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元慶 のののの末末末末 かかかか、、、、仁和 のののの始始始始 にあ った話話話話 であろう。。。。どちら にしても時代 はさ して、、、、
この話話話話 にににに大事なななな役役役役をををを、、、、勤勤勤勤めていな い。。。。読者 はただ、、、、平安朝と いう、、、、遠遠遠遠 いいいい昔昔昔昔がががが背背背背
景景景景 にな っていると いう事事事事をををを、、、、知知知知 ってさえ いてくれれば、、、、よ いのである。。。。―― そそそそ
のののの頃頃頃頃、、、、摂政藤原 ｜｜｜｜基経 にににに仕仕仕仕え ている侍侍侍侍 のののの中中中中 にににに、、、、某某某某と いう五位があ った。。。。
これも、、、、某某某某とととと書書書書 かず に、、、、何何何何 のののの誰誰誰誰とととと、、、、ち ゃんと姓名をををを明明明明 にした いのであ るが、、、、
生憎 旧記には、、、、それが伝伝伝伝わ っていな い。。。。恐恐恐恐らくは、、、、実際、、、、伝伝伝伝わ る資格がな い程程程程、、、、
平凡なななな男男男男だ った のであろう。。。。 一体 旧記 のののの著者などと いう者者者者 はははは、、、、平凡なななな人間やややや話話話話
にににに、、、、余余余余 りりりり興味をををを持持持持たな か ったら し い。。。。 この点点点点 でででで、、、、彼等とととと、、、、 日本 のののの自然派 のののの作家
と は、、、、大分ちがう。。。。 王朝時代 のののの小説家 はははは、、、、存外、、、、閑人 でな い。。。。―― と にかく、、、、
摂政藤原基経 にににに仕仕仕仕え ている侍侍侍侍 のののの中中中中 にににに、、、、某某某某と いう五位があ った。。。。 これが、、、、 この話話話話
のののの主人公である。。。。
五位 はははは、、、、風采 のののの甚揚らな い男男男男 であ った。。。。第 一背がががが低低低低 いいいい。。。。 それから赤鼻 でででで、、、、眼眼眼眼
尻尻尻尻がががが下下下下 っている。。。。 口髭 はもちろん薄薄薄薄 いいいい。。。。頬頬頬頬がががが、、、、 こけ ているから、、、、頤頤頤頤がががが、、、、人並 はははは
ずれ て、、、、細細細細くくくく見見見見え る。。。。唇唇唇唇 はははは―― 一一一一々、数数数数 へへへへ立立立立 てていれば、、、、際限はな い。。。。我五位
のののの外貌 はそれ程程程程、、、、非凡にににに、、、、だら しなく、、、、 でき上上上上 っていた のである。。。。
この男男男男がががが、、、、何時、、、、どう して、、、、基経 にににに仕仕仕仕え るよう にな った のか、、、、それは誰誰誰誰もももも知知知知
っていな い。。。。がががが、、、、よほど以前 から、、、、同同同同じような色色色色 のののの退退退退めた水干にににに、、、、同同同同じような

萎萎萎萎 々々々々した烏帽子をかけ て、、、、同同同同じような役目をををを、、、、飽飽飽飽きず に、、、、毎 日、、、、繰 返している
事事事事だけは、、、、確確確確 である。。。。 そ の結果 であろう、、、、今今今今 では、、、、誰誰誰誰がががが見見見見 ても、、、、 この男男男男 にににに若若若若 いいいい
時時時時があ ったとは思思思思われな い。 （
五位 はははは四十をををを越越越越 していた。
）そ の代代代代 りりりり、、、、生生生生れた時時時時
から、、、、あ の通通通通りりりり寒寒寒寒 むそうな赤鼻 とととと、、、、形形形形ば かり の口髭とを、、、、朱雀大路 のののの衢風 にににに、、、、
吹吹吹吹 かせていたと いう気気気気がす る。。。。上上上上 はははは主人 のののの基経 から、、、、下下下下はははは牛飼 のののの童児ま で、、、、無無無無
意識ながら、、、、悉悉悉悉そう信信信信 じて疑疑疑疑うううう者者者者がな い。。。。
こう いう風采をををを具具具具えた男男男男がががが、、、、周囲から受受受受ける待遇はははは、、、、恐恐恐恐らく書書書書くま でもな い
こと であろう。。。。侍所に いる連中 はははは、、、、五位 にににに対対対対して、、、、 ほとんど蠅程 のののの注意もももも払払払払わわわわ
な い。。。。有位無位、、、、併併併併 せて二十人にににに近近近近 いいいい下役さ へ、、、、彼彼彼彼 のののの出入りには、、、、不思議なななな位位位位、、、、
冷淡をををを極極極極 めている。。。。 五位がががが何何何何 か いい つけ ても、、、、決決決決 して彼等同志 のののの雑談をや めた
事事事事 はな い。。。。彼等 にと っては、、、、空気 のののの存在がががが見見見見えな いよう に、、、、五位 のののの存在 もももも、、、、眼眼眼眼
をををを遮遮遮遮らな いのであろう。。。。下役 でさえそうだとすれば、、、、別当とか、、、、侍所 のののの司司司司とか
いう上役たちが頭頭頭頭から彼彼彼彼をををを相手にしな いのは、、、、むしろ自然 のののの数数数数 である。。。。彼等 はははは、、、、
五位 にににに対対対対す ると、、、、 ほとんど、、、、子供ら し い無意味なななな悪意をををを、、、、冷然とした表情 のののの後後後後
にににに隠隠隠隠 して、、、、何何何何を いう のでも、、、、手真似だけ で用用用用をををを足足足足した。。。。 人間にににに、、、、言語がある の
はははは、、、、偶然 ではな い。。。。従従従従 って、、、、彼等 もももも手真似 では用用用用をををを弁弁弁弁 じな い事事事事がががが、、、、時時時時 々々々々あ る。。。。
がががが、、、、彼等 はははは、、、、それを全然 五位 のののの悟性にににに、、、、欠陥があるからだと、、、、思思思思 っているら し
いいいい。。。。 そ こで彼等 はははは用用用用がががが足足足足りな いと、、、、 この男男男男 のののの歪歪歪歪んだ揉烏帽子 のののの先先先先 から、、、、切切切切れか
か った藁草履 のののの尻尻尻尻ま で、、、、 万遍なく見上げ たり、、、、見下したりして、、、、それから、、、、鼻鼻鼻鼻
でででで哂哂哂哂 ひながら、、、、急急急急 にににに後後後後をををを向向向向 いてしまう。。。。 それ でも、、、、五位 はははは、、、、腹腹腹腹をををを立立立立 てた事事事事がな

いいいい。。。。彼彼彼彼 はははは 一切 のののの不正をををを、、、、不正と して感感感感 じな い程程程程、、、、意気地 のな い、、、、憶病なななな人間だ った のである。。。。

所所所所がががが、、、、同僚 のののの侍侍侍侍たち にな ると、、、、進進進進 んで、、、、彼彼彼彼をををを翻弄しようとした。。。。年年年年 かさ の同同同同
僚僚僚僚がががが、、、、彼彼彼彼れ の振振振振わな い風来をををを材料 にして、、、、古古古古 いしゃれを聞聞聞聞 かせようとす るごと
くくくく、、、、年下 のののの同僚もももも、、、、またそれを機会 にして、、、、 いわゆる興言利 口のののの練習をしよう
としたから である。。。。彼等 はははは、、、、 ここここのののの五位 のののの面前 でででで、、、、そ の鼻鼻鼻鼻とととと 口髭とととと、、、、烏帽子とととと水水水水
干干干干とを、、、、品隲 して飽飽飽飽きる事事事事をををを知知知知らなか った。。。。 それば かりではな い。。。。彼彼彼彼がががが五六年
前前前前 にににに別別別別れたうけ唇唇唇唇 のののの女房とととと、、、、そ の女房とととと関係があ ったと いう酒酒酒酒 のみ の法師とも、、、、
しば しば彼等 のののの話題 にな った。。。。
そ の上上上上、、、、どう かす ると、、、、彼等 はははは甚甚甚甚、、、、性質 のののの悪悪悪悪 いいいい悪戯さえす る。。。。それを今 一々、
列記す る事事事事 はできな い。。。。がががが、、、、彼彼彼彼 のののの篠枝 のののの酒酒酒酒をををを飲飲飲飲 んで、、、、後後後後 へへへへ尿尿尿尿をををを入入入入れ て置置置置 いたと
いう事事事事をををを書書書書けば、、、、そ の外外外外 はははは凡凡凡凡、、、、想像される事事事事だろうと思思思思うううう。。。。
しかし、、、、五位 はこれら の揶揄 にににに対対対対して、、、、全然無感覚 であ った。。。。少少少少くもわき眼眼眼眼
には、、、、無感覚 であるら しく思思思思われたたたた。。。。彼彼彼彼 はははは何何何何を いわれても、、、、顔顔顔顔 のののの色色色色さえ変変変変えた
事事事事がな い。。。。黙黙黙黙 って例例例例 のののの薄薄薄薄 いいいい口髭をををを撫撫撫撫 でながら、、、、す るだけ の事事事事を してすましてい
るるるる。。。。ただ、、、、同僚 のののの悪戯がががが、、、、高高高高 じすぎ て、、、、髷髷髷髷 にににに紙切れを つけたり、、、、太 刀 のののの鞘鞘鞘鞘 にににに草草草草
履履履履をををを結結結結び つけたりす ると、、、、彼彼彼彼 はははは笑笑笑笑う のか、、、、泣泣泣泣く のか、、、、わからな いような笑顔をををを
して、、、、 「「「「 いけぬ のう、、、、おおおお身身身身 たち は。」と いう。。。。 そ の顔顔顔顔をををを見見見見、、、、そ の声声声声をををを聞聞聞聞 いた者者者者
はははは、、、、誰誰誰誰 でも 一時ある いぢら しさ に打打打打たれ てしまう。（
彼等 に いじめられる のは、、、、
一人、、、、この赤鼻 のののの五位だけ ではな い、、、、彼等 のののの知知知知らな い誰誰誰誰 かが――多数 のののの誰誰誰誰 かが、、、、
彼彼彼彼 のののの顔顔顔顔とととと声声声声とを借借借借 り て、、、、彼等 のののの無情をををを責責責責 め て いる。。。。））））―― そう いう気気気気がががが、、、、朧朧朧朧げげげげ

ながら、、、、彼等 のののの心心心心にににに、、、、 一瞬 のののの間間間間、、、、 しみこんで来来来来 るから である。。。。ただそ の時時時時 のののの心心心心
もちを、、、、何時ま でも持続ける者者者者 はははは甚少 いいいい。。。。 そ の少少少少 いいいい中中中中 のののの 一人にににに、、、、ある無位 のののの侍侍侍侍
があ った。。。。これは丹波 のののの国国国国から来来来来たたたた男男男男 でででで、、、、まだ柔柔柔柔か い口髭がががが、、、、や っと鼻鼻鼻鼻 のののの下下下下にににに、、、、
生生生生え かか った位位位位 のののの青年 である。。。。もちろん、、、、 この男男男男もももも始始始始めは皆皆皆皆と い っしょに、、、、何何何何
のののの理由もなく、、、、赤鼻 のののの五位をををを軽蔑 した。。。。所所所所がががが、、、、あ る日何 か の折折折折 にににに、、、、 「「「「 いけぬ
のう、、、、おおおお身身身身 たち は」」」」と いう声声声声をををを聞聞聞聞 いてから は、、、、どう しても、、、、それが頭頭頭頭をををを離離離離れな
いいいい。。。。 それ以来、、、、 この男男男男 のののの眼眼眼眼 にだけは、、、、五位がががが全全全全くくくく別人として、、、、映映映映るよう にな っ
たたたた。。。。栄養 のののの不足した、、、、血色 のののの悪悪悪悪 いいいい、、、、間間間間 のぬけた五位 のののの顔顔顔顔 にも、、、、世間 のののの迫害 にべ
そを掻掻掻掻 いた、、、、 「「「「 人間」」」」がががが覗覗覗覗 いて いるから であ る。。。。 こ の無位 のののの侍侍侍侍 には、、、、 五位 のののの
事事事事 をををを考考考考え る度度度度 にににに、、、、世世世世 のののの中中中中 のす べてが急急急急 にににに本来 のののの下等さを露露露露す よう に思思思思われた。。。。
そう してそれと同時 にににに霜霜霜霜げ た赤鼻 とととと数数数数え る程程程程 のののの口髭 とが何何何何 とな く 一味 のののの慰安
をををを自分 のののの心心心心にににに伝伝伝伝え てくれるよう に思思思思われた。。。。 ……
しかし、、、、それは、、、、ただ この男 一人にににに、、、、限限限限 った事事事事 である。。。。 こう いう例外をををを除除除除けけけけ
ばばばば、、、、五位 はははは、、、、依然として周囲 のののの軽蔑 のののの中中中中 にににに、、、、犬犬犬犬 のような生活をををを続続続続け て行行行行 かなけ
ればならな か った。。。。第 一彼 には着物ら し い着物がががが 一一一一つもな い。。。。青鈍 のののの水干とととと、、、、
同同同同じじじじ色色色色 のののの指 貫とが 一一一一つず つあ る のが、、、、今今今今 ではそれが上白 んで、、、、藍藍藍藍 とも紺紺紺紺とも、、、、
つかな いような色色色色 にににに、、、、な っている。。。。水干はそれ でも、、、、肩肩肩肩がががが少少少少しししし落落落落ち て、、、、丸組 のののの
緒緒緒緒やややや菊綴 のののの色色色色がががが怪怪怪怪 しくな っているだけだが、、、、指貫にな ると、、、、裾裾裾裾 のあたり のいた
みみみみ方方方方がががが 一通りでな い。。。。 そ の指貫 のののの中中中中から、、、、下下下下 のののの袴袴袴袴もはかな い、、、、細細細細 いいいい足足足足がががが出出出出 てい
る のを見見見見ると、、、、 口口口口のののの悪悪悪悪 いいいい同僚 でなくとも、、、、痩 公卿 のののの車車車車をををを牽牽牽牽 いている、、、、痩痩痩痩牛牛牛牛 のののの歩歩歩歩

みを見見見見るような、、、、 みすぼら し い心心心心もちがす る。。。。 それに佩佩佩佩 いている太 刀もももも、、、、す こ
ぶ る覚束な い物物物物 でででで、、、、柄柄柄柄 のののの金具もももも如何 はしければ、、、、黒鞘 のののの塗塗塗塗もももも剥剥剥剥げ かか っている。。。。
これが例例例例 のののの赤鼻 でででで、、、、だら しなく草履を ひきず りながら、、、、ただ でさえ猫背な のを、、、、
一層寒空 のののの下下下下にににに背背背背ぐくま って、、、、も の欲欲欲欲 しそう に、、、、左右をををを眺眺眺眺めめめめ眺眺眺眺めめめめ、、、、きざ み足足足足にににに
歩歩歩歩 く のだ から、、、、通通通通りが かり の物売 りま で莫迦 にす る のも、、、、無 理はな い。。。。現現現現 にににに、、、、
こう いう事事事事さえあ った。。。。 ……
ある日日日日、、、、五位がががが三条坊門をををを神泉苑 のののの方方方方 へへへへ行行行行くくくく所所所所 でででで、、、、子供がががが六七人、、、、路路路路ばたに
集集集集 って、、、、何何何何 かして いる のを見見見見たたたた事事事事があ る。。。。 「「「「 こま つぶり」」」」 でも、、、、 回回回回して いる
のかと思思思思 って、、、、後後後後ろから覗覗覗覗 いて見見見見ると、、、、何処かから迷迷迷迷 って来来来来たたたた、、、、尨犬 のののの首首首首 へへへへ縄縄縄縄
を つけ て、、、、打打打打 ったり殴殴殴殴 いたりしている のであ った。。。。憶病なななな五位 はははは、、、、 これま で何何何何
かに同情をををを寄寄寄寄 せる事事事事があ っても、、、、あたり へ気気気気をををを兼兼兼兼ね て、、、、まだ 一度もそれを行為
にににに現現現現わ した ことがな い。。。。がががが、、、、 この時時時時だけは相手がががが子供だと いう ので、、、、幾分 かかかか勇勇勇勇
気気気気がががが出出出出たたたた。。。。 そ こでできるだけ、、、、笑顔を つくりながら、、、、年年年年 かさら し い子供 のののの肩肩肩肩をををを
叩叩叩叩 いて、、、、 「「「「 もう、、、、堪忍 してや りなされ。。。。犬犬犬犬 もももも打打打打 たれれば、、、、痛痛痛痛 いで のう」」」」とととと声声声声
をかけた。。。。す ると、、、、そ の子供 ほうりかえ りながら、、、、上眼をををを使使使使 って、、、、蔑蔑蔑蔑すむよう
にににに、、、、ぢぢぢぢろぢろ五位 のののの姿姿姿姿をををを見見見見たたたた。。。。 いわば侍所 のののの別当がががが用用用用 のののの通通通通じな い時時時時 にににに、、、、 この男男男男
をををを見見見見るような顔顔顔顔をして、、、、見見見見た のである。。。。 「「「「 いらぬ世話はや かれたうもな い。」
そ の子供 はははは 一足下りながら、、、、高慢なななな唇唇唇唇をををを反反反反ら せ て、、、、 こう い った。。。。 「「「「 何何何何 じゃ、、、、
こ の鼻赤 めが。」 五位 はこ の語語語語がががが自分 のののの顔顔顔顔をををを打打打打 ったよう に感感感感 じた。。。。 がががが、、、、 それは
悪態を つかれ て、、、、腹腹腹腹がががが立立立立 ったから では毛頭な い。。。。いわなくとも いい事事事事を い って、、、、

恥恥恥恥をか いた自分がががが、、、、情情情情なくな ったから である。。。。彼彼彼彼 はははは、、、、きまりが悪悪悪悪 いのを苦苦苦苦 し い
笑顔 にににに隠隠隠隠 しながら、、、、黙黙黙黙 って、、、、また、、、、神泉苑 のののの方方方方 へへへへ歩歩歩歩きききき出出出出した。。。。後後後後 では、、、、子供がががが、、、、
六七人、、、、肩肩肩肩をををを寄寄寄寄 せて、、、、 「「「「 べ つか つかう」」」」を したり、、、、舌舌舌舌をををを出出出出 したりして いる。。。。
もちろん彼彼彼彼 はそんな事事事事をををを知知知知らな い。。。。知知知知 っていたにしても、、、、それが、、、、 この意気地
のな い五位 にと って、、、、何何何何 であろう。。。。 ……
では、、、、 この話話話話 のののの主人公はははは、、、、ただ、、、、軽蔑される為為為為 に のみ生生生生れ て来来来来たたたた人間 でででで、、、、別別別別
にににに何何何何 のののの希望もももも持持持持 っていな いかと いうと、、、、そう でもな い。。。。 五位 はははは五六年前 から芋芋芋芋
粥粥粥粥と いう物物物物 にににに、、、、異常なななな執着をををを持持持持 っている。。。。芋粥とは山山山山 のののの芋芋芋芋をををを中中中中 にににに切込んで、、、、そそそそ
れを甘葛 のののの汁汁汁汁 でででで煮煮煮煮たたたた、、、、粥粥粥粥 のののの事事事事を いう のである。。。。当時 はこれが、、、、無上 のののの佳味とし
てててて、、、、上上上上 はははは万乗 のののの君君君君 のののの食膳 にさ へ、、、、上上上上せられた。。。。従従従従 って、、、、我五位 のごとき人間 のののの
口口口口 へは、、、、年年年年 にににに 一度、、、、臨時 のののの客客客客 のののの折折折折 にしか、、、、 は いらな い。。。。 そ の時時時時 でさ へ、、、、飲飲飲飲 める
のは僅僅僅僅 にににに喉喉喉喉をををを沾沾沾沾す に足足足足るるるる程程程程 のののの少量 である。。。。そ こで芋粥をををを飽飽飽飽きる程飲 んで見見見見た い
と いう事事事事がががが、、、、久久久久 し い前前前前 から、、、、彼彼彼彼 のののの唯 一のののの欲望 にな って いた。。。。 もち ろん、、、、彼彼彼彼 はははは、、、、
それを誰誰誰誰 にも話話話話 した事事事事がな い。。。。 いや彼自身さえそれが、、、、彼彼彼彼 のののの 一生をををを貫貫貫貫 いている
欲望だとは、、、、明白 にににに意識 しな か った事事事事 であろう。。。。がががが事実 はははは彼彼彼彼がそ の為為為為 にににに、、、、生生生生きききき
ていると い っても、、、、差支な い程程程程 であ った。。。。―― 人間はははは、、、、時時時時として、、、、充充充充されるか
充充充充されな いか、、、、わからな い欲望 のののの為為為為 にににに、、、、 一生をををを捧捧捧捧げ てしまう。。。。 そ の愚愚愚愚をををを哂哂哂哂ふふふふ者者者者
はははは、、、、畢竟、、、、人生 にににに対対対対す る路傍 のののの人人人人にににに過過過過ぎな い。。。。
しかし、、、、 五位がががが夢想 して いた、、、、 「「「「 芋粥 にににに飽飽飽飽 かむ」」」」事事事事 はははは、、、、存 外容易 にににに事実とととと
な って現現現現れた。。。。 そ の始終をををを書書書書 こうと いう のが、、、、芋粥 のののの話話話話 のののの目的な のである。。。。

