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夏 目漱 石

誰誰誰誰 かかかか慌慌慌慌ただ しく門前 をををを馳馳馳馳け て行行行行くくくく足音が した時時時時、、、、代助 のののの頭頭頭頭
のののの中中中中 には、、、、大大大大きな俎下駄がががが空空空空 から、、、、ぶら下下下下 って いた。。。。けれど
もももも、、、、 そ の俎下駄 はははは、、、、 足音 のののの遠 退くに従従従従 って、、、、すうと頭頭頭頭 から抜抜抜抜
けけけけ出出出出 して消消消消え てしま った。。。。 そう して眼眼眼眼がががが覚覚覚覚 めた。。。。
枕 元をををを見見見見ると、、、、 八重 のののの椿椿椿椿がががが 一輪畳 のののの上上上上 にににに落落落落ち て いる。。。。代代代代助助助助
はははは昨夕床 のののの中中中中 でででで確確確確 かにこの花花花花 のののの落落落落ち る音音音音をををを聞聞聞聞 いた。。。。彼彼彼彼 のののの耳耳耳耳 にににに
はははは、、、、 それが護謨 毬をををを天井裏 から投投投投げげげげ付付付付けた程程程程 にににに響響響響 いた。。。。夜夜夜夜がががが
更更更更け て、、、、 四隣がががが静静静静 かな所為 かとも思思思思 ったが、、、、念念念念 のため、、、、右右右右 のののの
手手手手をををを心臓 のののの上上上上 にににに載載載載 せて、、、、肋肋肋肋 のはず れに正正正正しく中中中中 るるるる血血血血 のののの音音音音をををを確確確確
かめながら眠眠眠眠にににに就就就就 いた。。。。
ぼ んや りして、、、、少時、、、、赤赤赤赤 んんんん坊坊坊坊 のののの頭程もあ る大大大大きな花花花花 のののの色色色色 をををを
見詰 め て いた彼彼彼彼 はははは、、、、急急急急 にににに思思思思 いいいい出出出出 した様様様様 にににに、、、、寝寝寝寝ながら胸胸胸胸 のののの上上上上 にににに
手手手手をををを当当当当 てて、、、、また心臓 のののの鼓動をををを検検検検 しししし始始始始 めた。。。。寝寝寝寝ながら胸胸胸胸 のののの脈脈脈脈
をををを聴聴聴聴 いて見見見見る のは彼彼彼彼 のののの近来 のののの癖癖癖癖 にな っている。。。。動悸 はははは相変らららら
ずずずず落落落落ちちちち付付付付 いて確確確確 にににに打打打打 って いた。。。。彼彼彼彼 はははは胸胸胸胸 にににに手手手手をををを当当当当 てたまま、、、、 ここここ
のののの鼓動 のののの下下下下にににに、、、、 温温温温か い紅紅紅紅 のののの血潮 のののの緩緩緩緩くくくく流流流流れる様様様様をををを想像 して見見見見
たたたた。。。。 これが命命命命 であ ると考考考考えた。。。。自分 はははは今流 れる命命命命 をををを掌掌掌掌 でででで抑抑抑抑ええええ

て いるんだと考考考考えた。。。。 それから、、、、 この掌掌掌掌 にににに応応応応え る、、、、時計 のののの針針針針
にににに似似似似たたたた響響響響 はははは、、、、自分をををを死死死死にににに誘誘誘誘うううう警鐘 のののの様様様様なも のであ ると考考考考えた。。。。
この警鐘をををを聞聞聞聞く ことな しに生生生生き て いられたなら、、、、―― 血血血血をををを盛盛盛盛
るるるる袋袋袋袋がががが、、、、時時時時をををを盛盛盛盛 るるるる袋袋袋袋 のののの用用用用をををを兼兼兼兼ねな か ったなら、、、、 いかに自分 はははは
気楽だろう。。。。 いかに自分 はははは絶 対にににに生生生生をををを味味味味わ い得得得得 るだろう。。。。 けけけけ
れども―― 代助 はははは覚覚覚覚えず悚悚悚悚と した。。。。彼彼彼彼 はははは血潮 によ って打打打打たる
るるるる掛念 のな い、、、、静静静静 かな心臓をををを想像す るに堪堪堪堪えぬ程程程程 にににに、、、、生生生生きた
が る男男男男 であ る。。。。彼彼彼彼 はははは時時時時 々々々々寝寝寝寝ながら、、、、左左左左 のののの乳乳乳乳 のののの下下下下にににに手手手手をををを置置置置 いて、、、、
も し、、、、 この所所所所をををを鉄槌 でででで 一一一一つつつつ撲撲撲撲されたならと思思思思うううう事事事事があ る。。。。彼彼彼彼
はははは健全 にににに生生生生き て いながら、、、、 この生生生生き て いると いう大丈夫なななな事事事事
実実実実をををを、、、、殆殆殆殆んど奇跡 のごとき僥幸と のみ自覚 しししし出出出出すすすす事事事事さえあ る。。。。
彼彼彼彼 はははは心臓 から手手手手をををを放放放放 して、、、、枕 元 のののの新聞をををを取取取取 りりりり上上上上げ た。。。。夜具
のののの中中中中 から両手をををを出出出出 して、、、、大大大大きく左右 にににに開開開開くと、、、、左側 にににに男男男男がががが女女女女
をををを斬斬斬斬 って いる絵絵絵絵があ った。。。。彼彼彼彼 はすぐ外外外外 のののの頁頁頁頁 へへへへ眼眼眼眼をををを移移移移 した。。。。 そそそそ
のののの所所所所 には学校騒動がががが大大大大きな活字 でででで出出出出 て いる。。。。代助 はははは、、、、 しばら
くくくく、、、、 それを読読読読 ん で いたが、、、、やが て、、、、惓怠 そうな 手手手手から、、、、 はた
りと新聞をををを夜具 のののの上上上上 にににに落落落落 した。。。。 それから煙草をををを 一一一一本本本本 ｜｜｜｜吹吹吹吹 かし
ながら、、、、五寸ば かり布団をををを摺摺摺摺 りりりり出出出出 して、、、、畳畳畳畳 のののの上上上上 のののの椿椿椿椿 をををを取取取取 って、、、、
引引引引 つつつつ繰繰繰繰 りりりり返返返返して、、、、鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先 へへへへ持持持持 って来来来来たたたた。。。。 口口口口とととと 口髭とととと鼻鼻鼻鼻 のののの大部
分分分分がががが全全全全 くくくく隠隠隠隠れた。。。。煙煙煙煙 りは椿椿椿椿 のののの弁弁弁弁とととと蕊蕊蕊蕊 にににに絡絡絡絡ま って漂漂漂漂ふふふふ程濃 くくくく出出出出

たたたた。。。。 それを白白白白 いいいい敷布 のののの上上上上 にににに置置置置くと、、、、立立立立ちちちち上上上上が って風呂場 へへへへ行行行行
った。。。。
そ の所所所所 でででで丁寧 にににに歯歯歯歯をををを磨磨磨磨 いた。。。。彼彼彼彼 はははは歯並 のいいのを常常常常 にににに嬉嬉嬉嬉 しししし
くくくく思思思思 って いる。。。。 肌肌肌肌をををを脱脱脱脱 いで奇麗 にににに胸胸胸胸 とととと脊脊脊脊をををを摩擦 した。。。。彼彼彼彼 のののの皮皮皮皮
膚膚膚膚 には濃濃濃濃 かな 一種 のののの光沢があ る。。。。香油をををを塗塗塗塗 りりりり込込込込んだあとを、、、、
よく拭拭拭拭 きききき取取取取 った様様様様 にににに、、、、肩肩肩肩をををを揺揺揺揺 かしたり、、、、腕腕腕腕をををを上上上上げ たりす る度度度度
にににに、、、、局所 のののの脂肪がががが薄薄薄薄 くくくく漲漲漲漲 つて見見見見え る。。。。 かれは夫夫夫夫 にも満足 であ
るるるる。。。。次次次次 にににに黒黒黒黒 いいいい髪髪髪髪をををを分分分分けた。。。。油油油油をををを塗塗塗塗けな いでも面白 いいいい程自由 にににに
な る。。。。髭髭髭髭もももも髪同様 にににに細細細細 くくくく且且且且 つつつつ初初初初 々々々々しく、、、、 口口口口のののの上上上上をををを品品品品よく覆覆覆覆うううう
て いる。。。。代助 はそ のふ っくら した頬頬頬頬をををを、、、、両手 でででで両三度撫 でな
がら、、、、鏡鏡鏡鏡 のののの前前前前 にわが顔顔顔顔をををを映映映映 して いた。。。。丸丸丸丸 でででで女女女女がががが御白粉をををを付付付付けけけけ
るるるる時時時時 のののの手付とととと 一般 であ った。。。。実際彼 はははは必要があれば、、、、御白粉
さえ付付付付けかねぬ程程程程 にににに、、、、肉体 にににに誇誇誇誇をををを置置置置くくくく人人人人であ る。。。。彼彼彼彼 のののの最最最最 もももも嫌嫌嫌嫌
う のは羅漢 のののの様様様様なななな骨格とととと相好 でででで、、、、鏡鏡鏡鏡 にににに向向向向うたんびに、、、、あんな
顔顔顔顔 にににに生生生生れなく って、、、、まあ可可可可か ったと思思思思うううう位位位位 であ る。。。。 そ の代代代代 りりりり
人人人人から おしゃれと いわれ ても、、、、何何何何 のののの苦痛 もももも感感感感 じじじじ得得得得な い。。。。 それ
程彼 はははは旧時代 のののの日本をををを乗乗乗乗りりりり超超超超え ているるるる。。。。

十(七 のののの三三三三））））
「「「「 御前 はははは平生 から能能能能くくくく分分分分らな い男男男男だ った。。。。 それ でも、、、、 い つ

かかかか分分分分 るるるる時機がががが来来来来 るだろうと思思思思 って今 日迄交際 つて いた。。。。 しか
しししし今度 と いう今度 はははは、、、、全全全全 くくくく分分分分らな い人間だと、、、、 おれも諦諦諦諦らめ
てしま った。。。。世世世世 のののの中中中中 にににに分分分分らな い人間程危険なも のはな い。。。。何何何何
をををを為為為為 るんだ か、、、、何何何何をををを考考考考え ているんだ か安心が できな い。。。。御前
はははは夫夫夫夫がががが自分 のののの勝 手だ から可可可可かろうが、、、、御 父さ んや おれ の、、、、社社社社
会上 のののの地位をををを思思思思 って見見見見ろろろろ。。。。御前だ って家族 のののの名誉 と いう観念
はははは有有有有 っているだろう」」」」
兄兄兄兄 のののの言葉 はははは、、、、代助 のののの耳耳耳耳をををを略略略略 め て外外外外 へへへへ零零零零れた。。。。彼彼彼彼 はただ全身
にににに苦痛 をををを感感感感 じた。。。。 けれども兄兄兄兄 のののの前前前前 にににに良心 のののの鞭撻をををを蒙蒙蒙蒙 るるるる程動揺
しては いな か った。。。。 凡凡凡凡 てを都合 よく弁解 して、、、、世間的 のののの兄兄兄兄かかかか
らららら、、、、今更同情をををを得得得得やうと いう芝居気 はははは固固固固より起起起起らな か った。。。。
彼彼彼彼 はははは彼彼彼彼 のののの頭頭頭頭 のののの中中中中 にににに、、、、彼自身 にににに正当なななな道道道道 をををを歩歩歩歩 んだと いう自信がががが
あ った。。。。彼彼彼彼 はそれ で満 足 であ った。。。。 そ の満 足をををを理解 してくれ
るも のは三千代だけ であ った。。。。 三千代 以外 には、、、、 父父父父もももも兄兄兄兄もももも社社社社
会会会会 もももも人間も ことご とく敵敵敵敵 であ った。。。。彼等 はははは赫赫赫赫 々々々々たる炎火 のののの裡裡裡裡
にににに、、、、二人をををを包包包包 んで焼焼焼焼きききき殺殺殺殺そうと している。。。。代助 はははは無言 のまま、、、、
三千代とととと抱抱抱抱きききき合合合合 って、、、、この炎炎炎炎 のののの風風風風にににに早早早早くくくく己己己己れを焼焼焼焼きききき尽尽尽尽す のを、、、、
この上上上上もな い本望と した。。。。彼彼彼彼 はははは兄兄兄兄には何何何何 のののの答答答答も しな か った。。。。
重重重重 いいいい頭頭頭頭をををを支支支支え て石石石石 のののの様様様様 にににに動動動動 かな か った。。。。
「「「「 代助」」」」とととと兄兄兄兄がががが呼呼呼呼んだ。。。。「「「「 今 日はおれは御 父さ ん の使使使使 にににに来来来来

た のだ。。。。御前 はこの間間間間から家家家家 へへへへ寄寄寄寄 りりりり付付付付 かな い様様様様 にな っている。。。。
平生なら御 父さ んが呼呼呼呼びびびび付付付付け て聞聞聞聞きききき糾糾糾糾すすすす所所所所だけれども、、、、今 日
はははは顔顔顔顔をををを見見見見る のが厭厭厭厭だ から、、、、 この方方方方 から行行行行 って実否をををを確確確確め て来来来来
いと いう訳訳訳訳 でででで来来来来た のだ。。。。 それ で―― も し本 人にににに弁解があ るな
らららら弁解 をををを聞聞聞聞くし。。。。 また弁解 もももも何何何何もな い、、、、平岡 のいう所所所所がががが 一一一一々々々々
根拠 のあ る事実なら、、、、―― 御 父さ んはこう いわれる のだ。。。。――――
―――― もう生涯代助 には逢逢逢逢 わな い。。。。何処 へへへへ行行行行 って、、、、何何何何を しやうと
当 人 のののの勝 手だだだだ。。。。 そ の代代代代 りりりり、、、、 以来 子と しても取取取取 りりりり扱扱扱扱わな い。。。。 まままま
たたたた親親親親 とも思思思思 ってくれるな。。。。―― 最最最最 も の事事事事だだだだ。。。。 そ こで今御前 のののの
話話話話をををを聞聞聞聞 いて見見見見ると、、、、平岡 のののの手紙 には嘘嘘嘘嘘 はははは 一一一一つも書書書書 いてな いん
だ から仕方がな い。。。。 そ の上御前 はははは、、、、 この事事事事 に ついて後悔も し
なければ、、、、謝罪も しな い様様様様 にににに見受けられる。。。。 それじゃ、、、、 おれ
だ って、、、、帰帰帰帰 って御 父さ んに取取取取 りりりり成成成成 しししし様様様様がな い。。。。御 父さ んから
いわれた通通通通りをそ のまま御前 にににに伝伝伝伝え て帰帰帰帰 るるるる丈丈丈丈 のののの事事事事だだだだ。。。。いいか。。。。
御 父さ ん のいわれる事事事事 はははは分分分分 ったか」」」」
「「「「 よく分分分分りました」」」」とととと代助 はははは簡明にににに答答答答えた。。。。
「「「「 貴様 はははは馬鹿だだだだ」」」」とととと兄兄兄兄がががが大大大大きな声声声声をををを出出出出 した。。。。代助 はははは俯向 いいいい
たまま ｜｜｜｜顔顔顔顔をををを上上上上げな か った。。。。
「「「「 愚図だだだだ」」」」とととと兄兄兄兄がまた い った。。。。「「「「 不断 はははは人並 以上 にににに減減減減らず
口口口口をををを敲敲敲敲くくくく癖癖癖癖 にににに、、、、 いざ と いう場合 には、、、、丸丸丸丸 でででで唖唖唖唖 のののの様様様様 にににに黙黙黙黙 って い

るるるる。。。。 そう して、、、、陰陰陰陰 でででで親親親親 のののの名誉 にににに関関関関 はる様様様様なななな悪戯を している。。。。
今 日迄何 のののの為為為為 にににに教育 をををを受受受受けた のだ」」」」
兄兄兄兄はははは洋卓 のののの上上上上 のののの手紙をををを取取取取 って自分 でででで巻巻巻巻きききき始始始始 めた。。。。静静静静 かな部部部部
屋屋屋屋 のののの中中中中 にににに、、、、半切 のののの音音音音が かさ／＼鳴鳴鳴鳴 った。。。。 兄兄兄兄はそれを 元元元元 のご と
くに封筒 にににに納納納納めて懐中 した。。。。
「「「「 じゃ帰帰帰帰 るよ」」」」とととと今度 はははは普 通 のののの調子 でい った。。。。代助 はははは丁寧
にににに挨拶を した。。。。 兄兄兄兄はははは、、、、
「「「「 おれも、、、、もう逢逢逢逢 わんから」」」」と いい捨捨捨捨 てて玄玄玄玄関関関関にににに出出出出たたたた。。。。
兄兄兄兄 のののの去去去去 った後後後後、、、、代助 はしばらく して元元元元 のままじ っと動動動動 かず
に いた。。。。門野がががが茶器をををを取取取取りりりり片付けに来来来来たたたた時時時時、、、、急急急急 にににに立立立立ちちちち上上上上が って、、、、
「「「「 門野さ ん。。。。僕僕僕僕 はち ょ っと職業をををを探探探探 して来来来来 るるるる」」」」と いうや 否否否否
やややや、、、、鳥打帽をををを被被被被 って、、、、傘傘傘傘 もももも指指指指さず に日盛 り の表表表表 へへへへ飛飛飛飛びびびび出出出出 した。。。。
代助 はははは暑暑暑暑 いいいい中中中中をををを馳馳馳馳けな い許許許許 にににに、、、、急急急急ぎぎぎぎ 足足足足にににに歩歩歩歩 いた。。。。 日日日日はははは代助
のののの頭頭頭頭 のののの上上上上 から真直 にににに射 下した。。。。乾乾乾乾 いた埃埃埃埃がががが、、、、火火火火 のののの粉粉粉粉 のののの様様様様 にににに彼彼彼彼
のののの素 足をををを包包包包 んだ。。。。彼彼彼彼 はぢ り／＼とととと焦焦焦焦 るるるる心持が した。。。。
「「「「 焦焦焦焦 るるるる／＼」とととと歩歩歩歩きながら 口口口口のののの内内内内 でい った。。。。
飯 田橋 へへへへ来来来来 てててて電車 にににに乗乗乗乗 った。。。。電車 はははは真直 にににに走走走走 りりりり出出出出 した。。。。代代代代
助助助助 はははは車車車車 のな かで、、、、
「「「「 ああ動動動動くくくく。。。。世世世世 のののの中中中中がががが動動動動くくくく」」」」とととと傍傍傍傍 のののの人人人人にににに聞聞聞聞え る様様様様 に い った。。。。
彼彼彼彼 のののの頭頭頭頭 はははは電車 のののの速力をも って回転 しししし出出出出 した。。。。 回転す るに従従従従 っっっっ

てててて火火火火 のののの様様様様 にににに焙焙焙焙 つて来来来来たたたた。。。。 これ で半 日乗りりりり続続続続けたら焼焼焼焼きききき尽尽尽尽すすすす事事事事
が できるだろうと思思思思 った。。。。
たちまち赤赤赤赤 いいいい郵便筒がががが眼眼眼眼 にににに付付付付 いた。。。。す るとそ の赤赤赤赤 いいいい色色色色 がた
ちまち代助 のののの頭頭頭頭 のののの中中中中 にににに飛飛飛飛びびびび込込込込んで、、、、くる／＼とととと回転 しししし始始始始 めた。。。。
傘屋 のののの看板 にににに、、、、赤赤赤赤 いいいい蝙蝠傘をををを四四四四 つつつつ重重重重ね て高高高高くくくく釣釣釣釣 るしてあ った。。。。
傘傘傘傘 のののの色色色色 がががが、、、、また代助 のののの頭頭頭頭 にににに飛飛飛飛びびびび込込込込ん で、、、、くる／＼ とととと渦渦渦渦をををを捲捲捲捲 いいいい
たたたた。。。。四四四四 つつつつ角角角角 にににに、、、、大大大大き い真赤なななな風船 玉をををを売売売売 ってるも のがあ った。。。。
電車がががが急急急急 にににに角角角角をををを曲曲曲曲 るとき、、、、風船 玉はははは追懸 てててて来来来来 てててて、、、、代助 のののの頭頭頭頭 にににに
飛飛飛飛びびびび付付付付 いた。。。。 小包郵便をををを載載載載 せた赤赤赤赤 いいいい車車車車が は つと電車とととと摺摺摺摺 れれれれ違違違違
うとき、、、、また代助 のののの頭頭頭頭 のののの中中中中 にににに吸吸吸吸 いいいい込込込込まれた。。。。煙草屋 のののの暖簾がががが
赤赤赤赤 か った。。。。売出 し の旗旗旗旗 もももも赤赤赤赤 か った。。。。電柱がががが赤赤赤赤 か った。。。。赤赤赤赤 ペ ン
キ の看板がそれから、、、、 それ へと続続続続 いた。。。。仕舞 には世世世世 のののの中中中中がががが真真真真
赤赤赤赤 にな った。。。。 そう して、、、、代助 のののの頭頭頭頭をををを中心と してくるり／＼ とととと
炎炎炎炎 のののの息息息息をををを吹吹吹吹 いて回転 した。。。。代助 はははは自分 のののの頭頭頭頭がががが焼焼焼焼けけけけ尽尽尽尽きる迄電
車車車車 にににに乗乗乗乗 って行行行行 こうと決心 した。。。。

