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芥川龍之介

検非違使 にににに問問問問われたる木樵り の物語

さよう でござ います。。。。あ の死骸をををを見見見見 つけた のは、、、、わたしに違違違違 いござ
いません。。。。わたしは今朝 い つも の通通通通りりりり、、、、裏 山 のののの杉杉杉杉をををを伐伐伐伐 りに参参参参 りました。。。。
す ると山陰 のののの藪藪藪藪 のののの中中中中 にににに、、、、あ の死骸があ った のでござ います。。。。あ った処処処処
でござ います か？？？？ それは山科 のののの駅路 から は、、、、四五町ほど隔隔隔隔た ってお
りましょう。。。。竹竹竹竹 のののの中中中中 にににに痩痩痩痩 せせせせ杉杉杉杉 のののの交交交交 った、、、、 人気 のな い所所所所 でござ います。。。。
死骸 はははは縹縹縹縹 のののの水干にににに、、、、都風 のさび烏帽子を かぶ ったまま、、、、仰向け に倒倒倒倒
れ ておりま した。。。。何何何何 しろ 一刀とは申申申申すも のの、、、、胸胸胸胸 もと の突突突突きききき傷傷傷傷 でござ
います から、、、、死骸 のまわり の竹竹竹竹 のののの落葉 はははは、、、、蘇芳 にににに浸浸浸浸 みたよう でござ い
ます。。。。いえ、、、、血血血血 はもう流流流流れ てはおりません。。。。傷 口もももも乾乾乾乾 いてお ったよう
でござ います。。。。おまけにそ こには、、、、馬蠅がががが 一匹、、、、わたし の足音もももも聞聞聞聞ええええ

いえ、、、、何何何何もござ いません。。。。ただそ

な いよう に、、、、 べ ったり食食食食 い ついておりました っけ。。。。
太 刀かかかか何何何何 かは見見見見えな か ったか？？？？

のののの側側側側 のののの杉杉杉杉 のののの根根根根がたに、、、、縄縄縄縄がががが 一筋落ち ておりました。。。。それから、、、、―― そそそそ
う そう、、、、縄縄縄縄 のほかにも櫛櫛櫛櫛がががが 一一一一つござ いました。。。。死骸 のまわりにあ った
も のは、、、、この二二二二 つぎ りでござ います。。。。がががが、、、、草草草草やややや竹竹竹竹 のののの落葉 はははは、、、、 一面にににに踏踏踏踏

みみみみ荒荒荒荒され ておりま したから、、、、き っとあ の男男男男 はははは殺殺殺殺される前前前前 にににに、、、、よほど手手手手
痛痛痛痛 いいいい働働働働き でも致致致致 した のに違違違違 いござ いません。。。。何何何何、、、、馬馬馬馬は いな か ったか？？？？
あそ こは 一体馬なぞには、、、、は いれな い所所所所 でござ います。。。。何何何何 しろ馬馬馬馬 のののの通通通通
うううう路路路路とは、、、、藪 一つつつつ隔隔隔隔た っております から。。。。

検非違使 にににに問問問問われたる旅法師 のののの物語

あ の死骸 のののの男男男男 には、、、、確確確確 かに昨 日遇 っております。。。。昨 日 のののの、、、、
―― さあ、、、、
午 頃 でござ いましょう。。。。場所 はははは関山から山科 へへへへ、、、、参参参参 ろうと いう途中 でででで
ござ います。。。。あ の男男男男 はははは馬馬馬馬にににに乗乗乗乗 った女女女女とととと 一一一一しょに、、、、関山 のののの方方方方 へへへへ歩歩歩歩 いて参参参参
りました。。。。女女女女 はははは牟 子をををを垂垂垂垂れ ておりましたから、、、、顔顔顔顔 はわたしにはわ かり
ません。。。。 見見見見えた のはただ萩重ねら し い、、、、衣衣衣衣 のののの色色色色ば かり でござ います。。。。
馬馬馬馬はははは月毛 のののの、、、、―― 確確確確 かかかか法師髪 のののの馬馬馬馬 のよう でござ いました。。。。だけ でござ
います か ？？？？ だけ は四寸 もござ いま した か ？？？？ ―― 何何何何 しろ沙門 のののの事事事事
でござ います から、、、、 そ の辺辺辺辺はは っきり存存存存 じません。。。。男男男男 はははは、、、、―― いえ、、、、
太 刀もももも帯帯帯帯び て居居居居れば、、、、弓矢 もももも携携携携え ておりました。。。。こと に黒黒黒黒 いいいい塗塗塗塗 りりりり箙箙箙箙 へへへへ、、、、
二十ああああまり征矢をさ した のは、、、、ただ今今今今 でもは っきり覚覚覚覚え ております。。。。
あ の男男男男が かよう になろうとは、、、、夢夢夢夢 にも思思思思わず におりましたが、、、、真真真真 にににに
人間 のののの命命命命なぞは、、、、如露また如電 にににに違違違違 いござ いません。。。。や れや れ、、、、何何何何とととと
もももも申申申申 しよう のな い、、、、気気気気 のののの毒毒毒毒なななな事事事事をををを致致致致 しました。。。。

検非違使 にににに問問問問われたる放免 のののの物語

わた しが搦搦搦搦 めめめめ取取取取 った男男男男 でござ います か ？？？？

これ は確確確確 かに多襄 丸とととと

いう、、、、名高 いいいい盗 人でござ います。。。。も っともわた しが搦搦搦搦 めめめめ取取取取 った時時時時 には、、、、
馬馬馬馬から落落落落ちた のでござ いま しょう、、、、粟 田 口のののの石橋 のののの上上上上 にににに、、、、う んう ん呻呻呻呻
っておりま した。。。。時刻 でござ います か？？？？ 時刻 はははは昨夜 のののの初更頃 でござ
いますすすす。。。。い つぞやわたしが捉捉捉捉ええええ損損損損 じた時時時時 にも、、、、や はり この紺紺紺紺 のののの水干にににに、、、、
打出 し の太 刀をををを佩佩佩佩 いておりました。。。。ただ今今今今 はそ のほかにも御覧 のののの通通通通りりりり、、、、
弓矢 のののの類類類類さえ携携携携え ております。。。。さよう でござ います か？？？？ あ の死骸 のののの
男男男男がががが持持持持 って いた のも、、、、―― では人殺 しを働働働働 いた のは、、、、この多襄丸 にににに違違違違
鷹鷹鷹鷹 のののの羽羽羽羽 のののの征矢がががが十七本、、、、
いござ いません。。。。革革革革をををを巻巻巻巻 いた弓弓弓弓、、、、黒塗 り の箙箙箙箙、、、、
―― これは皆皆皆皆、、、、あ の男男男男がががが持持持持 っていたも のでござ いましょう。。。。は い。。。。馬馬馬馬
もお っしゃる通通通通りりりり、、、、法師髪 のののの月毛 でござ います。。。。そ の畜生 にににに落落落落される
と は、、、、何何何何 か の因縁 にににに違違違違 いござ いません。。。。それは石橋 のののの少少少少 しししし先先先先 にににに、、、、長長長長 いいいい
端綱をををを引引引引 いたままままま、、、、路路路路ば た の青芒をををを食食食食 っておりま した。。。。
この多襄 丸と いうや つは、、、、洛中 にににに徘徊す る盗 人 のののの中中中中 でも、、、、女好き の
や つでござ います。。。。昨年 のののの秋秋秋秋 ｜｜｜｜鳥部寺 のののの賓頭盧 のののの後後後後 のののの山山山山にににに、、、、物詣 でに
来来来来たら し い女房がががが 一人、、、、女女女女 のののの童童童童とととと 一一一一しょに殺殺殺殺され ていた のは、、、、こい つ
のののの仕業だとか申申申申 しておりま した。。。。そ の月毛 にににに乗乗乗乗 っていた女女女女 もももも、、、、こい つ
があ の男男男男をををを殺殺殺殺 したとなれば、、、、ど こ へどう したかわ かりません。。。。差出がががが

ま しゅうござ いますが、、、、 それも御詮議下さ いまし。。。。

検非違使 にににに問問問問われたる媼媼媼媼 のののの物語

は い、、、、あ の死骸 はははは手前 のののの娘娘娘娘がががが、、、、片付 いた男男男男 でござ います。。。。がががが、、、、都都都都 のののの
も のではござ いません。。。。若狭 のののの国府 のののの侍侍侍侍 でござ います。。。。名名名名 はははは金沢 のののの武武武武
広広広広、、、、年年年年 はははは二十六歳 でござ いました。。。。いえ、、、、優優優優 し い気立 でござ います か
らららら、、、、遺恨なぞ受受受受け るはず はござ いません。。。。
娘娘娘娘 でござ います か？？？？ 娘娘娘娘 のののの名名名名 はははは真砂、、、、年年年年 はははは十九歳 でござ います。。。。ここここ
れは男男男男 にも劣劣劣劣らぬくら い、、、、勝気 のののの女女女女 でござ いますが、、、、まだ 一度 もももも武広
のほかには、、、、男男男男をををを持持持持 った事事事事 はござ いません。。。。顔顔顔顔 はははは色色色色 のののの浅黒 いいいい、、、、左左左左 のののの眼眼眼眼
尻尻尻尻にににに黒子 のあ る、、、、 小小小小さ い瓜実顔 でござ います。。。。
武広 はははは昨 日娘とととと 一一一一しょに、、、、若狭 へへへへ立立立立 った のでござ いますが、、、、こんな
事事事事 になりますとは、、、、何何何何と いう因果 でござ いましょう。。。。しかし娘娘娘娘 はどう
な りましたやら、、、、壻壻壻壻 のののの事事事事 はあきらめましても、、、、これだけは心配 でなり
ません。。。。どう かこの姥姥姥姥がががが 一生 のお願願願願 いでござ います から、、、、たと い草木
をををを分分分分けましても、、、、娘娘娘娘 のののの行方をお尋尋尋尋ねねねね下下下下さ いま し。。。。何何何何 にににに致致致致 せせせせ憎憎憎憎 いのは、、、、
そ の多襄丸とか何何何何とか申申申申すすすす、、、、盗 人 のや つでござ います。。。。壻壻壻壻ば かりか、、、、
娘娘娘娘ま でも……… （（（（ 跡跡跡跡 はははは泣泣泣泣きききき入入入入り て言葉な し））））

多襄丸 のののの白状
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あ の男男男男をををを殺殺殺殺 した のはわた しです。。。。しかし女女女女 はははは殺殺殺殺 しはしません。。。。では
ど こ へ行行行行 っっっった のか ？？？？ それはわた しにもわ からな いのです。。。。まあ、、、、おおおお
待待待待ちなさ い。。。。いくら拷問 にかけられ ても、、、、知知知知らな い事事事事 はははは申申申申されますま
いいいい。。。。そ の上上上上わたしも こうなれば、、、、卑怯なななな隠隠隠隠 しししし立立立立 てはしな い つもりです。。。。
わたしは昨 日 のののの午少 しししし過過過過ぎぎぎぎ、、、、あ の夫婦 にににに出会 いました。。。。そ の時 風 のののの
吹吹吹吹 いた拍子にににに、、、、牟 子 のののの垂絹がががが上上上上 ったも のです から、、、、ちらりと女女女女 のののの顔顔顔顔がががが
見見見見えた のです。。。。ちらりと、、、、―― 見見見見えたと思思思思うううう瞬間 には、、、、もう見見見見えなく
な った のですが、、、、 一一一一つにはそ のためもあ った のでしょう、、、、わたしには
あ の女女女女 のののの顔顔顔顔がががが、、、、女菩薩 のよう に見見見見えた のです。。。。わたしはそ のと っさ の
間間間間 にににに、、、、たと い男男男男 はははは殺殺殺殺 してもももも、、、、女女女女 はははは奪奪奪奪 おうと決心 しました。。。。
何何何何、、、、男男男男をををを殺殺殺殺すなぞは、、、、あなた方方方方 のののの思思思思 って いるよう に、、、、大大大大 した事事事事 では
ありません。。。。 どう せ女女女女をををを奪奪奪奪うとなれば、、、、 必必必必ずずずず、、、、男男男男 はははは殺殺殺殺される のです。。。。
ただわたしは殺殺殺殺すすすす時時時時 にににに、、、、腰腰腰腰 のののの太 刀をををを使使使使う のですが、、、、あなた方方方方 はははは太 刀はははは
使使使使わな い、、、、ただ権力 でででで殺殺殺殺すすすす、、、、金金金金 でででで殺殺殺殺すすすす、、、、どう かす るとおためご かし の
言葉だけ でも殺殺殺殺す でしょう。。。。な るほど血血血血 はははは流流流流れな い、、、、男男男男 はははは立派にににに生生生生きききき
て いる、、、、
―― しかしそれ でも殺殺殺殺 した のです。。。。罪罪罪罪 のののの深深深深さを考考考考え て見見見見れば、、、、
あなた方方方方がががが悪悪悪悪 いか、、、、わたしが悪悪悪悪 いか、、、、どちらが悪悪悪悪 いかわ かりません。。。。

（（（（
皮肉な る微笑））））
しかし男男男男をををを殺殺殺殺さずとも、、、、女女女女をををを奪奪奪奪うううう事事事事が できれば、、、、別別別別にににに不足はな い訳訳訳訳
です。。。。 いや、、、、そ の時時時時 のののの心心心心もち では、、、、できるだけ男男男男をををを殺殺殺殺さず に、、、、女女女女をををを奪奪奪奪
おうと決心 した のです。。。。がががが、、、、あ の山科 のののの駅路 では、、、、と てもそんな事事事事 はははは
できません。。。。そ こでわたしは山山山山 のののの中中中中 へへへへ、、、、あ の夫婦を つれ こむ工夫をし
ま した。。。。
これも造作 はありません。。。。わた しはあ の夫婦とととと途途途途づれにな ると、、、、向向向向
う の山山山山には古塚があ る、、、、この古塚をををを発発発発 いて見見見見たら、、、、鏡鏡鏡鏡やややや太 刀がががが沢山出
たたたた、、、、わたしは誰誰誰誰もももも知知知知らな いよう に、、、、山山山山 のののの陰陰陰陰 のののの藪藪藪藪 のののの中中中中 へへへへ、、、、そう いう物物物物をををを
埋埋埋埋めてあ る、、、、もし望望望望 みみみみ手手手手があ るならば、、、、どれ でも安安安安 いいいい値値値値 にににに売売売売りりりり渡渡渡渡 した
いいいい、、、、―― と いう話話話話を した のです。。。。男男男男 は い つかわた し の話話話話 にににに、、、、だんだん
心心心心をををを動動動動 かし始始始始 めま した。。。。それから、、、、―― どう です。。。。欲欲欲欲と いうも のは恐恐恐恐
し いではありませんか？？？？ それから半時もたたな い内内内内 にににに、、、、あ の夫婦 はははは
わたしと 一一一一しょに、、、、山路 へへへへ馬馬馬馬をををを向向向向け ていた のです。。。。
わたしは藪藪藪藪 のののの前前前前 へへへへ来来来来 ると、、、、宝宝宝宝 はこの中中中中 にににに埋埋埋埋めてあ る、、、、見見見見にににに来来来来 てくれ
と いいました。。。。男男男男 はははは欲欲欲欲 にににに渇渇渇渇 いています から、、、、異存 のあ るはず はありま
せん。。。。がががが、、、、女女女女 はははは馬馬馬馬もももも下下下下りず に、、、、待待待待 っていると いう のです。。。。またあ の藪藪藪藪
のののの茂茂茂茂 っている のを見見見見 ては、、、、そう いう のも無 理はありますま い。。。。わたし
はこれも実実実実を いえば、、、、思思思思うううう壷壷壷壷 にはま った のです から、、、、女 一人をををを残残残残 した
まま、、、、男男男男とととと藪藪藪藪 のののの中中中中 へは いりました。。。。

