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芥川龍之介

●●●●冒頭部分
禅知内供 のののの鼻鼻鼻鼻と いえば、、、、池池池池 のののの尾尾尾尾 でででで知知知知らな い者者者者 はな い。。。。長長長長さ は五六寸
あ って上唇 のののの上上上上 から顋顋顋顋 のののの下下下下ま で下下下下 っている。。。。形形形形 はははは元元元元もももも先先先先もももも同同同同じよう に
太太太太 いいいい。。。。いわば細長 いいいい腸詰 め のような物物物物がががが、、、、ぶらりと顔顔顔顔 のまん中中中中 からぶ
らららら下下下下 っている のであ る。。。。
五十歳をををを越越越越えた内供 はははは、、、、沙弥 のののの昔昔昔昔 から、、、、内道場供奉 のののの職職職職 にににに陞陞陞陞 った今今今今
日日日日ま で、、、、内心 では始終 この鼻鼻鼻鼻 をををを苦苦苦苦 にににに病病病病 んで来来来来たたたた。。。。 もち ろん表面 では、、、、
今今今今 でもさ ほど気気気気 にならな いような顔顔顔顔を してすましている。。。。これは専念
にににに当来 のののの浄土をををを渇仰す べき僧侶 のののの身身身身 でででで、、、、鼻鼻鼻鼻 のののの心配をす る のが悪悪悪悪 いと思思思思
ったからば かりではな い。。。。それよりむしろ、、、、自分 でででで鼻鼻鼻鼻をををを気気気気 にして いる
と いう事事事事をををを、、、、人人人人にににに知知知知られる のが嫌嫌嫌嫌だ ったから であ る。。。。内供 はははは日常 のののの談談談談
話話話話 のののの中中中中 にににに、、、、鼻鼻鼻鼻と いう語語語語がががが出出出出 てててて来来来来 る のを何何何何 よりも惧惧惧惧れ ていた。。。。
内供がががが鼻鼻鼻鼻 をををを持持持持 てあました理由 はははは二二二二 つあ る。。。。―― 一一一一つは実際的 にににに、、、、鼻鼻鼻鼻
のののの長長長長 いのが不便だ ったから であ る。。。。第 一飯をををを食食食食うううう時時時時 にも独独独独り では食食食食ええええ
な い。。。。独独独独りで食食食食えば、、、、鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先がががが鋺鋺鋺鋺 のののの中中中中 のののの飯飯飯飯 へとど いてしまう。。。。そ こでででで
内供 はははは弟 子 のののの 一人をををを膳膳膳膳 のののの向向向向う へ座座座座ら せて、、、、飯飯飯飯をををを食食食食うううう間中、、、、広広広広さち ょ っ
とととと長長長長ささささ 二尺ば かり の板板板板 でででで、、、、鼻鼻鼻鼻 をををを持上げ ていて貰貰貰貰うううう事事事事 にした。。。。しかしこ
う して飯飯飯飯をををを食食食食うと いう事事事事 はははは、、、、持上げ ている弟 子にと っても、、、、持上げら

れ ている内供 にと っても、、、、決決決決 して容易なななな事事事事 ではな い。。。。 一度 この弟 子 のののの
代代代代 りを した中童 子がががが、、、、嚏嚏嚏嚏を した拍 子にににに手手手手がふるえ て、、、、鼻鼻鼻鼻をををを粥粥粥粥 のののの中中中中 へへへへ落落落落
した話話話話 はははは、、、、当時京都ま で喧伝された。。。。―― けれども これは内供 にと っ
てててて、、、、決決決決 して鼻鼻鼻鼻 をををを苦苦苦苦 にににに病病病病 んだ重重重重なななな理由 ではな い。。。。内供 はははは実実実実 にこの鼻鼻鼻鼻 によ
って傷傷傷傷 つけられる自尊 心 のために苦苦苦苦 しんだ のであ る。。。。
池池池池 のののの尾尾尾尾 のののの町町町町 のののの者者者者 はははは、、、、こう いうううう鼻鼻鼻鼻 を している禅知内供 のために、、、、内供
のののの俗俗俗俗 でな い事事事事をををを仕合 せだと い った。。。。あ の鼻鼻鼻鼻 では誰誰誰誰もももも妻妻妻妻 にな る女女女女があ る
ま いと思思思思 ったから であ る。。。。中中中中 にはまた、、、、あ の鼻鼻鼻鼻だ から出家 した のだろ
うと批評す る者者者者さえあ った。。。。 しかし内供 はははは、、、、自分がががが僧僧僧僧 であ るために、、、、
幾分 でも この鼻鼻鼻鼻 にににに煩煩煩煩される事事事事がががが少少少少くな ったと思思思思 っていな い。。。。内供 のののの自自自自
尊 心はははは、、、、妻帯と いうような結果的なななな事実 にににに左右されるためには、、、、余余余余 りりりり
にデ リケイトにでき ていた のであ る。。。。そ こで内供 はははは、、、、積極的 にも消極
的的的的 にも、、、、 この自尊 心 のののの棄損をををを回復 しようと試試試試 みた。。。。
第 一にににに内供 のののの考考考考えた のは、、、、この長長長長 いいいい鼻鼻鼻鼻をををを実際 以上 にににに短短短短くくくく見見見見せる方法
であ る。。。。これは人人人人 のいな い時時時時 にににに、、、、鏡鏡鏡鏡 へへへへ向向向向 って、、、、いろ いろな角度 から顔顔顔顔
をををを映映映映 しながら、、、、熱心にににに工夫をををを凝凝凝凝ら して見見見見たたたた。。。。どう かす ると、、、、顔顔顔顔 のののの位置
をををを換換換換え るだけ では、、、、安心が できなくな って、、、、頬杖を ついたり頤頤頤頤 のののの先先先先 へへへへ
指指指指をあ てが ったりして、、、、根気 よく鏡鏡鏡鏡 をををを覗覗覗覗 いて見見見見るるるる事事事事もあ った。。。。しかし
自分 でも満 足す るほど、、、、鼻鼻鼻鼻がががが短短短短くくくく見見見見えた事事事事 はははは、、、、これま でにただ の 一度
もな い。。。。時時時時 によると、、、、苦心すればす るほど、、、、かえ って長長長長くくくく見見見見え るよう

なななな気気気気さえ した。。。。内供 はははは、、、、こう いう時時時時 には、、、、鏡鏡鏡鏡 をををを箱箱箱箱 へしま いながら、、、、今今今今
更更更更 のよう にため息息息息を ついて、、、、不承不承にまた元元元元 のののの経机 へへへへ、、、、観音経をよ
みに帰帰帰帰 る のであ る。。。。
それからまた内供 はははは、、、、絶絶絶絶えず 人人人人 のののの鼻鼻鼻鼻をををを気気気気 にしていた。。。。池池池池 のののの尾尾尾尾 のののの寺寺寺寺 はははは、、、、
僧供講説など のしば しば行行行行われる寺寺寺寺 であ る。。。。寺寺寺寺 のののの内内内内 には、、、、僧坊がががが隙隙隙隙なななな
くくくく建建建建 てててて続続続続 いて、、、、湯屋 では寺寺寺寺 のののの僧僧僧僧がががが 日毎 にににに湯湯湯湯をををを沸沸沸沸 かしている。。。。従従従従 ってこ
こ へ出入す る僧俗 のののの類類類類もはな はだ多多多多 いいいい。。。。内供 はこう いう人人人人 々々々々のののの顔顔顔顔をををを根根根根
気気気気 よく物色 した。。。。 一人でも自分 のような鼻鼻鼻鼻 のあ る人間をををを見見見見 つけ て、、、、安安安安
心心心心が したか ったから であ る。。。。だ から内供 のののの眼眼眼眼 には、、、、紺紺紺紺 のののの水干もももも白白白白 のののの帷帷帷帷
子子子子もは いらな い。。。。まして柑 子色 のののの帽子やややや、、、、椎鈍 のののの法衣なぞ は、、、、見慣れれれれ
て いるだけ にににに、、、、有有有有 れどもなきがご とく であ る。。。。内供 はははは人人人人をををを見見見見ず に、、、、たたたた
だだだだ、、、、鼻鼻鼻鼻 をををを見見見見たたたた。。。。―― しかし鍵鼻 はあ っても、、、、内供 のような鼻鼻鼻鼻 はははは 一一一一つも
見当らな い。。。。そ の見当らな い事事事事がががが度重な るに従従従従 って、、、、内供 のののの心心心心はははは次第
にまた不快 にな った。。。。内供がががが人人人人とととと話話話話 しながら、、、、思思思思わずぶら りと下下下下 って
いる鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先を つまんで見見見見 てててて、、、、年甲斐もなく顔顔顔顔をををを赤赤赤赤らめた のは、、、、全全全全 く こ
のののの不快 にににに動動動動 かされ て の所為 であ る。。。。
最後 にににに、、、、内供 はははは、、、、内典外典 のののの中中中中 にににに、、、、自分とととと同同同同じような鼻鼻鼻鼻 のあ る人物
をををを見出 して、、、、 せめ ても幾分 のののの心心心心や りにしようとさえ思思思思 った事事事事があ る。。。。
けれども、、、、目連やややや、、、、舎利弗 のののの鼻鼻鼻鼻がががが長長長長 か ったとは、、、、ど の経文ににににもももも書書書書 いて
な い。。。。もちろん竜樹やややや 馬鳴 もももも、、、、人並 のののの鼻鼻鼻鼻をををを備備備備えた菩薩 であ る。。。。内供 はははは、、、、

震 旦 のののの話話話話 の ついでに蜀漢 のののの劉玄徳 のののの耳耳耳耳がががが長長長長 か ったと いう事事事事 をををを聞聞聞聞 いた
時時時時 にににに、、、、それが鼻鼻鼻鼻だ ったら、、、、ど のくら い自分 はははは心細 くなくな るだろうと
思思思思 った。。。。
内供が こう いう消極的なななな苦心を しながらも、、、、 一方 ではまた、、、、積極的
にににに鼻鼻鼻鼻 のののの短短短短くな る方法をををを試試試試 みた事事事事 はははは、、、、わざ わざ ここに いうま でもな い。。。。
内供 はこの方 面 でも ほとんど でき るだけ の事事事事を した。。。。烏 瓜をををを煎煎煎煎 じて飲飲飲飲
ん で見見見見たたたた事事事事 もあ る。。。。鼠鼠鼠鼠 のののの尿尿尿尿をををを鼻鼻鼻鼻 へなす って見見見見たたたた事事事事 もあ る。。。。しかし何何何何をををを
どう しても、、、、鼻鼻鼻鼻 はははは依然と して、、、、五六寸 のののの長長長長さをぶらりと唇唇唇唇 のののの上上上上 にぶらららら
下下下下げ ているではな いか。。。。

