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最後 のののの 一句
●●●●冒頭部分

森鷗外

元文三年十 一月 二十三日 のののの事事事事 であ る。。。。大阪 でででで、、、、船乗りりりり業桂屋太郎兵
衛衛衛衛と いうも のを、、、、木津 川 口でででで三日間さら した上上上上、、、、斬罪 にににに処処処処す ると、、、、高高高高
札札札札 にににに書書書書 いて立立立立 てられた。。。。市中至るるるる所太郎兵衛 のうわさば かりしている
中中中中 にににに、、、、それを最最最最もももも痛 切にににに感感感感ぜなく てはならぬ太郎兵衛 のののの家族 はははは、、、、南組
堀江橋際 のののの家家家家 でででで、、、、もう丸 二年 ほど、、、、ほとんど全全全全くくくく世間と の交通をををを絶絶絶絶 っっっっ
てててて暮暮暮暮ら して いる のであ る。。。。
この予期す べき でき事事事事をををを、、、、桂屋 へへへへ知知知知ら せに来来来来た のは、、、、ほど遠遠遠遠 からぬ
平野町にににに住住住住 んでいる太郎兵衛がががが女房 のののの母母母母 であ った。。。。この白髪頭 のののの媼媼媼媼 のののの
事事事事をををを桂屋 では平野町 のおばあ様様様様とととと言言言言 っている。。。。おばあ様様様様と は、、、、桂屋にににに
いる五人 のののの子供が い つも いい物物物物を おみやげ に持持持持 って来来来来 てくれ る祖 母
にににに名名名名ずけた名名名名 でででで、、、、それを主人もももも呼呼呼呼びびびび、、、、女房もももも呼呼呼呼ぶよう にな った のであ
るるるる。。。。
おばあ様様様様をををを慕慕慕慕 って、、、、おばあ様様様様 にあまえ、、、、おばあ様様様様 にねだ る孫孫孫孫がががが、、、、桂桂桂桂
屋屋屋屋 にににに五人 いる。。。。そ の四人はははは、、、、おばあ様様様様がががが十七にな った娘娘娘娘をををを桂屋 へよめ
にににによ こしてから、、、、こと し十六年目にな るま で の間間間間 にににに生生生生まれた のであ る。。。。
長女 いちが十六歳、、、、二女ま つが十四歳 にな る。。。。そ の次次次次 にににに太郎兵衛がががが娘娘娘娘
をよめに出出出出すすすす覚悟 でででで、、、、平野町 のののの女房 のののの里方 から、、、、赤 子 のうち にもら い

受受受受けた、、、、長太郎と いう十 二歳 のののの男 子があ る。。。。そ の次次次次 にまた生生生生まれた太太太太
郎兵衛 のののの娘娘娘娘 はははは、、、、とくと言言言言 って八歳 にな る。。。。最後 にににに太郎兵衛 のののの始始始始 め て設設設設
けた男 子 のののの初 五郎が いて、、、、 これが六歳 にな る。。。。

●●●●最終部分
十 一月 二十四日 のののの未未未未 のののの下刻 であ る。。。。西町奉行所 のののの白州 ははれば れし
いいいい光景をををを呈呈呈呈 している。。。。書院 には両奉行がががが列座す る。。。。奥奥奥奥ま った所所所所には別別別別
席席席席 をををを設設設設け て、、、、表向き の出座 ではな いが、、、、城代がががが取取取取 りりりり調調調調 べの模様をよそ
ながら見見見見にににに来来来来 ている。。。。縁側 には取取取取 りりりり調調調調 べを命命命命ぜられた与力がががが、、、、書役をををを
従従従従え て着座す る。。。。
同心らが三道具をををを突突突突きききき立立立立 てて、、、、いかめしく警 固している庭庭庭庭 にににに、、、、拷問
にににに用用用用 いる、、、、あらゆる道具がががが並並並並 べられた。。。。そ こ へ桂屋太郎兵衛 のののの女房とととと
五人 のののの子供とを連連連連 れ て、、、、 町年寄 五人がががが来来来来たたたた。。。。
尋問 はははは女房 から始始始始 められた。。。。しかし名名名名をををを問問問問われ、、、、年年年年をををを問問問問われた時時時時 にににに、、、、
か つが つ返事を したば かり で、、、、 そ のほか の事事事事をををを問問問問われ ても、 「 い っ
こう に存存存存 じませぬ」
、「 恐恐恐恐れれれれ入入入入りました」」」」とととと言言言言う よりほか、、、、何 一つつつつ申申申申
しししし立立立立 てな い。。。。
次次次次 にににに長女 いちが調調調調 べべべべられた。。。。当年十六歳 にしては、、、、少少少少 しししし幼幼幼幼くくくく見見見見え る、、、、
痩肉 のののの小娘 であ る。。。。しかしこれはちと の憶憶憶憶す る気色 もな しに、、、、 一部始
終終終終 のののの陳述を した。。。。祖母 のののの話話話話をををを物陰 から聞聞聞聞 いた事事事事、、、、夜夜夜夜 にな って床床床床 にににに入入入入 っっっっ

てから、、、、出願をををを思思思思 いいいい立立立立 った事事事事、、、、妹妹妹妹ま つに打打打打ちちちち明明明明け て勧誘 した事事事事、、、、自分
でででで願書をををを書書書書 いた事事事事、、、、長太郎がががが目目目目をさました ので同行をををを許許許許 しししし、、、、奉行所 のののの
町名をををを聞聞聞聞 いてから、、、、案内をさ せた事事事事、、、、奉行所にににに来来来来 てててて門番とととと応対しししし、、、、次次次次
いで詰衆 のののの与力 にににに願書 のののの取次をををを頼頼頼頼 んだ事事事事、、、、与力ら に強要せられ て帰帰帰帰 っっっっ
たたたた事事事事、、、、 およそ前 日来経歴 した事事事事をををを問問問問われるままに、、、、 は っきり答答答答え た。。。。
「「「「 それ ではま つのほかにはだれにもももも相談 は いたさぬ のじゃな」」」」とととと、、、、
取調役がががが問問問問うた。。。。
「「「「 だれにも申申申申 しません。。。。長太郎 にもくわ し い事事事事 はははは申申申申 しません。。。。おと
っさ んを助助助助け ていただくよう に、、、、おおおお願願願願 いしに行行行行くと申申申申 しただけ でござ
います。。。。おおおお役所から帰帰帰帰りま して、、、、年寄衆 のお目目目目にかかりま した時時時時、、、、わわわわ
たくしども四人 のののの命命命命をさ しあげ て、、、、父父父父をお助助助助けくださ るよう に願願願願う の
だと申申申申 しま したら、、、、長太郎がががが、、、、それ では自分もももも命命命命がさ しあけた いと申申申申
して、、、、とうとうわたくしに自分だけ のお願書をををを書書書書 かせて、、、、持持持持 ってま い
りました。」
いちが こう申申申申 しししし立立立立 てると、、、、長太郎がふと ころから書付をををを出出出出 した。。。。
取調役 のさ しず でででで、、、、同心がががが 一人長太郎 のののの手手手手から書付をををを受受受受けけけけ取取取取 って、、、、
縁側 にににに出出出出 した。。。。
取調役 はそれを ひら いて、、、、いち の願書とととと引引引引きききき比比比比 べた。。。。いち の願書 はははは
町年寄 のののの手手手手から、、、、取取取取りりりり調調調調 べ の始始始始まる前前前前 にににに、、、、出出出出さ せ てあ った のであ る。。。。
長太郎 のののの願書 には、、、、自分もももも姉姉姉姉やややや弟妹と い っしょに、、、、父父父父 のののの身代わりに

な って死死死死にた いと、、、、前前前前 のののの願書とととと同同同同じじじじ手跡 でででで書書書書 いてあ った。。。。
取調役 はははは 「「「「 ま つ」」」」とととと呼呼呼呼びかけた。。。。しかしま つは呼呼呼呼ば れた のに気気気気がががが
つかな か った。。。。 いちが 「「「「 おおおお呼呼呼呼びにな った のだよ」」」」とととと言言言言 った時時時時、、、、ま つ
はははは始始始始 めておそるおそるうなだれ て いた頭頭頭頭をあげ て、、、、縁側 のののの上上上上 のののの役人をををを
見見見見たたたた。。。。
「「「「 おおおお前前前前 はははは姉姉姉姉と い っしょに死死死死にた いのだな」」」」とととと、、、、取調役がががが問問問問うた。。。。
ま つは 「「「「 は い」」」」とととと言言言言 ってうなず いた。。。。
次次次次 にににに取調役 はははは 「「「「 長太郎」」」」とととと呼呼呼呼びかけた。。。。
長太郎 はすぐに 「「「「 は い」」」」とととと言言言言 った。。。。
「「「「 おおおお前前前前 はははは書付 にににに書書書書 いてあ るとおりに、、、、兄弟 い っしょに死死死死にた いのじ
ゃな。」
「「「「 みんな死死死死にます のに、、、、わたしが 一人生き ていたくはありません」」」」
とととと、、、、長太郎 はは っきり答答答答えた。。。。
「「「「 とく」」」」とととと取調役がががが呼呼呼呼んだ。。。。とくは姉姉姉姉やややや 兄兄兄兄がががが順順順順 ついでに呼呼呼呼ば れた の
でででで、、、、こん度度度度 はははは自分がががが呼呼呼呼ば れた のだと気気気気が ついた。。。。そしてただ 目目目目を みは
って役人 のののの顔顔顔顔をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ 見見見見たたたた。。。。
「「「「 おおおお前前前前 もももも死死死死んでも いいのか。」
とくは黙黙黙黙 って顔顔顔顔をををを見見見見 ているうち に、、、、くちびるに血色 がなくな って、、、、
目目目目にににに涙涙涙涙が い っぱ いたま って来来来来たたたた。。。。
「「「「 初 五郎」」」」とととと取調役がががが呼呼呼呼んだ。。。。

ようよう六歳 にな る末子 のののの初 五郎 はははは、、、、これも黙黙黙黙 って役人 のののの顔顔顔顔をををを見見見見たたたた
がががが、 「
おおおお前前前前 はどう じゃ、、、、 死死死死ぬる のか」」」」とととと問問問問われ て、、、、活発 にかぶ りを振振振振
った。。。。書院 のののの人人人人 々々々々はははは覚覚覚覚えず、、、、 それを見見見見 てほほえ んだ。。。。
この時佐佐がががが書院 のののの敷居ぎわま で進進進進 みみみみ出出出出 てててて、 「 いち」」」」とととと呼呼呼呼んだ。。。。
「「「「 は い。」
「「「「 おおおお前前前前 のののの申申申申 しししし立立立立 てにはう そはあ るま いな。。。。も し少少少少 しでも申申申申 した事事事事 にににに
間違 いがあ って、、、、人人人人にににに教教教教えられたり、、、、相談を したりした のなら、、、、今今今今すすすす
ぐに申申申申 せせせせ。。。。隠隠隠隠 して申申申申さぬと、、、、そ こに並並並並 べてあ る道 具 でででで、、、、誠誠誠誠 のののの事事事事をををを申申申申すすすす
ま で責責責責 めさ せるぞ。」佐佐 はははは責責責責 めめめめ道 具 のあ る方角をををを指指指指さ した。。。。
いち はさされた方角をををを 一目見 てててて、、、、少少少少 しもたゆたわず に、 「 いえ、、、、
申申申申 した事事事事 にににに間違 いはござ いません」」」」とととと言言言言 いいいい放放放放 った。。。。そ の目目目目はははは冷冷冷冷やや か
でででで、、、、 そ のことば は徐徐徐徐 かであ った。。。。
「「「「 そんなら今 一つお前前前前 にににに聞聞聞聞くが、、、、身代わりをお聞聞聞聞きききき届届届届け にな ると、、、、
おおおお前前前前 たち はすぐに殺殺殺殺されるぞよ。。。。父父父父 のののの顔顔顔顔をををを見見見見ることはできぬが、、、、それ
でも いいか。」
「「「「 よろしゅうござ います」」」」とととと、、、、同同同同じような、、、、冷冷冷冷やや かな調子でででで答答答答ええええ
たが、、、、少少少少 しししし間間間間をををを置置置置 いて、、、、何何何何 かかかか心心心心にににに浮浮浮浮 かんだら しく、 「 おおおお上上上上 のののの事事事事 には
間違 いはござ いますま いから」」」」とととと言言言言 いいいい足足足足した。。。。
佐佐 のののの顔顔顔顔 には、、、、不意打ち に会会会会 ったような、、、、驚愕 のののの色色色色がががが見見見見えたが、、、、そそそそ
れはすぐに消消消消え て、、、、険険険険 しくな った目目目目がががが、、、、いち の面面面面にににに注注注注がれた。。。。憎悪をををを

帯帯帯帯びた驚異 のののの目目目目と でも言言言言おう か。。。。 しかし佐佐 はははは何何何何もももも言言言言わな か った。。。。
次次次次 いで佐佐 はははは何何何何やら取調役 にささや いたが、、、、まもなく取調役がががが町年
寄寄寄寄 にににに、 「 御用がががが済済済済 んだ から、、、、引引引引きききき取取取取れれれれ」」」」とととと言言言言 いいいい渡渡渡渡 した。。。。
白 州 をををを 下下下下 が る 子供 ら を 見送 って佐 佐 はははは太 田とととと稲 垣 と に向向向向 いて、、、、
「「「「 生先 のののの恐恐恐恐ろし いも のでござ りますな」」」」とととと言言言言 った。。。。心心心心 のののの中中中中 には、、、、哀哀哀哀
れな孝行娘 のののの影影影影もももも残残残残らず、、、、人人人人にににに教唆 せられた、、、、おろかな子供 のののの影影影影もももも残残残残
らず、、、、ただ氷氷氷氷 のよう に冷冷冷冷やや かに、、、、刃刃刃刃 のよう に鋭鋭鋭鋭 いいいい、、、、いち の最後 のこ
とば の最後 のののの 一句がががが反響 している のであ る。。。。元文ご ろ の徳川家 のののの役人
はははは、、、、もとより 「「「「 マルチリウ ム」」」」と いう洋語もももも知知知知らず、、、、また当時 のののの辞辞辞辞
書書書書 には献身 と いう訳語もな か った ので、、、、人間 のののの精神 にににに、、、、老若男女 のののの別別別別
なく、、、、罪人太郎兵衛 のののの娘娘娘娘 にににに現現現現われたような作用があ ることを、、、、知知知知らな
か った のは無 理もな い。。。。しかし献身 のうち に潜潜潜潜 むむむむ反抗 のののの鋒鋒鋒鋒 はははは、、、、いちと
ことばを交交交交えた佐佐 のみではなく、、、、書院 に いた役人 一同 のののの胸胸胸胸 をも刺刺刺刺 しししし
たたたた。。。。
――――――――――――――――
城代もももも両奉行も いちを 「「「「 変変変変なななな小娘だだだだ」」」」とととと感感感感 じて、、、、そ の感感感感 じには物物物物
でも憑憑憑憑 いて いる のではな いかと いう迷信さえ加加加加わ った ので、、、、孝女 にににに対対対対
す る同情 はははは薄薄薄薄 か ったが、、、、当時 のののの行政司法 のののの、、、、元始的なななな機関がががが自然 にににに活活活活
動動動動 して、、、、いち の願意 はははは期期期期 せず して貫徹 した。。。。桂屋太郎兵衛 のののの刑刑刑刑 のののの執行
はははは、 「 江戸 へへへへ伺中 日延」」」」と いう こと にな った。。。。 これは取取取取りりりり調調調調 べのあ

った翌 日、、、、十 一月 二十五日にににに町年寄 にににに達達達達 せられた。。。。次次次次 いで元文四年三
月 二日にににに、 「 京都 にお いて大嘗会御執行相成 りりりり候候候候 てより日限もももも相立
たざ る儀儀儀儀 に つき、、、、太郎兵衛事、、、、死罪御赦免仰 せ いだされ、、、、大阪北、、、、南南南南
組組組組、、、、 天満 のののの三 口御構 のののの上追放」」」」と いう こと にな った。。。。桂屋 のののの家族 はははは、、、、
再再再再びびびび西奉行所にににに呼呼呼呼びびびび出出出出され て、、、、父父父父にににに別別別別れを告告告告げ ることが できた。。。。大嘗
会会会会 と いう のは、、、、貞享 四年 にににに東山天皇 のののの盛儀があ ってから、、、、桂屋太郎兵
衛衛衛衛 のののの事事事事をををを書書書書 いた高札 のののの立立立立 った元文三年十 一月 二十三日 のののの直前、、、、同同同同じじじじ月月月月
のののの十九 日にににに五十 一年目にににに、、、、桜 町天皇がががが挙行 したもうま で、、、、中絶 してい
た のであ る。。。。

