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高瀬舟 はははは京都 のののの高瀬川をををを上下す る小舟 であ る。。。。徳川時代 にににに京都 のののの罪罪罪罪
人人人人がががが遠島をををを申申申申 しししし渡渡渡渡されると、、、、本人 のののの親類がががが牢屋敷 へへへへ呼呼呼呼びびびび出出出出され て、、、、そそそそ
こで暇乞 いをす ることを許許許許された。。。。それから罪 人はははは高瀬舟 にににに載載載載 せられ
てててて、、、、大阪 へへへへ回回回回されること であ った。。。。それを護送す る のは、、、、京都町奉行
のののの配下に いる同心 でででで、、、、この同心はははは罪罪罪罪人人人人 のののの親類 のののの中中中中 でででで、、、、おも立立立立 った 一人
をををを大阪ま で同船さ せることを許許許許すすすす慣例 であ った。。。。これは上上上上 へへへへ通通通通 った事事事事
ではな いが、、、、 いわ ゆる大 目にににに見見見見る のであ った、、、、黙許 であ った。。。。
当時遠島をををを申申申申 しししし渡渡渡渡された罪人はははは、、、、もちろん重重重重 いいいい科科科科をををを犯犯犯犯したも のと認認認認
められた人人人人 ではあ るが、、、、決決決決 して盗盗盗盗 みをす るために、、、、人人人人をををを殺殺殺殺 しししし火火火火をををを放放放放 っっっっ
たと いうような、、、、獰悪なななな人物がががが多数をををを占占占占 め ていたわけ ではな い。。。。高瀬
舟舟舟舟 にににに乗乗乗乗 るるるる罪 人 のののの過半 はははは、、、、いわ ゆる心得違 いのために、、、、思思思思わぬ科科科科をををを犯犯犯犯しししし
たたたた人人人人であ った。。。。有有有有 りふれた例例例例をあげ てみれば、、、、当時相対死とととと言言言言 った情情情情
死死死死をはか って、、、、相 手 のののの女女女女をををを殺殺殺殺 して、、、、自分だけ生生生生きききき残残残残 った男男男男と いう よう
なななな類類類類 であ る。。。。
そう いう罪人をををを載載載載 せて、、、、入相 のののの鐘鐘鐘鐘 のののの鳴鳴鳴鳴 るころにこぎ 出出出出された高瀬舟
はははは、、、、黒黒黒黒ず んだ京都 のののの町町町町 のののの家家家家 々々々々をををを両岸 にににに見見見見 つつ、、、、東東東東 へへへへ走走走走 って、、、、加茂川をををを
横横横横ぎ って下下下下る のであ った。。。。この舟舟舟舟 のののの中中中中 でででで、、、、罪 人とそ の親類 のののの者者者者と は夜夜夜夜

どおし身身身身 のののの上上上上をををを語語語語りりりり合合合合うううう。。。。い つも い つも悔悔悔悔や んでも返返返返らぬ繰繰繰繰 りりりり言言言言 であ
るるるる。。。。護送 のののの役役役役をす る同心はははは、、、、そば でそれを聞聞聞聞 いて、、、、罪 人をををを出出出出 した親戚
眷族 のののの悲惨なななな境遇をををを細細細細 かに知知知知 ることが できた。。。。しょせん町奉行 のののの白州
でででで、、、、表向き の口供をををを聞聞聞聞 いたり、、、、役所 のののの机机机机 のののの上上上上 でででで、、、、口書をををを読読読読 んだりす る
役人 のののの夢夢夢夢 にもう かがう こと のできぬ境遇 であ る。。。。
同心をををを勤勤勤勤 める人人人人にも、、、、いろ いろ の性質があ るから、、、、この時時時時 たどう る
さ いと思思思思 って、、、、耳耳耳耳をおお いたく思思思思うううう冷淡なななな同心があ るかと思思思思えば、、、、まままま
た しみじみと人人人人 のののの哀哀哀哀れを身身身身 にににに引引引引きききき受受受受け て、、、、役役役役がらゆえ気色 には見見見見せぬ
ながら、、、、無言 のうち にひそかに胸胸胸胸 をををを痛痛痛痛 める同心もあ った。。。。場合 によ っ
てててて非常 にににに悲惨なななな境遇 にににに陥陥陥陥 った罪人とそ の親類とを、、、、特特特特 にににに心弱 いいいい、、、、涙涙涙涙もももも
ろ い同心がががが宰領 してゆく ことにな ると、、、、そ の同心はははは不覚 のののの涙涙涙涙をををを禁禁禁禁 じじじじ得得得得
ぬ のであ った。。。。
そ こで高瀬舟 のののの護送 はははは、、、、町奉行所 のののの同心仲間 でででで不快なななな職務 と してき
らわれ ていた。。。。
――――――――――――――――
いいいい つのころ であ ったか。。。。たぶ ん江戸 でででで白河楽翁侯がががが政柄をををを執執執執 ってい
たたたた寛政 のころ ででもあ っただろう。。。。知恩院 のののの桜桜桜桜がががが入相 のののの鐘鐘鐘鐘 にににに散散散散 るるるる春春春春 のののの
夕夕夕夕 べに、、、、 これま で類類類類 のな い、、、、珍珍珍珍 し い罪人がががが高瀬舟 にににに載載載載 せられた。。。。
それは名名名名をををを喜助とととと言言言言 って、、、、三十歳ば かりにな る、、、、住所不定 のののの男男男男 であ
るるるる。。。。もとより牢屋敷 にににに呼呼呼呼びびびび出出出出されるような親類 はな いので、、、、舟舟舟舟 にもた

だだだだ 一人でででで乗乗乗乗 った。。。。
護送をををを命命命命ぜられ て、、、、 い っしょに舟舟舟舟 にににに乗乗乗乗りりりり込込込込んだ同心羽田庄兵衛 はははは、、、、
ただ喜助がががが弟殺 し の罪人だと いう ことだけを聞聞聞聞 いていた。。。。さ て牢屋敷
から桟橋ま で連連連連れ て来来来来 るるるる間間間間、、、、この痩肉 のののの、、、、色色色色 のののの青白 いいいい喜助 のののの様 子をををを見見見見
るに、、、、いかにも神妙 にににに、、、、いかにもおとな しく、、、、自分をば 公儀 のののの役人とととと
して敬敬敬敬 って、、、、何事 に つけ ても逆逆逆逆らわぬよう にしている。。。。しかもそれが、、、、
罪 人 のののの間間間間 にににに往往往往 々々々々見受けるような、、、、温順をををを装装装装 って権勢 にににに媚媚媚媚びる態度 では
な い。。。。
庄兵衛 はははは不思議 にににに思思思思 った。。。。そして舟舟舟舟 にににに乗乗乗乗 ってからも、、、、単単単単 にににに役目 のののの表表表表
でででで見張 って いるば かりでなく、、、、絶絶絶絶えず喜助 のののの挙動 にににに、、、、細細細細 か い注意をし
て いた。。。。
そ の日日日日はははは暮暮暮暮れれれれ方方方方 から風風風風がや んで、、、、空 一面をおお った薄薄薄薄 いいいい雲雲雲雲がががが、、、、月月月月 のののの
輪郭 おかすませ、、、、ようよう近寄 って来来来来 るるるる夏夏夏夏 のののの温温温温かさが、、、、両岸 のののの土土土土 から
もももも、、、、川床 のののの土土土土 からも、、、、もや にな って立立立立ち のぼ るかと思思思思われる夜夜夜夜 であ っ
たたたた。。。。下京 のののの町町町町をををを離離離離 れ て、、、、加茂川をををを横横横横ぎ った ころから は、、、、あたりが ひ っ
そりと して、、、、ただ舳舳舳舳 にさ かれる水水水水 のささや きを聞聞聞聞く のみであ る。。。。
夜舟 でででで寝寝寝寝 ること は、、、、罪人にも許許許許され ている のに、、、、喜助 はははは横横横横 になろう
ともせず、、、、雲雲雲雲 のののの濃淡 にににに従従従従 って、、、、光光光光 のののの増増増増 したり減減減減 じたりす る月月月月をををを仰仰仰仰 いで、、、、
黙黙黙黙 っている。。。。 そ の額額額額 はははは晴晴晴晴れや かで目目目目にはかす かな かがやきがあ る。。。。
庄兵衛 はまともには見見見見 て いぬが、、、、始終喜助 のののの顔顔顔顔 から目目目目をををを離離離離さず に い

るるるる。。。。そして不思議だだだだ、、、、不思議だと、、、、心心心心 のののの内内内内 でででで繰繰繰繰 りりりり返返返返している。。。。それは
喜助 のののの顔顔顔顔がががが縦縦縦縦 から見見見見 ても、、、、横横横横 から見見見見 ても、、、、いかにも楽楽楽楽 しそう で、、、、もし
役人にににに対対対対す る気気気気がねがな か ったなら、、、、口笛をををを吹吹吹吹き はじめるとか、、、、鼻歌
をををを歌歌歌歌 いいいい出出出出すとかしそう に思思思思われたから であ る。。。。
庄兵衛 はははは心心心心 のののの内内内内 にににに思思思思 った。。。。これま でこの高瀬舟 のののの宰領を した ことは
幾幾幾幾たびだ か知知知知れな い。。。。しかし載載載載 せてゆく罪 人はははは、、、、い つも ほとんど同同同同じじじじ
よう に、、、、目目目目もももも当当当当 てられぬ気気気気 のののの毒毒毒毒なななな様 子を していた。。。。それにこの男男男男 はど
う した のだろう。。。。遊 山船 にでも乗乗乗乗 ったような顔顔顔顔を している。。。。罪罪罪罪 はははは弟弟弟弟をををを
殺殺殺殺 した のだ そうだが、、、、よしや そ の弟弟弟弟がががが悪悪悪悪 いや つで、、、、それをどんな ゆき
が かりにな って殺殺殺殺 したにせよ、、、、人人人人 のののの情情情情と して いい心持ち はせぬはず で
あ る。。。。この色色色色 のののの青青青青 いや せ男男男男がががが、、、、そ の人人人人 のののの情情情情 と いうも のが全全全全 くくくく欠欠欠欠け てい
るほど の、、、、世世世世 にもまれな悪 人 であろう か。。。。 どうもそう は思思思思われな い。。。。
ひょ っと気気気気 でも狂狂狂狂 っている のではあ るま いか。。。。いや いや。。。。それにして
はははは何 一つつじ つま の合合合合わぬ ことばや挙動がな い。。。。この男男男男 はどう した の
だろう。。。。庄兵衛がためには喜助 のののの態度がががが考考考考えれば考考考考え るほどわ からな
くな る のであ る。。。。

