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中島敦

隴西 のののの李徴 はははは博学才英、、、、天宝 のののの末年、、、、若若若若くして名名名名をををを虎榜
にににに連連連連ねねねね、、、、 ついで江南 尉にににに補補補補 せられたが、、、、性性性性、、、、狷介、、、、自自自自らららら恃恃恃恃
むと ころす こぶ る厚厚厚厚くくくく、、、、賎吏 にににに甘甘甘甘んず るを潔潔潔潔 しと しな か っ
たたたた。。。。いくば くもなく官官官官をををを退退退退 いた後後後後 はははは、、、、故山、、、、※※※※略略略略 にににに帰臥しししし、、、、
人人人人とととと交交交交をををを絶絶絶絶 って、、、、ひたすら詩作 にににに耽耽耽耽 った。。。。下吏とな って長長長長
くくくく膝膝膝膝をををを俗悪なななな大官 のののの前前前前 にににに屈屈屈屈す るよりは、、、、詩家 と しての名名名名をををを
死後 百年 にににに遺遺遺遺 そうと した のであ る。。。。しかし、、、、文名 はははは容易 にににに
揚揚揚揚らず、、、、生活 はははは日日日日をををを逐逐逐逐う て苦苦苦苦 しくな る。。。。李徴 はははは漸漸漸漸 くくくく焦燥 にににに
駆駆駆駆られ て来来来来たたたた。。。。この頃頃頃頃からそ の容貌 もももも峭刻とな り、、、、肉落ちちちち
骨秀 でででで、、、、眼光 のみ徒徒徒徒ら に炯炯炯炯 々々々々と して、、、、曽曽曽曽 てててて進士にににに登第 した
頃頃頃頃 のののの豊頬 のののの美少年 のののの俤俤俤俤 はははは、、、、何処 にににに求求求求 めようもな い。。。。数年 のののの
後後後後、、、、貧窮 にににに堪堪堪堪えず、、、、妻 子 のののの衣食 のために ついに節節節節 をををを屈屈屈屈して、、、、
再再再再びびびび東東東東 へへへへ赴赴赴赴きききき、、、、 一地方官吏 のののの職職職職をををを奉奉奉奉ず ることにな った。。。。 一一一一
方方方方、、、、これは、、、、己己己己 のののの詩業 にににに半半半半ばばばば絶望 したためでもあ る。。。。曽曽曽曽 てててて
のののの同輩 はす でに遥遥遥遥 かかかか高位 にににに進進進進 みみみみ、、、、彼彼彼彼がががが昔昔昔昔、、、、鈍物と して歯 牙
にも かけな か ったそ の連中 のののの下命 をををを拝拝拝拝さねばなら ぬ こと

がががが、、、、往年 のののの儁才李徴 のののの自尊 心を いかに傷傷傷傷 けたかは、、、、想像 にににに
難難難難くな い。。。。彼彼彼彼 はははは怏怏怏怏 々々々々と して楽楽楽楽 しまず、、、、狂背 のののの性性性性 は いよ いよ
抑抑抑抑ええええ難難難難くな った。。。。 一年 のののの後後後後、、、、公用 でででで旅旅旅旅 にににに出出出出、、、、汝水 のほとり
にににに宿宿宿宿 った時時時時、、、、 ついに発狂 した。。。。あ る夜半、、、、急急急急 にににに顔色 をををを変変変変ええええ
てててて寝床 から起上 ると、、、、何何何何 かかかか訳訳訳訳 のののの分分分分らぬ ことを叫叫叫叫び つつそ の
まま下下下下にとび下下下下りて、、、、闇闇闇闇 のののの中中中中 へへへへ駈出 した。。。。彼彼彼彼 はははは二度 とととと戻戻戻戻 っっっっ
てててて来来来来な か った。。。。付近 のののの山野をををを捜索 しても、、、、何何何何 のののの手掛 りもな
いいいい。。。。そ の後李徴がどうな ったかを知知知知 るるるる者者者者 はははは、、、、誰誰誰誰もな か った。。。。
翌年、、、、監察御史、、、、陳 郡 のののの袁袁袁袁※※※※と いう者者者者、、、、勅命をををを奉奉奉奉 じて嶺嶺嶺嶺
南南南南 にににに使使使使 しししし、、、、途途途途 にににに商於 のののの地地地地にににに宿宿宿宿 った。。。。次次次次 のののの朝未だだだだ暗暗暗暗 いいいい中中中中 にににに出出出出
発発発発 しようと したと ころ、、、、駅吏がががが言言言言う ことに、、、、これから先先先先 のののの
道道道道 にににに人食虎がががが出出出出るるるる故故故故、、、、旅人はははは白昼 でなければ、、、、通通通通れな い。。。。
今今今今 はまだ朝朝朝朝がががが早早早早 いから、、、、今少しししし待待待待たれたが宜宜宜宜 し いでしょう
とととと。。。。袁袁袁袁※※※※はははは、、、、しかし、、、、供回り の多勢な のを恃恃恃恃 みみみみ、、、、駅吏 のののの言言言言
葉葉葉葉をををを斥斥斥斥け て、、、、出発 した。。。。残月 のののの光光光光をたよりに林中 のののの草地をををを
通通通通 って行行行行 った時時時時、、、、果果果果 して 一匹 のののの猛虎がががが叢叢叢叢 のののの中中中中 から躍躍躍躍りりりり出出出出たたたた。。。。
虎虎虎虎 はははは、、、、あわや袁袁袁袁※※※※にににに躍躍躍躍りかかるかと見見見見えたが、、、、たちまち身身身身
をををを翻翻翻翻 して、、、、元元元元 のののの叢叢叢叢 にににに隠隠隠隠れた。。。。叢叢叢叢 のののの中中中中 から人間 のののの声声声声 でででで 「「「「
あぶ
な いと ころだ った」」」」とととと繰 返しししし呟呟呟呟く のが聞聞聞聞えた。。。。そ の声声声声 にににに袁袁袁袁

※※※※はははは聞聞聞聞きききき憶憶憶憶えがあ った。。。。驚懼 のののの中中中中 にも、、、、彼彼彼彼 はと っさ に思思思思 いいいい
あた って、、、、叫叫叫叫 んだ。 「
そ の声声声声 はははは、、、、我我我我がががが友友友友、、、、李徴 子ではな い
かかかか？」袁袁袁袁※※※※はははは李徴とととと同年 にににに進士 のののの第第第第 にににに登登登登りりりり、、、、友 人 のののの少少少少か っ
たたたた李徴 にと っては、、、、最最最最もももも親親親親 し い友友友友 であ った。。。。温和なななな袁袁袁袁※※※※ のののの
性格がががが、、、、峻峭なななな李徴 のののの性情とととと衝突 しな か ったため であろう。。。。
叢叢叢叢 のののの中中中中 から は、、、、しばらく返辞がな か った。。。。し のび泣泣泣泣きか
とととと思思思思われる微微微微 かな声声声声がががが時時時時 々々々々洩洩洩洩 れるば かりであ る。。。。ややあ っ
てててて、、、、低低低低 いいいい声声声声がががが答答答答えた。「
いかにも自分 はははは隴西 のののの李徴 であ る」」」」
とととと。。。。
袁袁袁袁※※※※はははは恐怖をををを忘忘忘忘 れれれれ、、、、馬馬馬馬から下下下下りて叢叢叢叢 にににに近近近近づき、、、、懐懐懐懐 かしげ
にににに久闊をををを叙叙叙叙 した。。。。そして、、、、なぜ叢叢叢叢 から でてこな いのかと問問問問
うた。。。。李徴 のののの声声声声がががが答答答答え て言言言言うううう。。。。自分 はははは今今今今やややや異類 のののの身身身身 とな っ
て いる。。。。どう して、、、、おめおめと故人 のののの前前前前 にあさま し い姿姿姿姿をををを
さら せよう か。。。。か つまた、、、、自分がががが姿姿姿姿をををを現現現現せば、、、、必必必必ずずずず君君君君 にににに畏畏畏畏
怖嫌厭 のののの情情情情をををを起起起起さ せるに決決決決 って いるからだ。。。。 しかし、、、、今今今今、、、、
図図図図らずも故人にににに遇遇遇遇う ことを得得得得 てててて、、、、恥赧 のののの念念念念をも忘忘忘忘 れる程程程程 にににに
懐懐懐懐 かし い。。。。どう か、、、、ほん のしばらく で いいから、、、、我我我我がががが醜悪
なななな今今今今 のののの外形をををを厭厭厭厭わず、、、、曽曽曽曽 てててて君君君君 のののの友李徴 であ った この自分とととと
話話話話をををを交交交交 してくれな いだろう か。。。。

