段を下りた。 
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 (宗助:ｿｳｽｹ)はあとから続いた。町と違って夜になると足元が悪いので、

宜道は (提灯:ﾁｮｳﾁﾝ)を (点:ﾂ)けてわずか一丁ばかりの (路:ﾐﾁ)を照らし

た。石段を下り切ると、大きな樹の枝が左右から二人の頭に (蔽:ｵ)い 

(被:ｶﾌﾞ)さるように空を (遮:ｻｴｷﾞ)った。 (闇:ﾔﾐ)だけれども蒼い葉の色

が二人の着物の織目に染み込むほどに宗助を寒がらせた。提灯の (灯:ﾋ)

にもその色が多少映る感じがあった。その提灯は一方に大きな樹の幹

を想像するせいか、はなはだ小さく見えた。光の地面に届く尺数もわ

ずかであった。照らされた部分は明るい灰色の断片となって暗い中に

ほっかり落ちた。そうして二人の影が動くに (伴:ﾂ)れて動いた。 

  (蓮池:ﾚﾝﾁ)を行き過ぎて、左へ (上:ﾉﾎﾞ)る所は、夜はじめての宗助に

取って、少し足元が (滑:ﾅﾒﾗ)かに行かなかった。土の中に根を食ってい

る石に、一二度(下駄:ｹﾞﾀ)の台を引っ掛けた。蓮池の手前から横に切れ

る裏路もあるが、この方は (凸凹:ﾄﾂｵｳ)が多くて、 (慣:ﾅ)れない宗助に

は近くても不便だろうと云うので、宜道はわざわざ広い方を案内した

のである。 

 玄関を入ると、暗い土間に下駄がだいぶ並んでいた。宗助は (曲:ｺｺﾞ)

んで、人の (履物:ﾊｷﾓﾉ)を踏まないようにそっと上へのぼった。 (室:ﾍﾔ)

は八畳ほどの広さであった。その (壁際:ｶﾍﾞｷﾞﾜ)に列を作って、六七人

の男が (一側:ﾋﾄｶﾜ)に並んでいた。中に頭を光らして、黒い (法衣:ｺﾛﾓ)

を着た僧も交っていた。 (他:ﾎｶ)のものは大概(袴:ﾊｶﾏ)を (穿:ﾊ)いていた。

この六七人の男は (上:ｱｶﾞ)り (口:ｸﾞﾁ)と奥へ通ずる三尺の (廊下:ﾛｳｶ)

口を残して、行儀よく (鉤:ｶｷﾞ)の (手:ﾃ)に並んでいた。そうして、 (一

言:ﾋﾄｺﾄ)も口を (利:ｷ)かなかった。
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宗助はこれらの人の顔を一目見て、まずその (峻刻:ｼｭﾝｺｸ)なのに気を奪

われた。彼らは皆固く口を結んでいた。事ありげな (眉:ﾏﾕ)を強く寄せ

ていた。 (傍:ｿﾊﾞ)にどんな人がいるか見向きもしなかった。いかなるも

のが外から入って来ても、全く注意しなかった。彼らは活きた彫刻の

ように (己:ｵﾉ)れを持して、火の気のない (室:ﾍﾔ)に (粛然:ｼｭｸｾﾞﾝ)と坐

っていた。宗助の感覚には、山寺の寒さ以上に、一種(厳:ｵｺﾞｿ)かな気が

加わった。 

 やがて (寂寞:ｾｷﾊﾞｸ)の (中:ｳﾁ)に、人の足音が聞えた。初は (微:ｶｽ)

かに響いたが、しだいに強く (床:ﾕｶ)を踏んで、宗助の坐っている方へ

近づいて来た。しまいに一人の僧が廊下口からぬっと現れた。そうし

て宗助の (傍:ｿﾊﾞ)を通って、黙って外の暗がりへ抜けて行った。すると

遠くの奥の方で (鈴:ﾚｲ)を振る音がした。 

 この時宗助と並んで (厳粛:ｹﾞﾝｼｭｸ)に控えていた男のうちで、 (小倉:

ｺｸﾗ)の (袴:ﾊｶﾏ)を着けた一人が、やはり無言のまま立ち上がって、室の 

(隅:ｽﾐ)の廊下口の真正面へ来て着座した。そこには高さ二尺幅一尺ほど

の木の (枠:ﾜｸ)の中に、 (銅鑼:ﾄﾞﾗ)のような形をした、銅鑼よりも、ず

っと重くて厚そうなものがかかっていた。色は (蒼黒:ｱｵｸﾞﾛ)く貧しい 

(灯:ﾋ)に照らされていた。袴を着けた男は、台の上にある (撞木:ｼｭﾓｸ)

を取り上げて、銅鑼に似た鐘の真中を二つほど打ち鳴らした。そうし

て、ついと立って、廊下口を出て、奥の方へ進んで行った。今度は前

と反対に、足音がだんだん遠くの方へ去るに従って、 (微:ｶｽ)かになっ

た。そうして一番しまいにぴたりとどこかで留まった。宗助は (坐:ｲ)

ながら、はっとした。彼はこの袴を着けた男の身の上に、今何事が起

りつつあるだろうかを想像したのである。けれども奥はしんとして静

まり返っていた。
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宗助と並んでいるものも、一人として顔の筋肉を動かすものはなかっ

た。ただ宗助は心の中で、奥からの何物かを待ち受けた。すると (忽然:

ｺﾂｾﾞﾝ)として鈴を振る響が彼の耳に (応:ｺﾀ)えた。同時に長い廊下を踏

んで、こちらへ近づく足音がした。袴を着けた男はまた廊下口から現

われて、無言のまま玄関を下りて、 (霜:ｼﾓ)の (裡:ｳﾁ)に消え去った。入

れ代ってまた新らしい男が立って、最前の鐘を打った。そうして、ま

た廊下を踏み鳴らして奥の方へ行った。宗助は沈黙の間に行われるこ

の順序を見ながら、 (膝:ﾋｻﾞ)に手を (載:ﾉ)せて、自分の番の来るのを待

っていた。 

 自分より一人置いて前の男が立って行った時は、ややしばらくして

から、わっと云う大きな声が、奥の方で聞えた。その声は距離が遠い

ので、 (劇:ﾊｹﾞ)しく宗助の鼓膜を打つほど、強くは響かなかったけれど

も、たしかに (精一杯:ｾｲｲｯﾊﾟｲ)威を (振:ﾌﾙ)ったものであった。そうし

てただ (一人:ｲﾁﾆﾝ)の (咽喉:ﾉﾄﾞ)から出た個人の特色を帯びていた。自

分のすぐ前の人が立った時は、いよいよわが番が回って来たと云う意

識に制せられて、一層落ちつきを失った。 

 宗助はこの間の公案に対して、自分だけの解答は準備していた。け

れども、それははなはだ (覚束:ｵﾎﾞﾂｶ)ない (薄手:ｳｽﾃﾞ)のものに過ぎな

かった。 (室中:ｼﾂﾁｭｳ)に入る以上は、何か (見解:ｹﾝｹﾞ)を呈しない訳に

行かないので、やむを得ず納まらないところを、わざと納まったよう

に (取繕:ﾄﾘﾂｸﾛ)った、その場限りの (挨拶:ｱｲｻﾂ)であった。彼はこの心

細い解答で、 (僥倖:ｷﾞｮｳｺｳ)にも難関を通過して見たいなどとは、夢に

も思い設けなかった。老師をごまかす気は無論なかった。その時の宗

助はもう少し (真面目:ﾏｼﾞﾒ)であったのである。
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単に頭から割り出した、あたかも (画:ｴ)にかいた (餅:ﾓﾁ)のような (代

物:ｼﾛﾓﾉ)を持って、義理にも室中に入らなければならない自分の空虚な

事を恥じたのである。 

 宗助は人のするごとくに鐘を打った。しかも打ちながら、自分は人

並にこの鐘を撞木で (敲:ﾀﾀ)くべき (権能:ｹﾝﾉｳ)がないのを知っていた。

それを人並に鳴らして見る猿のごとき (己:ｵﾉ)れを深く (嫌忌:ｹﾝｷ)した。 

 彼は弱味のある自分に恐れを抱きつつ、入口を出て冷たい廊下へ足

を踏み出した。廊下は長く続いた。右側にある (室:ﾍﾔ)はことごとく暗

かった。角を二つ折れ曲ると、 (向:ﾑｺｳ)の (外:ﾊｽﾞ)れの障子に (灯影:ﾋ

ｶｹﾞ)が差した。宗助はその (敷居際:ｼｷｲｷﾞﾜ)へ来て留まった。 

 室中に入るものは老師に向って三拝するのが礼であった。拝しかた

は普通の (挨拶:ｱｲｻﾂ)のように頭を畳に近く下げると同時に、両手の 

(掌:ﾃﾉﾋﾗ)を (上向:ｳｴﾑｷ)に開いて、それを頭の左右に並べたまま、少し

物を (抱:ｶｶ)えた心持に耳の (辺:ｱﾀﾘ)まで上げるのである。宗助は敷居

際に (跪:ﾋｻﾞﾏ)ずいて (形:ｶﾀ)のごとく拝を行なった。すると座敷の中で、 

「 (一拝:ｲｯﾊﾟｲ)で (宜:ﾖﾛ)しい」と云う (会釈:ｴｼｬｸ)があった。宗助はあ

とを略して中へ入った。 

 室の中はただ薄暗い (灯:ﾋ)に照らされていた。その弱い光は、いかに 

(大字:ﾀﾞｲｼﾞ)な書物をも (披見:ﾋｹﾝ)せしめぬ程度のものであった。宗助

は (今日:ｺﾝﾆﾁ)までの経験に訴えて、これくらい (微:ｶｽ)かな (灯火:ﾄﾓｼ

ﾋﾞ)に、夜を営なむ人間を (憶:ｵﾓ)い起す事ができなかった。その光は無

論月よりも強かった。かつ月のごとく (蒼白:ｱｵｼﾞﾛ)い色ではなかった。

けれどももう少しで (朦朧:ﾓｳﾛｳ)の (境:ｻｶｲ)に沈むべき (性質:ﾀﾁ)のも

のであった。 
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 この静かな (判然:ﾊｯｷﾘ)しない灯火の力で、宗助は自分を去る四五尺

の正面に、宜道のいわゆる老師なるものを認めた。彼の顔は例によっ

て (鋳物:ｲﾓﾉ)のように動かなかった。色は (銅:ｱｶｶﾞﾈ)であった。彼は全

身に (渋:ｼﾌﾞ)に似た (柿:ｶｷ)に似た茶に似た色の (法衣:ｺﾛﾓ)を (纏:ﾏﾄ)

っていた。足も手も見えなかった。ただ (頸:ｸﾋﾞ)から上が見えた。その

頸から上が、 (厳粛:ｹﾞﾝｼｭｸ)と緊張の極度に安んじて、いつまで経って

も変る (恐:ｵｿﾚ)を有せざるごとくに人を (魅:ﾐ)した。そうして頭には一

本の毛もなかった。 

 この面前に気力なく (坐:ｽﾜ)った宗助の、口にした言葉はただ一句で

尽きた。 

「もっと、ぎろりとしたところを持って来なければ駄目だ」とたちま

ち云われた。「そのくらいな事は少し学問をしたものなら誰でも云え

る」 

 宗助は (喪家:ｿｳｶ)の犬のごとく室中を退いた。後に (鈴:ﾚｲ)を振る音

が (烈:ﾊｹﾞ)しく響いた。 

 

二十 

 

  (障子:ｼｮｳｼﾞ)の外で野中さん、野中さんと呼ぶ声が二度ほど聞えた。 

(宗助:ｿｳｽｹ)は (半睡:ﾊﾝｽｲ)の (裡:ｳﾁ)にはいと (応:ｺﾀ)えたつもりであっ

たが、返事を仕切らない先に、早く知覚を失って、また正体なく寝入

ってしまった。 

 二度目に眼が (覚:ｻ)めた時、彼は驚ろいて飛び起きた。 (縁側:ｴﾝｶﾞﾜ)

へ出ると、 (宜道:ｷﾞﾄﾞｳ)が (鼠木綿:ﾈｽﾞﾐﾓﾒﾝ)の着物に (襷:ﾀｽｷ)を掛けて、 

(甲斐甲斐:ｶｲｶﾞｲ)しくそこいらを拭いていた。赤く (凍:ｶｼﾞｶ)んだ手で、 

(濡雑巾:ﾇﾚｿﾞｳｷﾝ)を (絞:ｼﾎﾞ)りながら、例のごとく (柔和:ﾔｻ)しいにこや

かな顔をして、 

「御早う」と (挨拶:ｱｲｻﾂ)した。
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彼は今朝もまたとくに参禅を済ました (後:ﾉﾁ)、こうして庵に帰って働

いていたのである。宗助はわざわざ呼び起されても起き得なかった自

分の怠慢を (省:ｶｴﾘ)みて、全くきまりの悪い思をした。 

「今朝もつい寝忘れて失礼しました」 

 彼はこそこそ勝手口から (井戸端:ｲﾄﾞﾊﾞﾀ)の方へ出た。そうして冷た

い水を (汲:ｸ)んでできるだけ早く顔を洗った。延びかかった (髯:ﾋｹﾞ)

が、頬の (辺:ｱﾀﾘ)で手を刺すようにざらざらしたが、今の宗助にはそれ

を苦にするほどの余裕はなかった。彼はしきりに宜道と自分とを対照

して考えた。 

 紹介状を貰うときに東京で聞いたところによると、この宜道という

坊さんは、大変(性質:ﾀﾁ)のいい男で、今では修業もだいぶでき上がって

いると云う話だったが、会って見ると、まるで (一丁字:ｲｯﾃｲｼﾞ)もない 

(小廝:ｺﾓﾉ)のように (丁寧:ﾃｲﾈｲ)であった。こうして (襷掛:ﾀｽｷｶﾞｹ)で働

いているところを見ると、どうしても一個の独立した (庵:ｱﾝ)の主人ら

しくはなかった。 (納所:ﾅｯｼｮ)とも小坊主とも云えた。 

 この (矮小:ﾜｲｼｮｳ)な (若僧:ｼﾞｬｸｿｳ)は、まだ出家をしない前、ただの

俗人としてここへ修業に来た時、七日の間(結跏:ｹｯｶ)したぎり少しも動

かなかったのである。しまいには足が痛んで腰が立たなくなって、 (厠:

ｶﾜﾔ)へ (上:ﾉﾎﾞ)る折などは、やっとの事壁伝いに (身体:ｶﾗﾀﾞ)を運んだ

のである。その時分の彼は彫刻家であった。 (見性:ｹﾝｼｮｳ)した日に、 (嬉:

ｳﾚ)しさの余り、裏の山へ (馳:ｶ)け上って、 (草木国土:ｿｳﾓｸｺｸﾄﾞ) (悉皆

成仏:ｼｯｶｲｼﾞｮｳﾌﾞﾂ)と大きな声を出して叫んだ。そうしてついに頭を 

(剃:ｿ)ってしまった。 
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 この庵を預かるようになってから、もう二年になるが、まだ本式に

床を延べて、楽に足を延ばして寝た事はないと云った。冬でも着物の

まま壁に (倚:ﾓﾀ)れて (坐睡:ｻﾞｽｲ)するだけだと云った。 (侍者:ｼﾞｼｬ)を

していた頃などは、老師の (犢鼻褌:ﾌﾝﾄﾞｼ)まで洗わせられたと云った。

その上少しの暇を (偸:ﾇｽ)んで坐りでもすると、 (後:ｳｼﾛ)から来て意地

の悪い邪魔をされる、 (毒吐:ﾄﾞｸﾂﾞ)かれる、頭の剃り立てには何の (因

果:ｲﾝｶﾞ)で坊主になったかと悔む事が多かったと云った。 

「ようやくこの頃になって少し楽になりました。しかしまだ先がござ

います。修業は実際苦しいものです。そう容易にできるものなら、い

くら私共が馬鹿だって、こうして十年も二十年も苦しむ訳がございま

せん」 

 宗助はただ (惘然:ﾎﾞｳｾﾞﾝ)とした。自己の根気と精力の足らない事を

はがゆく思う上に、それほど歳月を掛けなければ (成就:ｼﾞｮｳｼﾞｭ)できな

いものなら、自分は何しにこの山の中までやって来たか、それからが

第一の矛盾であった。 

「けっして損になる (気遣:ｷﾂﾞｶｲ)はございません。 (十分:ｼﾞｯﾌﾟﾝ)坐れ

ば、十分の功があり、二十分坐れば二十分の徳があるのは無論です。

その上最初を一つ (奇麗:ｷﾚｲ)にぶち抜いておけば、あとはこう云う風に 

(始終:ｼｼﾞｭｳ)ここにおいでにならないでも済みますから」 

 宗助は義理にもまた自分の (室:ﾍﾔ)へ帰って坐らなければならなかっ

た。 

 こんな時に宜道が来て、 

「野中さん (提唱:ﾃｲｼｮｳ)です」と誘ってくれると、宗助は心から嬉しい

気がした。彼は (禿頭:ﾊｹﾞｱﾀﾏ)を (捕:ﾂﾗ)まえるような手の着けどころの

ない難題に悩まされて、 (坐:ｲ)ながらじっと (煩悶:ﾊﾝﾓﾝ)するのを、い

かにも切なく思った。
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どんなに精力を (消耗:ｼｮｳｺｳ)する仕事でもいいから、もう少し積極的に 

(身体:ｶﾗﾀﾞ)を働らかしたく思った。 

 提唱のある場所は、やはり一窓庵から一町も (隔:ﾍﾀﾞﾀ)っていた。 (蓮

池:ﾚﾝﾁ)の前を通り越して、それを左へ曲らずに (真直:ﾏｯｽｸﾞ)に突き当る

と、 (屋根瓦:ﾔﾈｶﾞﾜﾗ)を (厳:ｲｶ)めしく重ねた高い軒が、松の間に (仰:ｱ

ｵ)がれた。宜道は (懐:ﾌﾄｺﾛ)に黒い表紙の本を入れていた。宗助は無論

手ぶらであった。 (提唱:ﾃｲｼｮｳ)と云うのが、学校でいう講義の意味であ

る事さえ、ここへ来て始めて知った。 

  (室:ﾍﾔ)は高い (天井:ﾃﾝｼﾞｮｳ)に比例して広くかつ寒かった。色の変っ

た畳の色が古い柱と (映:ﾃ)り合って、昔を物語るように (寂:ｻ)び果てて

いた。そこに坐っている人々も皆地味に見えた。席次不同に思い思い

の座を占めてはいるが、 (高声:ｺｳｾｲ)に語るもの、笑うものは一人もな

かった。僧は皆(紺麻:ｺﾝｱｻ)の (法衣:ｺﾛﾓ)を着て、正面の (曲:ｷｮｸﾛｸ)の左

右に列を作って向い合せに並んだ。その曲は朱で塗ってあった。 

 やがて老師が現われた。畳を見つめていた宗助には、彼がどこを通

って、どこからここへ出たかさっぱり分らなかった。ただ彼の落ちつ

き払って曲に (倚:ﾖ)る重々しい姿を見た。一人の若い僧が立ちながら、 

(紫:ﾑﾗｻｷ)の (袱紗:ﾌｸｻ)を解いて、中から取り出した書物を、 (恭:ｳﾔｳﾔ)

しく卓上に置くところを見た。またその (礼拝:ﾗｲﾊｲ)して (退:ｼﾘ)ぞく 

(態:ｻﾏ)を見た。 

 この時堂上の僧は (一斉:ｲｯｾｲ)に (合掌:ｶﾞｯｼｮｳ)して、 (夢窓国師:ﾑｿｳ

ｺｸｼ)の (遺誡:ｲｶｲ)を (誦:ｼﾞｭ)し始めた。
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思い思いに席を取った宗助の前後にいる (居士:ｺｼﾞ)も皆(同音:ﾄﾞｳｵﾝ)に

調子を合せた。聞いていると、経文のような、普通の言葉のような、

一種の節を帯びた文字であった。 

「我に三等の弟子あり。いわゆる猛烈にして (諸縁:ｼｮｴﾝ)を (放下:ﾎｳｹﾞ)

し、専一に (己事:ｺｼﾞ)を究明するこれを上等と名づく。修業純ならず 

(駁雑:ﾊｸｻﾞﾂ)学を好む、これを中等と云う」と云々という、余り長くは

ないものであった。宗助は始め (夢窓国師:ﾑｿｳｺｸｼ)の (何人:ﾅﾝﾋﾞﾄ)なる

かを知らなかった。宜道からこの夢窓国師と (大燈国師:ﾀﾞｲﾄｳｺｸｼ)とは、

禅門中興の祖であると云う事を教わったのである。平生(跛:ﾁﾝﾊﾞ)で充分

に足を組む事ができないのを (憤:ｲｷﾄﾞｵ)って、死ぬ (間際:ﾏｷﾞﾜ)に、 (今

日:ｷｮｳ)こそおれの意のごとくにして見せると云いながら、悪い方の足

を無理に折っぺしょって、 (結跏:ｹｯｶ)したため、血が流れて (法衣:ｺﾛﾓ)

を (煮染:ﾆｼﾞ)ましたという大燈国師の話もその (折:ｵﾘ)宜道から聞いた。 

 やがて提唱が始まった。宜道は (懐:ﾌﾄｺﾛ)から例の書物を出して、 (頁:

ﾍﾟｰｼﾞ)を (半:ﾅｶ)ば (擦:ｽﾞ)らして宗助の前へ置いた。それは (宗門無尽

燈論:ｼｭｳﾓﾝﾑｼﾞﾝﾄｳﾛﾝ)と云う書物であった。始めて聞きに出た時、宜道

は、 

「ありがたい結構な本です」と宗助に教えてくれた。 (白隠和尚:ﾊｸｲﾝｵ

ｼｮｳ)の弟子の (東嶺:ﾄｳﾚｲ)和尚とかいう人の (編輯:ﾍﾝｼｭｳ)したもので、

重に禅を修行するものが、浅い所から深い所へ進んで行く径路やら、

それに伴なう心境の変化やらを秩序立てて書いたものらしかった。 
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 中途から顔を出した宗助には、よくも (解:ｹﾞ)せなかったけれども、 

(講者:ｺｳｼﾞｬ)は能弁の方で、黙って聞いているうちに、大変面白いとこ

ろがあった。その上参禅の士を (鼓舞:ｺﾌﾞ)するためか、古来からこの道

に苦しんだ人の (閲歴譚:ｴﾂﾚｷﾀﾞﾝ)などを (取:ﾄ)り (交:ﾏ)ぜて、一段の精

彩を着けるのが例であった。この日もその通りであったが、或所へ来

ると、突然語調を改めて、 

「この頃室中に来って、どうも (妄想:ﾓｳｿﾞｳ)が起っていけないなどと訴

えるものがあるが」と急に入室者の不熱心を戒しめ出したので、宗助

は覚えずぎくりとした。室中に入って、その (訴:ｳｯﾀｴ)をなしたものは

実に彼自身であった。 

 一時間の後宜道と宗助は (袖:ｿﾃﾞ)をつらねてまた一窓庵に帰った。そ

の帰り路に宜道は、 

「ああして提唱のある時に、よく参禅者の不心得を (諷:ﾌｳ)せられます」

と云った。宗助は何も答えなかった。 

 

二十一 

 

 そのうち、山の中の日は、一日一日と (経:ﾀ)った。 (御米:ｵﾖﾈ)からは

かなり長い手紙がもう二本来た。もっとも二本とも新たに (宗助:ｿｳｽｹ)

の心を乱すような心配事は書いてなかった。宗助は常の細君思いに似

ずついに返事を出すのを怠った。彼は山を出る前に、何とかこの間の

問題に片をつけなければ、せっかく来た (甲斐:ｶｲ)がないような、また 

(宜道:ｷﾞﾄﾞｳ)に対してすまないような気がしていた。眼が (覚:ｻ)めてい

る時は、これがために名状しがたい一種の圧迫を受けつづけに受けた。

したがって日が暮れて夜が明けて、寺で見る太陽の数が重なるにつけ

て、あたかも後から追いかけられでもするごとく気を (焦:ｲﾗ)った。け

れども彼は最初の解決よりほかに、一歩もこの問題にちかづく (術:ｽﾍﾞ)

を知らなかった。
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彼はまたいくら考えてもこの最初の解決は確なものであると信じてい

た。ただ (理窟:ﾘｸﾂ)から割り出したのだから、腹の (足:ﾀｼ)にはいっこ

うならなかった。彼はこの確なものを放り出して、さらにまた確なも

のを求めようとした。けれどもそんなものは少しも出て来なかった。 

 彼は自分の (室:ﾍﾔ)で (独:ﾋﾄ)り考えた。疲れると、台所から下りて、

裏の菜園へ出た。そうして (崖:ｶﾞｹ)の下に掘った横穴の中へ (這入:ﾊｲ)

って、じっと動かずにいた。宜道は気が散るようでは駄目だと云った。

だんだん集注して (凝:ｺ)り固まって、しまいに鉄の棒のようにならなく

ては駄目だと云った。そう云う事を聞けば聞くほど、実際にそうなる

のが、困難になった。 

「すでに頭の中に、そうしようと云う下心があるからいけないのです」

と宜道がまた云って聞かした。宗助はいよいよ窮した。 (忽然:ｺﾂｾﾞﾝ)

安井の事を考え出した。安井がもし坂井の家へ (頻繁:ﾋﾝﾊﾟﾝ)に (出入:ﾃﾞ

ｲﾘ)でもするようになって、当分満洲へ帰らないとすれば、今のうちあ

の (借家:ｼｬｸﾔ)を引き上げて、どこかへ転宅するのが (上分別:ｼﾞｮｳﾌﾝﾍﾞ

ﾂ)だろう。こんな所にぐずぐずしているより、早く東京へ帰ってその方

の所置をつけた方がまだ実際的かも知れない。 (緩:ﾕｯ)くり構えて、御

米にでも知れるとまた心配が (殖:ﾌ)えるだけだと思った。 

「私のようなものにはとうてい (悟:ｻﾄﾘ)は開かれそうに有りません」と

思いつめたように宜道を (捕:ﾂﾗ)まえて云った。それは帰る (二三日:ﾆｻ

ﾝﾁ)前の事であった。 

「いえ信念さえあれば誰でも悟れます」と宜道は (躊躇:ﾁｭｳﾁｮ)もなく答

えた。「 (法華:ﾎｯｹ)の (凝:ｺ)り固まりが夢中に太鼓を (叩:ﾀﾀ)くようにや

って御覧なさい。
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頭の (巓辺:ﾃｯﾍﾟﾝ)から足の爪先までがことごとく公案で充実したとき、 

(俄然:ｶﾞｾﾞﾝ)として新天地が現前するのでございます」 

 宗助は自分の境遇やら性質が、それほど盲目的に猛烈な (働:ﾊﾀﾗｷ)を

あえてするに適しない事を深く悲しんだ。いわんや自分のこの山で暮

らすべき日はすでに限られていた。彼は (直截:ﾁｮｸｾﾂ)に生活の (葛藤:ｶ

ｯﾄｳ)を切り払うつもりで、かえって (迂濶:ｳｶﾂ)に山の中へ迷い込んだ 

(愚物:ｸﾞﾌﾞﾂ)であった。 

 彼は腹の中でこう考えながら、宜道の面前で、それだけの事を言い

切る力がなかった。彼は心からこの若い禅僧の勇気と熱心と (真面目:ﾏ

ｼﾞﾒ)と親切とに敬意を表していたのである。 

「道は近きにあり、かえってこれを遠きに求むという言葉があるが実

際です。つい鼻の先にあるのですけれども、どうしても気がつきませ

ん」と宜道はさも残念そうであった。宗助はまた自分の (室:ﾍﾔ)に (退:

ｼﾘｿﾞ)いて線香を立てた。 

 こう云う状態は、不幸にして宗助の山を去らなければならない日ま

で、目に立つほどの新生面を開く機会なく続いた。いよいよ出立の朝

になって宗助は (潔:ｲｻｷﾞ)よく未練を (抛:ﾅ)げ (棄:ｽ)てた。 

「永々御世話になりました。残念ですが、どうも仕方がありません。

もう当分御眼にかかる折もございますまいから、随分(御機嫌:ｺﾞｷｹﾞﾝ)

よう」と宜道に (挨拶:ｱｲｻﾂ)をした。宜道は気の毒そうであった。 

「御世話どころか、万事不行届でさぞ御窮屈でございましたろう。し

かしこれほど御坐りになってもだいぶ違います。わざわざおいでにな

っただけの事は充分ございます」と云った。しかし宗助にはまるで時

間を (潰:ﾂﾌﾞ)しに来たような自覚が明らかにあった。
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それをこう取り (繕:ﾂｸ)ろって云って (貰:ﾓﾗ)うのも、自分の (腑甲斐:ﾌ

ｶﾞｲ)なさからであると、 (独:ﾋﾄ)り恥じ入った。 

「悟の遅速は全く人の (性質:ﾀﾁ)で、それだけでは優劣にはなりません。

入りやすくても (後:ｱﾄ)で (塞:ﾂｶ)えて動かない人もありますし、また初

め長く掛かっても、いよいよと云う場合に非常に痛快にできるのもあ

ります。けっして失望なさる事はございません。ただ熱心が大切です。 

(亡:ﾅ)くなられた (洪川和尚:ｺｳｾﾝｵｼｮｳ)などは、もと儒教をやられて、中

年からの修業でございましたが、僧になってから三年の間と云うもの

まるで (一則:ｲｯｿｸ)も通らなかったです。それで (私:ﾜｼ)は (業:ｺﾞｳ)が深

くて悟れないのだと云って、毎朝(厠:ｶﾜﾔ)に向って (礼拝:ﾗｲﾊｲ)されたく

らいでありましたが、後にはあのような知識になられました。これな

どはもっとも好い例です」 

 宜道はこんな話をして、 (暗:ｱﾝ)に宗助が東京へ帰ってからも、全く

この方を断念しないようにあらかじめ間接の注意を与えるように見え

た。宗助は (謹:ﾂﾂｼ)んで、宜道のいう事に耳を借した。けれども腹の中

では大事がもうすでに半分去ったごとくに感じた。自分は門を (開:ｱ)

けて貰いに来た。けれども門番は扉の (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)にいて、 (敲:ﾀﾀ)

いてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ、 

「敲いても駄目だ。 (独:ﾋﾄ)りで開けて入れ」と云う声が聞えただけで

あった。彼はどうしたらこの門の (閂:ｶﾝﾉｷ)を開ける事ができるかを考

えた。そうしてその手段と方法を明らかに頭の中で (拵:ｺｼﾗ)えた。けれ

どもそれを実地に開ける力は、少しも養成する事ができなかった。し

たがって自分の立っている場所は、この問題を考えない昔と (毫:ｺﾞｳ)

も異なるところがなかった。
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彼は依然として無能無力に鎖ざされた扉の前に取り残された。彼は平

生自分の分別を (便:ﾀﾖﾘ)に生きて来た。その分別が今は彼に (祟:ﾀﾀ)っ

たのを (口惜:ｸﾁｵｼ)く思った。そうして始から取捨も商量も (容:ｲ)れな

い愚なものの一徹一図を (羨:ｳﾗﾔ)んだ。もしくは信念に (篤:ｱﾂ)い善男

善女の、知慧も忘れ思議も浮ばぬ (精進:ｼｮｳｼﾞﾝ)の程度を崇高と仰いだ。

彼自身は長く門外に (佇立:ﾀﾀｽﾞ)むべき運命をもって生れて来たものら

しかった。それは是非もなかった。けれども、どうせ通れない門なら、

わざわざそこまで (辿:ﾀﾄﾞ)りつくのが矛盾であった。彼は (後:ｳｼﾛ)を 

(顧:ｶｴﾘ)みた。そうしてとうていまた元の路へ引き返す勇気を (有:ﾓ)た

なかった。彼は前を (眺:ﾅｶﾞ)めた。前には堅固な扉がいつまでも展望を 

(遮:ｻｴ)ぎっていた。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで

済む人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ち (竦:ｽｸ)んで、日の

暮れるのを待つべき不幸な人であった。 

 宗助は立つ前に、宜道と連れだって、老師の (許:ﾓﾄ)へちょっと (暇

乞:ｲﾄﾏｺﾞｲ)に行った。老師は二人を (蓮池:ﾚﾝﾁ)の上の、縁に (勾欄:ｺｳﾗﾝ)

の着いた座敷に通した。宜道は (自:ﾐｽﾞｶ)ら次の間に立って、茶を入れ

て出た。 

「東京はまだ寒いでしょう」と老師が云った。「少しでも手がかりがで

きてからだと、帰ったあとも楽だけれども。惜しい事で」 

 宗助は老師のこの (挨拶:ｱｲｻﾂ)に対して、 (丁寧:ﾃｲﾈｲ)に礼を述べて、

また十日前に (潜:ｸｸﾞ)った山門を出た。 (甍:ｲﾗｶ)を圧する杉の色が、冬

を封じて黒く彼の (後:ｳｼﾛ)に (聳:ｿﾋﾞ)えた。 

 

二十二 
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 家の敷居を (跨:ﾏﾀ)いだ (宗助:ｿｳｽｹ)は、 (己:ｵﾉ)れにさえ (憫然:ﾋﾞﾝｾﾞ

ﾝ)な姿を (描:ｴｶﾞ)いた。彼は過去十日間毎朝頭を (冷水:ﾚｲｽｲ)で (濡:ﾇ)

らしたなり、いまだかつて (櫛:ｸｼ)の歯を通した事がなかった。 (髭:ﾋｹﾞ)

は (固:ﾓﾄ)より (剃:ｿ)る (暇:ｲﾄﾏ)を (有:ﾓ)たなかった。三度とも (宜道:

ｷﾞﾄﾞｳ)の好意で白米の (炊:ｶｼ)いだのを食べたには食べたが、副食物と

云っては、菜の煮たのか、大根の煮たのぐらいなものであった。彼の

顔は (自:ｵﾉｽﾞ)から (蒼:ｱｵ)かった。出る前よりも多少(面窶:ｵﾓﾔﾂ)れてい

た。その上彼は一窓庵で考えつづけに考えた習慣がまだ全く抜け切ら

なかった。どこかに卵を (抱:ｲﾀﾞ)く (牝鶏:ﾒﾝﾄﾞﾘ)のような心持が残って、

頭が平生の通り自由に働らかなかった。その (癖:ｸｾ)一方では坂井の事

が気にかかった。坂井と云うよりも、坂井のいわゆる (冒険者:ｱﾄﾞｳﾞｪﾝ

ﾁｭｱﾗｰ)として宗助の耳に響いたその (弟:ｵﾄﾄ)と、その弟の友達として彼

の胸を騒がした安井の消息が気にかかった。けれども彼は自身に家主

の宅へ出向いて、それを聞き (糺:ﾀﾀﾞ)す勇気を有たなかった。間接にそ

れを (御米:ｵﾖﾈ)に問うことはなおできなかった。彼は山にいる間さえ、

御米がこの事件について何事も耳にしてくれなければいいがと (気遣:

ｷﾂﾞｶ)わない日はなかったくらいである。宗助は年来住み慣れた家の座

敷に坐って、 

「汽車に乗ると短かい道中でも気のせいか疲れるね。留守中に別段変

った事はなかったかい」と聞いた。実際彼は短かい汽車旅行にさえ (堪:

ﾀ)えかねる顔つきをしていた。 

 御米はいかな場合にも夫の前に忘れなかった笑顔さえ作り得なかっ

た。
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と云って、せっかく保養に行った転地先から今帰って来たばかりの夫

に、行かない前よりかえって健康が悪くなったらしいとは、気の毒で

露骨に話し (悪:ﾆｸ)かった。わざと (活溌:ｶｯﾊﾟﾂ)に、 

「いくら保養でも、 (家:ｳﾁ)へ帰ると、少しは (気疲:ｷﾂﾞｶﾚ)が出るもの

よ。けれどもあなたは (余:ｱﾝ)まり 爺々(汚:ｼﾞｼﾞﾑｻ)いわ。 (後生:ｺﾞｼｮｳ)

だから (一休:ﾋﾄﾔｽﾐ)したら御湯に行って頭を刈って (髭:ﾋｹﾞ)を (剃:ｽ)

って来てちょうだい」と云いながら、わざわざ机の引出から小さな鏡

を出して見せた。 

 宗助は御米の言葉を聞いて、始めて一窓庵の空気を風で払ったよう

な心持がした。一たび山を出て家へ帰ればやはり元の宗助であった。 

「坂井さんからはその後何とも云って来ないかい」 

「いいえ何とも」 

「 (小六:ｺﾛｸ)の事も」 

「いいえ」 

 その小六は図書館へ行って留守だった。宗助は (手拭:ﾃﾇｸﾞｲ)と (石鹸:

ｼｬﾎﾞﾝ)を持って外へ出た。 

 明る日役所へ出ると、みんなから病気はどうだと聞かれた。中には

少し (瘠:ﾔ)せたようですねと云うものもあった。宗助にはそれが無意識

の冷評の意味に聞えた。 (菜根譚:ｻｲｺﾝﾀﾝ)を読む男はただどうです (旨:

ｳﾏ)く行きましたかと尋ねた。宗助はこの問にもだいぶ痛い思をした。 

 その晩はまた御米と小六から代る代る鎌倉の事を根掘り葉掘り問わ

れた。 

「気楽でしょうね。 (留守居:ﾙｽｲ)も何もおかないで出られたら」と御米

が云った。 

「それで (一日:ｲﾁﾝﾁ)いくら出すと置いてくれるんです」と小六が聞い

た。「鉄砲でも (担:ｶﾂ)いで行って、 (猟:ﾘｮｳ)でもしたら面白かろう」と

も云った。 

「しかし退屈ね。そんなに (淋:ｻﾑ)しくっちゃ。朝から晩まで寝ていら

っしゃる訳にも行かないでしょう」と御米がまた云った。 
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「もう少し滋養物が食える所でなくっちゃあ、やっぱり (身体:ｶﾗﾀﾞ)に

よくないでしょう」と小六がまた云った。 

 宗助はその夜床の中へ入って、 (明日:ｱｼﾀ)こそ思い切って、坂井へ行

って安井の消息をそれとなく聞き (糺:ﾀﾀﾞ)して、もし彼がまだ東京にい

て、なおしばしば坂井と往復があるようなら、遠くの方へ引越してし

まおうと考えた。 

 次の日は平凡に宗助の頭を照らして、事なき光を西に落した。 (夜:ﾖ)

に (入:ｲ)って彼は、 

「ちょっと坂井さんまで行って来る」と云い捨てて門を出た。月のな

い坂を上って、 (瓦斯灯:ｶﾞｽﾄｳ)に照らされた砂利を鳴らしながら (潜戸:

ｸｸﾞﾘﾄﾞ)を開けた時、彼は今夜ここで安井に落ち合うような万一はまず

起らないだろうと度胸を (据:ｽ)えた。それでもわざと勝手口へ回って、

御客来ですかと聞くことは忘れなかった。 

「よくおいでです。どうも相変らず寒いじゃありませんか」と云う常

の通り元気の好い主人を見ると、子供を大勢自分の前へ並べて、その 

(中:ｳﾁ)の一人と掛声をかけながら、じゃん (拳:ｹﾝ)をやっていた。相手

の女の子の年は、六つばかりに見えた。赤い幅のあるリボンを (蝶々:ﾁ

ｮｳﾁｮｳ)のように頭の上にくっつけて、主人に負けないほどの勢で、小さ

な手を握り固めてさっと前へ出した。その断然たる様子と、その (握:ﾆ

ｷﾞ)り (拳:ｺﾌﾞｼ)の小ささと、これに反して主人の (仰山:ｷﾞｮｳｻﾝ)らしく

大きな (拳骨:ｹﾞﾝｺﾂ)が、対照になって (皆:ﾐﾝﾅ)の笑を (惹:ﾋ)いた。 (火

鉢:ﾋﾊﾞﾁ)の (傍:ﾊﾀ)に見ていた細君は、 

「そら (今度:ｺﾝﾀﾞ)こそ雪子の勝だ」と云って愉快そうに (綺麗:ｷﾚｲ)な

歯を (露:ｱﾗ)わした。
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子供の (膝:ﾋｻﾞ)の (傍:ｿﾊﾞ)には白だの赤だの (藍:ｱｲ)だのの (硝子玉:ｶﾞ

ﾗｽﾀﾞﾏ)がたくさんあった。主人は、 

「とうとう雪子に負けた」と席を (外:ﾊｽﾞ)して、宗助の方を向いたが、

「どうですまた (洞窟:ﾄｳｸﾂ)へでも引き込みますかな」と云って立ち上

がった。 

 書斎の柱には、例のごとく錦の袋に入れた (蒙古刀:ﾓｳｺﾄｳ)が (振:ﾌﾞ)

ら (下:ｻ)がっていた。 (花活:ﾊﾅｲｹ)にはどこで咲いたか、もう黄色い菜

の花が (挿:ｻ)してあった。宗助は床柱の中途を (華:ﾊﾅ)やかに (彩:ｲﾛ)

どる袋に眼を着けて、 

「相変らず掛かっておりますな」と云った。そうして主人の (気色:ｹｼｷ)

を頭の奥から (窺:ｳｶｶﾞ)った。主人は、 

「ええちと (物数奇:ﾓﾉｽﾞｷ)過ぎますね、蒙古刀は」と答えた。「ところ

が (弟:ｵﾄﾄ)の野郎そんな (玩具:ｵﾓﾁｬ)を持って来ては、兄貴を (籠絡:ﾛｳ

ﾗｸ)するつもりだから困りものじゃありませんか」 

「 (御舎弟:ｺﾞｼｬﾃｲ)はその後どうなさいました」と宗助は何気ない風を

示した。 

「ええようやく四五日前帰りました。ありゃ全く蒙古向ですね。御前

のような (夷狄:ｲﾃｷ)は東京にゃ調和しないから早く帰れったら、 (私:ﾜ

ﾀｼ)もそう思うって帰って行きました。どうしても、ありゃ万里の長城

の (向側:ﾑｺｳｶﾞﾜ)にいるべき人物ですよ。そうしてゴビの (沙漠:ｻﾊﾞｸ)

の中で (金剛石:ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ)でも捜していればいいんです」 

「もう一人の (御伴侶:ｵﾂﾚ)は」 

「安井ですか、あれも無論いっしょです。ああなると落ちついちゃい

られないと見えますね。何でも元は京都大学にいたこともあるんだと

か云う話ですが。どうして、ああ変化したものですかね」 

 宗助は (腋:ﾜｷ)の下から汗が出た。安井がどう変って、どう落ちつか

ないのか、全く聞く気にはならなかった。
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ただ自分が主人に安井と同じ大学にいた事を、まだ (洩:ﾓ)らさなかった

のを (天祐:ﾃﾝﾕｳ)のようにありがたく思った。けれども主人はその弟と

安井とを (晩餐:ﾊﾞﾝｻﾝ)に呼ぶとき、自分をこの二人に紹介しようと申し

出た男である。辞退をしてその席へ顔を出す不面目だけはやっと (免:ﾏ

ﾇ)かれたようなものの、その晩主人が何かの (機会:ﾊｽﾞﾐ)につい自分の

名を二人に (洩:ﾓ)らさないとは限らなかった。宗助は (後暗:ｳｼﾛｸﾞﾗ)い

人の、 (変名:ﾍﾝﾐｮｳ)を用いて世を渡る便利を切に感じた。彼は主人に向

って、「あなたはもしや私の名を安井の前で口にしやしませんか」と聞

いて見たくて (堪:ﾀﾏ)らなかった。けれども、それだけはどうしても聞

けなかった。 

 下女が平たい大きな菓子皿に妙な菓子を盛って出た。一丁の豆腐ぐ

らいな大きさの (金玉糖:ｷﾝｷﾞｮｸﾄｳ)の中に、金魚が二疋(透:ｽ)いて見える

のを、そのまま (庖丁:ﾎｳﾁｮｳ)の刃を入れて、元の形を (崩:ｸｽﾞ)さずに、

皿に移したものであった。宗助は一目見て、ただ珍らしいと感じた。

けれども彼の頭はむしろ他の方面に気を奪われていた。すると主人が、 

「どうです一つ」と (例:ｲﾂﾓ)の通りまず自分から手を出した。 

「これはね、 (昨日:ｷﾉｳ)ある人の銀婚式に呼ばれて、 (貰:ﾓﾗ)って来た

のだから、すこぶるおめでたいのです。あなたも一切ぐらい (肖:ｱﾔｶ)

ってもいいでしょう」 

 主人は肖りたい名の (下:ﾓﾄ)に、 (甘垂:ｱﾏﾀ)るい (金玉糖:ｷﾝｷﾞｮｸﾄｳ)

を幾切か (頬張:ﾎｵﾊﾞ)った。これは酒も呑み、茶も呑み、飯も菓子も食

えるようにできた、重宝で健康な男であった。 

「何実を云うと、二十年も三十年も夫婦が (皺:ｼﾜ)だらけになって生き

ていたって、別におめでたくもありませんが、そこが物は比較的なと

ころでね。
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私はいつか清水谷の公園の前を通って驚ろいた事がある」と変な方面

へ話を持って行った。こういう風に、それからそれへと客を (飽:ｱ)かせ

ないように引張って行くのが、社交になれた主人の平生の調子であっ

た。 

 彼の云うところによると、清水谷から弁慶橋へ通じる (泥溝:ﾄﾞﾌﾞ)の

ような細い流の中に、春先になると無数の (蛙:ｶｴﾙ)が生れるのだそうで

ある。その蛙が押し合い鳴き合って生長するうちに、幾百組か幾千組

の恋が (泥渠:ﾄﾞﾌﾞ)の中で成立する。そうしてそれらの愛に生きるもの

が重ならないばかりに (隙間:ｽｷﾏ)なく清水谷から弁慶橋へ続いて、互に 

(睦:ﾑﾂ)まじく浮いていると、通り掛りの小僧だの (閑人:ﾋﾏｼﾞﾝ)が、石を

打ちつけて、無残にも蛙の夫婦を殺して行くものだから、その数がほ

とんど (勘定:ｶﾝｼﾞｮｳ)し切れないほど多くなるのだそうである。 

「 (死屍累々ｼｼﾙｲﾙｲ)とはあの事ですね。それが (皆:ﾐﾝﾅ)夫婦なんだか

ら実際気の毒ですよ。つまりあすこを二三丁通るうちに、我々は悲劇

にいくつ出逢うか分らないんです。それを考えると御互は実に幸福で

さあ。夫婦になってるのが (悪:ﾆｸ)らしいって、石で頭を (破:ﾜ)られる

恐れは、まあ無いですからね。しかも双方ともに二十年も三十年も安

全なら、全くおめでたいに違ありませんよ。だから一切ぐらい肖って

おく必要もあるでしょう」と云って、主人はわざと (箸:ﾊｼ)で金玉糖を 

(挟:ﾊｻ)んで、宗助の前に出した。宗助は苦笑しながら、それを受けた。 

 こんな (冗談交:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝﾏｼﾞ)りの話を、主人はいくらでも続けるので、

宗助はやむを得ず或る辺までは釣られて行った。けれども腹の中はけ

っして主人のように (太平楽:ﾀｲﾍｲﾗｸ)には行かなかった。
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辞して表へ出て、また月のない空を (眺:ﾅｶﾞ)めた時は、その深く黒い色

の下に、何とも知れない一種の悲哀と (物凄:ﾓﾉｽｺﾞ)さを感じた。 

 彼は坂井の家に、ただいやしくも (免:ﾏﾇ)かれんとする (料簡:ﾘｮｳｹﾝ)

で行った。そうして、その目的を達するために、恥と不愉快を忍んで、

好意と (真率:ｼﾝｿﾂ)の気に (充:ﾐ)ちた主人に対して、政略的に談話を 

(駆:ｶ)った。しかも知ろうと思う事はことごとく知る事ができなかった。 

(己:ｵﾉ)れの弱点に付いては、 (一言:ﾋﾄｺﾄ)も彼の前に自白するの勇気も

必要も認めなかった。 

 彼の頭を (掠:ｶｽ)めんとした (雨雲:ｱﾏｸﾞﾓ)は、 (辛:ｶﾛ)うじて、頭に触

れずに過ぎたらしかった。けれども、これに似た不安はこれから先何

度でも、いろいろな程度において、繰り返さなければすまないような

虫の知らせがどこかにあった。それを繰り返させるのは天の事であっ

た。それを逃げて回るのは宗助の事であった。 

 

二十三 

 

 月が変ってから寒さがだいぶ (緩:ﾕﾙ)んだ。官吏の増俸問題につれて

必然起るべく、多数の (噂:ｳﾜｻ)に上った局員課員の (淘汰:ﾄｳﾀ)も、月末

までにほぼ片づいた。その間ぽつりぽつりと首を (斬:ｷ)られる知人や未

知人の名前を絶えず耳にした (宗助:ｿｳｽｹ)は、時々家へ帰って (御米:ｵﾖ

ﾈ)に、 

「 (今度:ｺﾝﾀﾞ)はおれの番かも知れない」と云う事があった。御米はそ

れを (冗談:ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ)とも聞き、また本気とも聞いた。まれには隠れた未

来を故意に呼び出す不吉な言葉とも解釈した。それを口にする宗助の

胸の中にも、御米と同じような雲が去来した。 
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 月が改って、役所の動揺もこれで一段落だと (沙汰:ｻﾀ)せられた時、

宗助は生き残った自分の運命を (顧:ｶｴ)りみて、当然のようにも思った。

また偶然のようにも思った。立ちながら、御米を見下して、 

「まあ助かった」とむずかし (気:ｹﾞ)に云った。その (嬉:ｳﾚ)しくも悲し

くもない様子が、御米には天から落ちた (滑稽:ｺｯｹｲ)に見えた。 

 また二三日して宗助の月給が五円昇った。 

「原則通り二割五分増さないでも仕方があるまい。 (休:ﾔ)められた人も、

元給のままでいる人もたくさんあるんだから」と云った宗助は、この

五円に自己以上の価値をもたらし帰ったごとく満足の色を見せた。御

米は無論の事心のうちに不足を訴えるべき余地を見出さなかった。 

  (翌日:ｱｸﾙﾋ)の晩宗助はわが (膳:ｾﾞﾝ)の上に (頭:ｶｼﾗ)つきの (魚:ｳｵ)

の、尾を皿の外に (躍:ｵﾄﾞ)らす (態:ｻﾏ)を眺めた。 (小豆:ｱｽﾞｷ)の色に染

まった飯の (香:ｶｵﾘ)を (嗅:ｶ)いだ。御米はわざわざ清をやって、坂井の

家に引き移った (小六:ｺﾛｸ)を招いた。小六は、 

「やあ (御馳走:ｺﾞﾁｿｳ)だなあ」と云って勝手から入って来た。 

 梅がちらほらと眼に (入:ｲ)るようになった。早いのはすでに色を失な

って散りかけた。雨は煙るように降り始めた。それが (霽:ﾊ)れて、日に 

(蒸:ﾑ)されるとき、地面からも、屋根からも、春の記憶を新にすべき湿

気がむらむらと立ち (上:ﾉﾎﾞ)った。 (背戸:ｾﾄﾞ)に干した (雨傘:ｱﾏｶﾞｻ)

に、小犬がじゃれかかって、 (蛇:ｼﾞｬ)の目の色がきらきらする所に (陽

炎:ｶｹﾞﾛｳ)が燃えるごとく (長閑:ﾉﾄﾞｶ)に思われる日もあった。 

「ようやく冬が過ぎたようね。



門《スピーチオ文庫》  228/229 

あなた (今度:ｺﾝﾀﾞ)の土曜に (佐伯:ｻｴｷ)の叔母さんのところへ回って、

小六さんの事をきめていらっしゃいよ。あんまりいつまでも放ってお

くと、また (安:ﾔｽ)さんが忘れてしまうから」と御米が催促した。宗助

は、 

「うん、思い切って行って (来:ｷ)よう」と答えた。小六は坂井の好意で、

そこの書生に住み込んだ。その上に宗助と安之助が、不足のところを

分担する事ができたらと小六に云って聞かしたのは、宗助自身であっ

た。小六は兄の運動を待たずに、すぐ安之助に (直談判:ｼﾞｷﾀﾞﾝﾊﾟﾝ)をし

た。そうして、形式的に宗助の方から依頼すればすぐ安之助が引き受

けるまでに自分で (埒:ﾗﾁ)を明けたのである。 

 小康はかくして事を好まない夫婦の上に落ちた。ある日曜の (午:ﾋﾙ)

宗助は久しぶりに、四日目の (垢:ｱｶ)を流すため横町の洗場に行ったら、

五十ばかりの頭を (剃:ｿ)った男と、三十代の (商人:ｱｷﾝﾄﾞ)らしい男が、

ようやく春らしくなったと云って、時候の (挨拶:ｱｲｻﾂ)を取り換わして

いた。若い方が、今朝始めて (鶯:ｳｸﾞｲｽ)の鳴声を聞いたと話すと、坊さ

んの方が、 (私:ﾜﾀｼ)は二三日前にも一度聞いた事があると答えていた。 

「まだ鳴きはじめだから下手だね」 

「ええ、まだ充分に (舌:ｼﾀ)が回りません」 

 宗助は (家:ｳﾁ)へ帰って御米にこの鶯の問答を繰り返して聞かせた。

御米は (障子:ｼｮｳｼﾞ)の (硝子:ｶﾞﾗｽ)に映る (麗:ｳﾗﾗ)かな日影をすかして

見て、 

「本当にありがたいわね。ようやくの事春になって」と云って、晴れ

晴れしい (眉:ﾏﾕ)を張った。宗助は縁に出て長く延びた爪を (剪:ｷ)りな

がら、 

「うん、しかしまたじき冬になるよ」と答えて、下を向いたまま (鋏:ﾊ

ｻﾐ)を動かしていた。 
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