調査報告三十八

文芸資料研究所蔵﹃蕊那智白糸﹄解題・翻刻

解題

佐藤

ＴＩＩ

五口

﹃那智の白糸﹄は文化五年に刊行された読本である︒作者は高井蘭山︑画工は蹄斎北馬︑板元は西宮弥兵術・大和屋文

六・中村屋久蔵の三耆建である︒﹃外題作者画工書庫名目集﹄によれば本書は文化四年六月から九月四日までの問に町年

寄樽与左衛門の改︵検閲︶に出されたが︑改制度の改正によって町名主に引き渡され︑九月二十七日に改が済んでいる︒

そして同年十月︵但し十一日以降︶に仲間行事の割印を受けたことが﹃割印帳﹄に記されている︒﹃外題作者画工吉澤名

目集﹄によれば同年十一月十一日に出板︵これは町名主が板本を受理した日であろう︶され︑十一月十四日に売り出され

ている︒改の出願人は西宮弥兵衛であるが︑見返しに﹁東都書建玉泉堂龍池閣合板﹂とあるので︑大和屋文六・中

村屋久蔵が実際の板元であることが知られる︒翻刻の底本とした実践女子大学所蔵本は初摺本である︒石渡利助が板元に
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加わった後摺本と︑明治期に刊行された前川源七郎板がある︒

表紙

編成

所蔵

左肩子持枠外題隷藷那智白糸一︵二・三・四・五︶﹂図版Ａ・Ｂ参照

縦二十二・七糎×横十五・三糎図版Ａ参照

半紙本五巻五冊

実践女子大学

底本書誌

題篭

黄色地墨摺図版Ｃ参照
﹁那智の白糸巻一︵二・三・四・五︶﹂

見返し
柱刻

十七終

全三十図内薄墨入り一図︵巻之四︑十丁裏・十一丁表︶

二十終

挿絵

第二巻一

二十終

第一巻序︑口ノ
ノー
ーｌロノ三︑目︑一

第三巻一

十三︑ 十四ノ十五 二十一

縦十六・八糎×横十一・五糎︵巻之一︑一丁表︶

第五巻−１廿一終

第四巻一

丁付

匡郭

半紙本型読本の匡郭としては小さいが︑中本型読本として製作された板本を転用したものではない︒同様の匡
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行数
刊尹即

郭を持つものに文化五年刊︑柳亭種彦作﹃阿波の鳴門﹄がある︒

序八行
行本
本文
文九
九行
行肱
肱圭
九行
翻刻︑及び図版Ｄ参照︒

板元部分を入木で訂正した後摺本︵図版Ｅ参照︶がある︒

ている︒第五巻二丁表三行目﹁津川多膳役所へ︒﹂のうち﹁役所﹂は胡粉を塗った上に墨書されているが︑後摺本
では﹁津川多膳が方へ﹂と﹁が方﹂を入木によって補っている︒

凡例

漢字は原則として通行の字体に改めた︒
清
点︑
︑誤
誤字
字︑
︑︷
宛字と思われる箇所は原本のままとした︒
清濁
濁︑句読 点

丁移りは﹂で示した︒
挿絵は全て写真版により収録した︒
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備考第四巻二十一丁表一行目は﹁囚人の名遁﹂︵図板Ｆ︶が入木であるが︑後摺本では﹁名遁﹂が脱落︵図板Ｇ︶し
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︵国憲の︶

︵図笥蜀︶

鍵議篭蕊

霊
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−107−

Ⅱ
'二塁−−ニー
､PIﾆｰﾆ1

Ｉ翻刻Ｉ
識譜那智白糸題一豆Ｈロ
ヲー１１ｌト
ヲー１１Ｉ卜
天︲之四ｌ徳日二之元亨利貞記人︲之四１綱日二之仁義礼智争四︐
レカモキ
レカモナル

モナヲモナラテ一一レハヲルヲ︿ヘフブハ

綱執最︲責︒日仁︲也・五︲常︲之︲目何最専︒日信︲也︒凡ソ
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シテフ

余慶到来積善家高伴寛題︵挿図６︶口３ゥ﹂

是非処京天能識

白多隣太郎

しらたりんたらう

狐疑梢解護邦基︵挿図５︶口３ォ﹂

炎気沖天怨敵残

那智白狐本宮内侍狐

なちびやつこぼんぐうないしぎつね

妙々奇々仙骨僧︵挿図４︶ｐ２ゥ﹂

糞中符尽瓢然去

木食霊験上人

もくじきれいげんしやうにん

功名頻厭菩提心︵挿図３︶口２ォ﹂

為得両全忠孝業

白多義六

しらたぎろく

堪感固無一点罪圃回︵挿図２︶口︲ゥ﹂

人間辛苦幾回深

新船錦次郎入道観阿錦二郎妻薫

あらふれきんじらうにうどうくわんなきんじろうつ主かほる

還始子々孫々憂︵挿図１︶口︐ォ﹂

飛鳥隠雲神妙射

あらふねひようじ

新船兵司回

校し之︒其︲書頗雛し似し語し怪︒然千︲歳︲之古序オ﹂樹自有
ソヤヲヤニ
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ノトシ

力コトニクハヲレトニスルコトヲ

也︒Ⅷ有し取二於斯毛希一し心勿レ弐レ心云︲爾
ル

文Ｉ化第︲五歳次二成ｌ辰一春正︲月

東武高伴寛思明述
⑳回
序ゥ﹂
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識準那智の白糸目次
おらふねうぢなちかりびやつこちよめいやく

︵壱之巻︵言らふねうぢかうぶやうぼんぐうないしぎっねあらふれいつけうらむ

Ｉ︑新船氏那智の狩に白狐の助命を約す

もくじきたびそうゐんとくほどこしやうはううる

︲一新船氏高名本宮の内侍狐新船一家を怨

一難課槇灘誠鰯を得
︵巨陞倶一需稲丘祠郵辨副鯛埼極極織髭なす
守ろたぎろくせいちうたうそくごくつなが

一新船が宅に公の年貢金を失

︵諒図﹈︶
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−泊窪轄赫鉱唾蛾穂詮唾埠霊噸韮謹褐

編目畢目ウ﹂

一観阿高野山に往生白多隣太郎出身

一くわんあかうやさんわうじやうしろた︲んしゆっしん

︵五之巻︵一木食霊験上人観阿を街に待

口一もくじきれいげんしやうにんくわんあちまたまつ

一内侍狐薫が鵠を去

ないしぎつねかほるたいさる

一本宮の内侍狐身の上を明す

肩んぐ︐ないしぎっね象；︿あか

︵四之巻︵一錦次郎が妻薫死て蘇生す

ローきんっ霞かぼるししそせい

一錦次郎命を批て因州頭巾山に登

きんいのちなけうつゐんしうときんざんのぼる

一新船兵司狂死悴錦次郎夫婦回国修行に出る

一あらふねひやうじぎやうしせがれきんふうふくわいこぐしゆぎやういづ

一新船兵司父子流浪孫久米吉池に陥
匡Ｉに
し陸保一目オ﹂
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︵蔀図巴

︵罫図画︶

−110−

三十八『那智白糸』

︵罫図︑︶
︵蔀一四底︶

111

︵彗図３

丁又恥ｒ

諦評那智の白糸巻之一

あらふねうぢなちかりびやつこぢ典めいやく

新船氏那智の狩に白狐の助命を約す

そればんもつうちたつとどじやう﹃ぶちしれあわれ左いたみめぐみ

すくふじんぜんあくじゃしやうわきまことよろしきしたがはぢしる

夫万物の内に人を貴ぶは︒五常の道を知ば也・慰側恵

ぎ

おのれへりくだりたうや・傾一れいもる／︑ことはりあきらか

救を仁とし︒善悪邪正を弁へ︒事の宜に従ひ︒恥を知を

まどはらしんじつお︺﹂なひとやく

義とし︒己を謙他を敬ふを礼とし︒衆の理を明に

ことばそむかしんあわせぶちつれ

司 寸 、

し︒惑ざるを智とし︒此四シを真実に行ひ︒一たび約した

る言にも背ざるを信とす︒合て人たる道の五シの常也︒此
及らすつものぎんじうきんじうこＬろせんあくわきまへ

︑もとめあくじてんにく桑うぐ

道を捨る者は︒禽獣にもしかざるべし︒禽獣の意善悪を弁

にくんぼつすみやかがうあく

ざれぱ︒需てなす悪事なし︒此ゆへに天の悪を受ると云こ
ぜんなせよみさいわひたまあくおこな
ともあらず︒人善を為ぱ天美して福を賜ひ︒悪を行へぱ

ぜんあくじゃしやうわきまへしりあく

天悪で罰し給ふこと速なり︒いかんとなれば︒強悪の入

たり オ﹂とも︒善悪邪正を弁ざるはなし︒知つ奥なす悪
ともあめつちざう
じうるいさるとを
なれば也・又獣類人を去こと遠しといへども︒倶に乾坤造

くはなりいづれいぎつ担

そりせいしつごく・心んうたがひふかしう風んはな感だ︸のつびやつこ

化に生出るものにて︒霊なくんぱあらず︒なかんづく狐は

其性質︒極隠にして疑深く・執念甚厚し︒されば白狐
せいさうへれいめうきゐたるいおょところ

あらふねひやうじがうけつさふらひいさ里かよくしんしんうしな

星霜を経て︒霊妙奇異なること︒他類の及ぶ処にあらず︒

こ入に新船兵司といへる豪傑の士︒叩の欲心より信を失

− 土 上 窒 一
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れいこゐとりたユリしそんけう

こ塁ろいさまこＬろもとたづね

候にや御意勇しからざるさま︒心許なく候へと尋ければ︒
ひやうじな雄だうかおよそたれりつしんしゆつせのぞぶ

兵司涙を浮べ︒さればとよ凡人として︒誰か立身出世の望

くげんえものがたりはじめおはりくはしたづぬゑいしやうころたし

ひ︒霊狐を射取たりし其崇︒おのれのみか子孫まで︒希有

の苦患を得たる物語︒始終を委く尋るに︒永正の比︒足

なからん︒去る応仁に細川山名の合戦以来︒諸国争乱しば

だいきしううちれうどうこくごれうねんぐこうなふとうしはい

おこしはうえいゆうこうきそなかわれいやしくぶけうま

さんぬおうにんほそかわやまなかつせんこのかたしよこくさうらん

利十一代の将軍義澄公の御家人に︒新船兵司とて︒小禄な

か叉だいしやうぐんよしずみこうごけにんおらふねひやうじろく

がら代々紀州の内を領し︒同国御領の年貢公納等の支配と

ノー起り︒四方の英雄功を競ふ中に︒我筍も武家に生れ︒
ゑちたしなむ承いつはううけ給はたいしゃうきかあら
其道も嗜身の︒あはれ一方を承る大将の座下にも在ぱ︒

しよれうさいぢうがうりきぶだうたっ

して︒所領に在住しけるが︒ ウ﹂剛力にして武道に達し︒
しやじゆつしゆれんひてうさけばりも上はなつおためう

ぐんじ

いっこくいちじゃうしゆそ

くちおしせきうつかたり

やくすぢひやうらううんそうにんふさいそくとうつとめこふろらう

うんじよう

運に乗じては︒一国一城の主ともなるべきを︒父祖よりの

ひごろしやじゆつがうてきゐとりぶめいてんかとｘろか
日来の射術をあらはし︒剛敵を射取︒武名を天下に饗し・

わけて射術を修煉し︒飛鳥下針も百たび発て百たび中る妙
しよきわめやうゆう︑きやためらうえんかなしぼんはう
所を究たれば︒異朝の養由基︒矢を矯て老猿哀み︒本邦の

役筋とは云ながら︒兵粗運送人夫催促等の務にのみ心を労

よりまさあんやけてうゐおとしおとらわざ

頼政︒闇夜に粧烏を射堕たるにも︒おさノ︑劣ぬ業とて︒

し︒軍事にあづからざるこそ口惜けれと︒席を３ウ﹂敲て語

うらやましかるひやうじこＬろわうたのしま

さん

くわんぜおんれいじゃうさいこくふだしよょしるところ

はるかしんざんばつ・ぽくさうりノ︑たにこた喪ものすごく

エ ユ J

すこぶるきんごくきこひやうじこさいはやよ

頗近国にも聞えけり︒兵司に三人の子あり︒妻は早く世

きんきやうだいもつともおふせぶふねがたれ
けるに︒錦次郎兄弟御尤の御仰︒武夫の菫ふ所︒誰々も
えつぶんしようかんせうがくにあつ
さり
さこそ候へ・去ながら越の文種︒漢の謂何などが︒国に在

むすめめのとよびよせおきないじわ

を去たれば・娘の乳母を呼寄置て・内事を世話なさしめけり︒
ちやくきんじなんかうすけつぎによしそのふなづけ

て能根米をつ営け︒味方勝利を得に至ては︒其功戦場に身

りはっうまきんにうわぶしゆつこ型ろがけのふ

坐ｅｎ夕

嫡子錦次郎︒次男香輔︒次は女子にて園生と名付︒いづれ

めいおやぶまさりた凹くんめい主もりちうきんはげみ

承かたしやうりうるいたつこうせんじやうしん

も利発の生れ︒ことに錦次郎は柔和にして武術も心懸︒能

よくらうまい

じよかだうこのとしころよめむかへかほるようぎ

命を危めたるにも増て候はずや︒唯々君命を守て忠勤を励
てんたうめぐゑりつしんごちかきあること︑ば
給んには︒天道の恵にても御立身の期近に有くしと︒言を

尽して慰けるにぞ︒兵司大に悦び︒いょノ︑支配の御領

つくなぐさめひやうじよるこしはいれう

中むつましく︒男子両人儲け︒兵司が寵愛限なく︒めでた

へ私なく︒公務を重んじ時節を待けり︒雲に又同国那智

なかなんしれうにんもふひやうじてうあいかぎり

書にて歌道を好めり︒年比なれば撤をも迎︒薫と云て容儀
うるはたうしやうがたつかへきんぎよくわかよくふうふ
美しく︒堂上方に仕たるものゆへ・琴曲和歌を善し︒夫婦

き２オ﹂︵挿図７︶﹁紀州那智深山の図﹂２ウ・３オ﹂老後のた

山と云るは︒観世音の霊場︒西国の札所にて︒世の知処︒

てうぽものおもていせがれち里むかなにごと

わたくしこうむおもじせつまちこ生どうこぐなち

のしゑと羨いものもなかりし︒然に兵司心快々として楽

これにつ壁ける遙の深山あり︒伐木丁々と谷の筋も物夢︒

きしうなちしんざんらうご

ず朝暮襟ふ躰なれば︒ある時両人の忰父に向ひ︒何事の
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『那卸白糸』
三十八

ざとほどとをゆき１もうじうすみ

人里より程遠く︒往来しけからざるゆへ︒猛獣かくれ栖︒
ふ．もとがうそんでんはたさくもうあらやＬも玉んかとぐち
麓の郷村へ出て田畑作毛を暴し︒動すれば４と民家の戸口
いできたあしょわらうじんせうにおやめたび
までも出来り︒足弱の老人小児などを過ること度々なれば︒

やまがわかものこれせいにんじゆとぽしふせぐあたは
山家の若者ども是を制すれども︒人数乏ければ防こと能す︒

々と叢て空を閉︒岩崖断々と聾て︒谷を隔︒昔より誰有て

Ｊ︑しげりそらとちがんかいだんｊ︑そひへたにへたてむかしたれあつ

のぼりもうじうえすせんざいはん

此山に登たることなし︒されば猛獣所を得て︒数千歳に蕃

える

ふ

そくいまのうげうわづらひいたうちころ
息し・今や農業の煩をなすに至る︒其中にいつの比より
すゑきたりひきぴやつこたなづけなち

︵挿図８︶﹁那智白狐新船か寝所に来る図﹂５ウ・６さ白と

ならじろぎつねあらふねしんじよじろ

住来しともしれぬ壱疋の白狐あり︒誰が名付けん那智５オ﹂

所の庄司相談して足利家の御代官へ此段訴けるゆへ・新

呼︒適は山の口まで通ふ樵夫杣人などは︒見たる者もあり

しやうやさうだんあしか苫けだいくわんだんうつたへあら

ふれひやうじやくめどうやくひやうぎおひしつけんたつ
船兵司なども其役目なれば︒同役評議の上︒追々執権に達

しとぞ︒凡此山に棲数万の猪猿狐狸より︒熊狼の猛ま

ひまなをざりすぎゆきおほか承し坐くまおそれ

はくちうわうぎやうたみのうげうやめねんぐいれおよ

しら
うづくまりおいへかぴ
やつこつうりきじざいえ

びやつこたつとびしゆれうあふぐけんそゆきあへ躯な

およそすむすまんし比さるきつねたぬきくまおほか承たけき

よびたまｊ︑くちかよきこりそまびと

して台聴に入といへども︒世上物騒しき時節なれば︒軍事

でもかの白狐を責︒首領と仰にや︒嶮岨に行遇ぱ皆かたよ

たいちゃういるせじやうものさわがじせつぐんじ

に間なく等閑に過行けるま入︒かの山の射狼猪熊︒人を恐

のあと

きんもうきうびきつねおとる

り鱒︒尾をすぽむと云り︒白狐も又通力自在を得たるこ

すまんけんそくつきしたかひことはりしんづうな

老狐なれば︒数万の春族附従しも理也︒かく神通の那
︽ｂミノ﹄﹂

と︒那須野に跡をと■めし︒金毛九尾の狐にも劣まじき

士に令て︒彼山をかこ承猛獣を狩尽し︒民の愁を除くしと

ちじろこゐたびいつさんまきがりさとりおとろきけうふ
智白なれば︒此度一山巻狩のことを悟て︒大に骸恐怖し︒

ず白昼も横行し・民農業を止て賦税を納ざるに及ぶ︒こ上
すておかしつじひやうじやう︑わしうきしうぶ
におゐて捨置れがたく︒執事評定をとげ︒和州紀州の武
しおほせかのもうじうかりつくたゑうれへのぞく

げんめいりやうこぐさいぢうぶしくわいがうまづ

ぶじゆつのがるみちちりじゆんけんそのよ

厳命右けるにぞ︒両国に在住の武士ども会合して︒４ウ﹂先

そのちじゆんけんおのｊ︑せこにんぶふれめんゆみややりほことう

いつさんめいとうしよぽくはもうしうさけぶこへおびた奥しくぎこおそる

武術には遁べき道もなきにや︒地理巡見ありし其夜より︒

一山鳴動し諸木風を発し・猛獣うなり叫声彩敷聞え︒恐

にちげんさだめあらふねひやうじこのたびゐて

の用意をなし︒其日限を定ける︒新船兵司も此度の射人を

しきなどいふばかりなし︒麓の人民気も魂も身に副ず︒

ようゐ

其地を巡検し・各列卒の人夫を触・面々には弓矢鎗矛等

蒙りたれば︒限なく歓び︒せめて戦場にあらずとも︒物員

いかなる変事や出来んと農桑の器を負︒雑６ウ﹂具を措て︒

↑催苛二Ｇ

おつはれしやじゆつはたもとこうしやう

ごぱぜんほまあらはこゅうきひごろぱいちうやまき

近付ける時︒新船兵司寝所に入て休けるが︒深行夜の夢と

ちかづきちらふねひやうじしんじよやすぶふけゆくよるゆめ

いへすてざとのがれはしるかりにちげんゑやうご

へんじいできたらのうさううつわおひざうぐになひ

ふちとじんゑんきたましゐぷそは

他に勝りて︒天晴の射術とあらば︒御籏本に侯じ︒大将の

家を捨人里へ遁走ばかり也︒かくて狩の日限も明後日と

かうむかぎりｋろこせんじやうものかず

御馬前に誉れを顕す期あらんと︒勇気日比に倍し︒昼夜巻

わ
らゐにちげん主ちゐしようばくしん
藁など射て日限をぞ待居ける︒籾もかの山と云は︒松柏森
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『那智白糸』
三十八

が︒忽然として枕のもとに佇立たり︒兵司吃と見て起置り︒
かたなとりめいからなんぢなんひとわがまくらちかなになさ
刀おつ取眼を眼し︒汝は何人ぞや︒我枕に近づきて何を為

もなく現ともなく︒壱人の老翁浄衣に立烏帽子を着したる

助給らぱ︒生々世々の鴻恩︒子々孫々まで︒武運長久守

ば︒某一己の命にあらず︒足下願くは憐を垂て︒一命を

獣類︒再彼山に棲がたく︒原埜に逃迷ひ︒某が子孫迄

じうるいふた典びかのすみげんやにげまよそれがししそん

んとするや︒其実を述て速に立去ば免すべし︒然らずんば

それがしながひとへき坐と苫けとんしゅ
護なすべし︒某が願ふ処偏に問届給れかしと︒頓首して申
ひやうじしじうき共もつともふしんはれ
けるにぞ︒兵司始終を聞︒尤とも思へども︒不審晴がたく︒

うつらうおうじやうえたてゑぽしちやく

きつりやうだんおらしかりらうおうつ上しん

ふたＬびとひき異うけつうりきじざいみやうご

じつのべす典やかたちさらゆるしか

切て両段となすべきぞと︒荒らかに叱ければ︒老翁慎で

ひれふしなみだながこたへそれがしき典および

︶︺

たすけＬやうみ︑せＬかうおんしＬそん人︑ぶうんらやうきうしゆ

７ウ﹂栖を失ひ︒官もなき野狐にも賤れ︒末代迄の恥辱たれ
それがしいつこいのちそつか過がはあばれみたれめい

すみかうしなくわんのぎつねいやしままつだいちぢよく

平伏︒涙をはらノ︑と流し答けるは︒某ことは聞及給ん︒

こつぜんまくらたＬずみひやうじきつおきなを

たうごくなちしんざんすへきたりなちじろよぱ

し具がりさつみぜんじつたちのきいづくしん

再問けるは︒申所間受たれ共︒さほど通力自在にて明後

きつねそれがしひぎゆけんぞくむらさとはいくわいさくもう海らじんみんなやま

当国那智につ堂く深山に数千年を歴来し︒那智白と呼る上

日の猪狩を察する身の︒前日にもかの山を立退︒何国の深
ざんかくれなんまいかみあんど

足下の８オ﹂宣ふ処理なれども︒かの山に幾千年ともなき︒
せいさうへみぷるいもちろんしかさるうさぎたぐひ永な
星霜を経し此身ゆへ・部類は勿論︒鹿猿兎の類まで︒皆
それがしつうりきかんふぐそれがしうやまふきみいまいつ

所は︒足下の射術神妙にして︒仮令葬逢蒙が箭先は遁る共︒

貴辺の矢には避べき道なし︒元来桧山の火は︒桧より出て
ひのきやくそれがしけんぞくせいゑんそこなひい｜三なん

およてんちうのがることはりいるひわきｆへある

あいぢやくきづなひかにんげんかばそれがし

さんめっぽうごおよびかれらころしにげ面一びちくるい

ぎそむけたみいのちそこなひけものしふがりたれびとやさき

ふた上かへりすむこれつうりき

T 1 句

狐也︒某が卒る春族ども村邑に俳個し作毛を荒し人民を悩
よつ象やうごさうてんにこぐゆうしぜいもよほ

山へも隠なぱ︒難を免れ身も安堵なるべきを︒さはなくし

きへんやさく象ちもとよりひのきやまひひのき

山滅亡の期に及︒彼等を見殺に逃延んこと︒畜類ながらも

そつかのたまことはりいくせんねん

の不零さょと︒眉を躯て申ければ︒彼翁答てさればとょ︒

いぶかし花ゆひそめかのおきなこたへ

こよひこ生すがたちらはじんづうぼんぶわれたげきねがふ

し候に依て︒７オ﹂明後早天より︒二国の勇士大勢を催し︒

て︒今宵妄に姿を現し︒神通もなき凡夫の我に歎願こと

いつさんかりたてそれがしはじめおほじうるいざんじ低ろぽしつく

一山を狩立︒某始多くの獣類︒暫時に亡尽されんよし︒
このたびゐてむかはやからぶじゆつさつそれがして

されとも此度射人に向れん族の武術を察するに︒某が手に

たつほかなにほどたｒおそ

桧を焼くごとく︒某春族共生民を害しより︒今此難に

義に背り︒民の命を害たる獣は︒鹿狩の日に誰人の箭先︒

そつかしやじゆつしんめうたとひげいぼうあうやさきのがる

及べば︒天誹遁まじき理は︒異類ながら弁在所︒いか

やりいのちおとすてんりのがれむざいけんぞくすてころしのが
槍の下に命を堕とも︒天理遁がたき所︒無罪の巻族を捨殺遁

立べきは外にあらざれば︒何程のことか候べき︒唯恐る上

にせん愛着の紺に曳る＆ことは︒人間に変ることなし︒某

るとも︒再びかの山に帰住こともならず︒是までの通力も

めいおといくぶるいいのちうしないきのがれ

某が通力に感伏し︒某を敬こと君のごとくす︒今一

一命を落せば︒幾千万の部類共︒命を失ふの象か︒生逃し

−‐L上イー

きえはてかうやがしいき詮ちまもる
せいわがほつすぎわがほつすかね

消果て︒郊野に餓死せんは︒生がひの有べきや︒道を守処
にんげんことときひやうじよこでうつあせいのたまは
は人間に異ならずと説けれは︒兵司横手を打て亜聖も宣

そのはうかんあまりぎおもにん

ずや︒生も我欲る処也︒義も又我欲る処也︒二シのもの兼
せいすてぎ
んこと得べからず︒８ウ﹂しかる時は生を捨て義をとらんも
の也と︒其方が申処感ずるも余あり︒義を重んずること入

げん吏さぎいさみねがふき坐とｒけ
しかれわれずだいきみろくうけかぞくふいくこのたびゐてかうむ

問にも増れり︒義を見てせざるは勇なし︒願処聞届たり︒

なんぢねがひよぎ患やうごかりせつしはう

きくわいかたふぢよおそるかないい基きか

あとなり
ひやうじきゐおもひねあか
跡なく成にける︒兵司奇異の思をなし︒寝もやらで明しけ

るが︒奇怪を語らんは婦女の怖る処と︒家内にも云聞せず︒
すでよくじつかりにちげんよういと畠のへうちよりさけくゑ

かどでいわゐてせこくわいがふばうつたち

巳に翌日は狩の日限なれば︒其日は用意調て︒打寄酒汲

かわし︒首途を祝ひ︒射人列卒会合の場へ打立けり

あらふねうぢかうぶやうほんぐうないしぎつねあらふれいつけうらむ

新船氏高名本宮の内侍狐新船一家を怨

さてこのたびし上がりやまときりやうこくぶしきしそつあわせ

よぜんじつなちちかくあつ吏りむらさとじゐんよあかおく

借も此度の鹿狩︒大和紀伊両国の武士弐百騎︒士卒合て三

千ｍウ﹂余人前日那智近に集︒村里寺院に夜を明し︒翌る
さうてんおしかけやくおぼやけかねはふれいしめ
早天より押掛んと約しけり︒公より兼て法令を示され・

然共我数代君の禄を請て家族を扶育し・此度射人を蒙り︒
しゆめいおろそかふちうい空さらや玄ひしようおくに
主命を疎にせんは不忠也︒今更病と称せぱ臆するに似た

り︒汝が願も余義なし︒されば明後日狩の節︒四方をかこ

専ら民家農業を安ぜん為なれば︒惣大将を定るに及ず︒唯

いちじかりたてさだめすたきつねとうしなにげまよはひやつ

獲多からんを後日の功と定め︒他の得ものを争は︒恥た

ゑものおほご廷ちこうさだたえおらそふはぢ

もつぱみんかのうげふやすんためそうたいしやうさだむおよぱたざ

ゑ一時に狩立んに︒定て数多の狐ども途を失ひ逃迷ん︒白

狐も其方斗にあるまじけれは︒いづれを夫と分がたし︒其

るくしと触られけり︒射人の面々曠がましく出立たる中に

こそのはうぽかりそれわけ

時某が箭先をめがけて︒真一文字に駈来るべし︒夫を証

も︒新船兵司は猩々緋の陳羽織︒孔雀を洲したる︒五枚

︾﹂

やひとすじゐはづしえつとめたち

なんぢねがひたちりやうだうまったしかならずだんヒュろえいとねんころ

らうおうはいうれしまことそつかじんけいしゆ

にいふ９オ﹂︵挿図９︶﹁轆職が巷二而翫壷毯確図﹂９ウ．︑オ﹂

其時老翁三拝をなし嬉げに申けるは︒誠に足下の仁恵︒須

彼ばかりは︒助たきものと思つ■けｕオ﹂ける︒当日にもな

かれたすけたうじつ

かぶとづきんちやくへうかわむかぱきつきげこまぎんふくりん

おらふねひやうじしやう人︑ひぢんぱおりくじゃくぬひものまへ

ふれゐてめんはれてだち

拠となし︒箭一筋射外て得さすべし︒さすれば勤も立ち︒

それがしやさき主いちもんじかけきたそれしよう

汝が願も立︒両道全と云くし︒必此段心得よと︒最懇

じころの兜頭巾を着し︒豹の革の行縢︒月毛の駒に銀覆輪
くらおきくれなゐちつぶさばりそくゆみやたづさへわし
の鞍置︒紅の厚総かけ︒五人張に十五束の弓矢を携・鷲
はとがりやおほおふでたちゐてだいむしやぶりひやうじ
の羽の突矢多く負て出立しは︒射人第一の武者形也︒兵司
さくやゆめつげきつねふびんこ畠ろさし
は一昨夜夢の告︒狐ながらも不便なる志︒いかにもして

み
たかう承ふかかうおんわする
弥より高く○檜瞑より深し︒厚恩いづの世にかば忘べき︒

呉々も約を差給ふなとて︒立上ると象れぱ︒翁の姿は消て

くれ人︑やくたがへたちあがおきなすがたきえ
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れば︒卯の時より山を巻︒四方より一千の列卒を入︒閏を

なれぱ︒数十騎の箭先をはづし︒兵司が扣たる方をめがけ︒

る︒されとも新船兵司にかたノ︑助命の契約なしつること

あらふねひやうしぢよめいけいやく

どつと場やいなや︒炬火を投入ノー樹木を焼立︒螺を吹立︒

真一文字に吃ウ﹂︵挿図︑︶﹁那智の深山獣狩の図﹂吃ウ血才﹂

まきしはうせこいれとぎ

銅鍵太鞁を打ならせば︒山ひこに研し︒天地も崩るごとく

うとき

也︒又一千の列卒を以て︒岩窟幽谷にわけ入しめ︒射狼の

走来る︒兵司向を吃と象れぱ︒年経白狐︒猪の大さなるが
ちうとひあれあれいきほひちかよるひやうじうなづきいつ
宙を飛・荒に暴たる勢して近寄時︒兵司黙頭︒籾こそ一

どらたいこうちこたまてんちくづる
せこがんくつゆうこくさいらう

す桑かこりふるすのこりさがしもとめわりだけた基きたてふもとひろ

のおひいだよせこゐてしたがつはたらかゐて

じんべんふしぎもうじうのがる

なちゑやまけ朔のがり

やうちこんにちひやうじしやじゆつぜいゐてめおとろか

きたしゆしやうちかひゐそんえゆみ

さくややくたがはをときこへなちしるぎつねしやうたいあらはわれむか

はせきたひやうしむかふきつとしふるひやつこゐのし堅

まいち咄んじ

すきやさきひやうじひかへかた

栖︒狐狸の古巣迄残なく捜需て︒割竹を郷立て︒麓の広

昨夜の約に達ず︒音に間し那智白狐︒正躰を顕し︒我に向

たいまつなげこみじゆもくやきたてほらふきたて

野へ遂出させ︒其余の列卒は射人に従て働しむ︒射人

ひ来ることの殊勝さよ・誓のことく射損じ得させんと︒弓

おぐる

ふもとまきつめあたかてつとうたいごぷだそなへ
は麓を巻詰て︒宛も鉄桶のごとく︒隊伍乱さず備たれば︒

せしうへ︒かく迄も名を得し︒老狐を射留るものならば︒

ゆうしゆみやうちつがへゐとりまちかくよるやりなぎなた

もとちくるいやくへんなにほど

足利家管領家迄︒賞美の沙汰あらぱ︒武門の誉︒子孫の為︒

ふじのにつたのた望つれなすのゑうらかづきのりやうすけならぶたいこう

なえらうこゐとむ

たとへ神変不思議の猛獣なりとも︒やわか遁くしともみへ
すぎかまくらどのときすんしうふじのがりかく
ず過し鎌倉殿の御時駿州冨士野に巻狩ありしも斯やと思ふ

富士野に仁田忠常︒那須野に三浦上総両介に並べき大功︒

矢打つがへけるが︒今日兵司が射術︒大勢の射人も眼を骸

斗也︒一山の獣類矢庭に狩出され猪鹿︑ウ﹂永兎狐狸路

あしかｘけくわんれうけしやうびさたぶちんほまれしそんため

ばかりいつさんじうるいやにはかりだしＬしかぶたうさぎぎつれたぬぎむじな

おほかゑく︑芝さるたぐひかぎりひろのむれはしる
まち

狼熊猿の類︒いくつと云限なく︒広野の群走を︒こさん

元より畜類の事なれば︒約を変じたりとて何程のことかあ

おこりひとりゑみやごろねらひ

ひやうじことば版さけたの魂ちかゐ

究て切て放︒憐くし那智白は︒か坐ることを露しらず︒

きわめきつはなつおはれむならじろつゆ

なくもふと欲心さし起︒独笑して︒画ウ﹂穀になれば︒躯を

よく

これてんおたふかへつわざわいうけなさけ

なれと︒待かまへし勇士︒弓矢打番射取︒間近寄は鎗長刀

らん︒是ぞ天の与るをとらざれぱ︒還て禍を受んと︒情

のべつきふせ抜きたをちうかけるゐおとほどざんじけもの

を延て突伏薙倒し︒宙を駈は射て落す程に︒暫時に獣の山
つきこ且あらふねひやうじきたいしやじゆつつくこずへ
を築たりける︒髪に新船兵司は︒奇代の射術を尽し︒梢を

さるあるひおとろきいづひてうゐおとおほぶ

かんばかりしんりきゆうしやかつあたは

つたふ猿︒或は驚出る飛烏まで射落しければ︒多くの武

しめ

兵司が言の情ありしを遇として︒近づく処を射られければ︒

なちじろなにもつそのま入

やさきあや雀た誠うりきがうきうもつのんどしたわきぼらつらぬか

士も眼をおどろかし︒感ずる斗也︒神力も勇者に勝こと能

矢先過ず︒剛力強弓を以て︒咽喉の下より腋へ貫れ︒

すせんざいこらうへつうりきじざいいつ

ずといへる古語のごとく︒数千歳古老経たる︒通力自在一

さしもの那智白も︒何かわ以てたまるべき︒其侭にどうど

さんしゆれうなちじろぎつねいまのがるかなわひろのにげきた

﹄﹂ず﹂

山の首領・那智白狐も今は遁ること叶ず・広野をさして逃来
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かたなさしとをつゐいのちおとあ上すねん

たをれふすらうどうしろたぎろくげちはしりゆきひつしき
倒臥を︒郎等白多義六に下知すれば︒走行て下に引敷︒

けふりまいがたのしみつぎかなしみきたるごすいじん
烟は免れ給ず︒楽尽て哀来︒天人も五衰の日あり︒神
ぺんふしぎなちじろまんじゆかぎりしやうかならず

と苫けいつわりなえなちじろたつとまいつ

焔オ﹂つ上︒おのれ兵司︒武士と生れ義を弁ず︒父の願を問

が象をなし肥オ﹂︵挿図ｕ︶﹁内侍狐怨の息天に沖図﹂喝ウ・
ひやうじぶしうまぎわきまへちＬねがひき異

ないしきつれうらみいきひいる

劣ざる通力を得︒同じく千歳を経し霊狐なれば︒数千の矢
さきたうさうまいかぼんしいつしやうえゆうこくしのゐ
先刀鎗を免れ︒万死を出て一生を得︒人なき幽谷に忍び居
おやなちじろひやうじためたぱかふんぬぱ
たりけるが︒親那智白︒兵司が為に霜られたる︒憤怒の歯

おとらつうりきえおなざいへれいこすや

おらふねすぢやくはうせんきうこつな

変不思議の那智白︒万寿限なかるべきに︒生あれば必しも

はやにしかたふきらうこえおはり

し

三刀まで刺通し︒寛にあえなく命を限せり︒鳴呼数千年を

へつうりきじざいらうこひやうじいちじやしんあした

経て︒通力自在の老狐なれども︒兵司が一時の野心に︒朝

死あり︒新船が一筋の箭の下に︒黄泉の朽骨となる︒此那
ちじろこめぎつねぼんぐうないし上びきたこれおやぎつね
智白の子︒雌狐にて本宮の内侍と呼来るあり︒是も親狐に

つゆきえかへすざんひやうじむまとびおりよく

き上主さかたちしるかねはりゐて

の露と消たるは︒返人︑も無噺なれ︒兵司馬より飛下能見
めんｊ︑しそつしたまいおそれおらふねうぢしやげいきんごく

れば︒聞しに増る其形︒銀の針をうえたるごとし︒射人

かくれなをかうぶやうてがらし上がりだい

の面々士卒迄︒舌を巻て恐をなし︒新船叫オ﹂氏の射芸近国

しよう

に隠なきを猶もまのあたりの高名手柄此たび鹿狩の第一と
称しあへり︒早日も西に傾か上れば︒此老狐を得たるを終
かいがねならじゆまとめめんノ︑うるけものとりもた

として︒貝鉦を鳴し人数を纒面々獲処の獣を取扱せつ入・
ひきおぐゆ巽ありさまけんぶつぼんぷんちまた
しづノ︑と引上るは︒勇々しかりける形勢也見物の万民街

執事迄申上ければ︒おのｊ︑褒賞を蒙り︒中にも新船兵司︒

に群集し︒かの老狐をぷるもの︒都て肝を寒からしむ︒斯
おもむきぎろくやまときのくにげにんくぱうけ
て此日の趣を記録し・大和紀伊国の御家人より︒公方家の

無念の怨深からん︒よしノ︑父の仇には︒倶に天を戴ずと

ずは︒我いかやうにも通力秘術を尽し︒救出すべきを︒欺

入時は︒猟師も是を捉ずといはずや︒彼助命の契約をなさ

届ながら︒偽をかまへ︒さしも名を得し那智白と貴れ︒一
さんしゆりやうよくゐとめことわざきうてうふところ
山の首領たるものを︒能も射留しよな・諺にも窮烏懐に

抜群の手柄とあって︒紀州の内にて五百貫の地を加給り︒
ぶもんほまれあらばよるこかきりことこのたびじゃじゆつ
武門の誉を顕しければ︒悦ぶこと限なく︒殊に此度の射術︒

あれば︒畜類にてこそあれ︒天晴新船が一家の奴ばら︒一

くんじゆらうこすべきもさむかく

天下に間へたれば︒程なく御籏本にも召陞ウ﹂る上か︒管領

人づ上・段々にさいなみ殺︒日あらず一族の限を亡し尽し

ばつくんて・からきしうくわんちくわへ

てんかぎこほとはたもとめさくわんりやう

きかつけのぽこＬちいよノ︑とき

いたるまちゐしやうじやひつめつよたいしやうせそんせんだん

われつうりきひじゆつつくすぐひいだだまし

あくしんよわするわがち▲こけ

おつばれあらふねいつけやつ

ち１れいこんなぐさめあるひいかりなげむかっ

だんｊ︑ころしいちぞくかぎりほろぽつく

ちノ︑るい

むれんうらゑふかち堅おたともてんいたｘか

殺せし其悪心︒いつの世にか忘べき︒さぞ我父も苔の下に︒

ころ

いるときれうしこれとらかれ笛よめいけいやく

の座下に属られんものと︒天へも昇る心地して︒弥時の

て︒父の霊魂を慰んと︒或は怒︒あるひは歎き︒天に向て

しつじはうびかうむなかおらふねひやうじ

至を待居ける︒生者必滅の世のならひ︒大聖世尊も栴檀の

−122−

三十八『那智白糸』

悪﹄・・強哩

が．

鍵唖亘亘︲︲︲

轌燕謡

宮司宮司宮︲︲︲．︑︲

鍔蕊
毒
議辮

癖︾一癖一密諏一一識

︐一議劉擬謹織

︐戦弼Ⅱ︲叩もⅡ︲Ⅱ︲唱利︲ユ別︲Ⅱ︲．︲Ⅱ︲

︾挙一辮需一一︾︾需一謡

率圭郷﹃榊淫濤鐸︽﹃榊澆岬

恋諒王霧睾醗識峰議

一︾辮辮鍵塞辮撫

癖一錨識一識辮

謹識錘認織

鍵鱗︾
却灘︸一群華識﹄華識錘謹蓉

ｗ雑一劃織癖輌鋤滅

諦癖稚
檸辮密一霊溌︾

準鐙鍵鍵溺識

三三

■晶司ＰⅡ凸︲Ⅱ︲ⅡⅡ︲Ⅱ︲﹃ＪⅡｂ

一誹識礫弼︸華︸

一妙霊鯉睾錘華︸奉

砧Ⅱ識群罫塑隷

L 白 』

‑‑,
写

;二I『I

I
I
I
P
I
D
−
qII配

︵執図匡︶

−1ワq−

:
』
ﾐ
ｰ
ﾆ
ﾆ
目
‑
ﾆ
ﾖ
:
罐
−
5
』
:
'
'
'
1
咽
・

＃
＃

柵
灘

ﾆｰｰE

q
'
'
1
#
'
'
:
'
'

『卍51鋸

二
､
'
,
‑
ﾆ
ｰ
1
4
'
日､̲』』

1
1
『
肉
I
額

，､二Lﾆｰﾆｰ
,,二､'『器

q3
‑ I I強 qI

ﾆﾆ『,

Lﾆｰﾆ

1J

:;
::

:
窪
‑
＄

』
鍵
:
:
Z
輔
:
竜
:
『
目

』'ﾖｰｰｰｰｰ
苫,9；,日

'
'
'
1
:
霧

いきくわえんのぼなちかり

ぶるいいつひきらうこかりばのがれかわ・らのくにいひもりかくれ

よしとよふびんおもはほこらたてくわんじゃうありかちうやから

どうこくれうしゆはたけやまよしとよめどをりていとうたちさるたびノ︑

部類︒壱疋の老狐狩の場を遁︒河内国飯盛山に隠たるが︒

しんだうしづまおだやかさと

つく息︒火炎のごとくたち略ウ﹂升る︒されば那判の狩あり

同国の領主畠山義豊の目通へ出︒低頭して立去こと度々

よ

し夜より︒震動も静り︒山も穏なれば︒里人出て見るにさ

火多みへ︒別に一条の火気あって︒天に沖を見て︒人々奇

立願の験屡有て︒尊信すること大形ならず︒是を慶蔵

りふぐわんしるししばノ︑あつそんしんおほかたこ・れけいざう

也︒義豊不便に思れ︒一シの祠を建勧請有︒家中の族も

異の思ひをなせしが︒後年木食の旅僧の物語にて思ひ合す

坊と称けり︒或時上州平井の上杉顕定へ・申通ずべき一大
じありはやうちつかはすかうていりりやうにちへんかん
事有︒早打にて申遣べきにも︒行程百里︒一両日に返翰

かりつくきつねたぬきいつひききつね
はかり狩尽され︒狐狸壱疋もあるまじきに︒かの山に狐
びおほくゞへつひとすぢくわきひいるき

る斗也︒新船兵司一時の名聞利欲に迷ひ︒心を変じ那智白

を得こと難し︒領主諸臣と議して︒いか堂せんと有しに︒

ぱかりあらふ胞ひやうじいちじ串やうもんりよくまよこュろへんなちじろ

ゐとめいったんめんぼくほどこすとをおもんはかりかならす

ちかうれへことはりこれゐんくわ娃じめもうえふるいそくおひ

かのけいざうばうあらはわたくしたいしゆこれんぶんかうむりいつすん

えんかたれうしゆしよしんぎあり

ばうとなへあるときしうひらゐうへすぎあきざだつういちだい

を射留一旦面目を施といへども︒遠き慮なければ︒必

彼１オ﹂慶蔵坊現れ私こと大守の御憐慰を蒙ながら︒一寸
こうげんたてまつらふせうこのたびつかいあいつとめ

ゐおもかうねん︑くじきたびそうものがたりあわ

近き憂ある理︒是を因果の初として︒門葉類族追々減し︒

の功も献じ奉ず︒不肖には候得共︒此度の御使相勤申

その承かんなんへつゐくつうしとげのちおも
し

其身うき難難を歴て終に苦痛の死を遂しこと︒後にぞ思ひ

つかいことむねうかひまくらもとけいざうばうひざまつかうづけのくにうへ

何も心労少からず︒其日も暮て︒翌朝義豐早も目覚︒かの

いづれしんらうすくなくれよくてうよしとよはやくめさめ

れぱ︒か入ることもあるらん︒されども其音信なきうちは︒

そのをとづれ

畠山主従奇怪の思をなせども︒立願の奇特著き老狐な

はたけやましうん︑きくわいぉもひりふぐわんきどくいちじるしらうこ

申にぞ︒義豊大に悦︒早々書簡を認させ︒印形を居・慶蔵
ぽうわたうやノ︑しくうけとるそのま型すがたうせ
坊に渡さる聖︒恭受取とみへしが︒其侭姿は失けり︒

よしとよよろこびさうｊ︑しよかんした型めゐんぎやうすへけいざう

て彼地へ飛越候くし︒希くは仰付られ候へかしと︒思入て

かのちとびこしねがはおふせつけおもひいっ

た苫いままかりこしこんややはんすきつうりきもつ
べし︒唯今より罷越候は堂︒今夜夜半過迄には︒通力を以

Ⅳオ﹂

一之巻終

知られける

認識那智の白糸巻之弐
もくじきたびそうゐんとくほどこしやうはううる

木食の旅僧陰徳を施陽報を得

なちゑやまちかがうそんおほもうしうたいらげやうノ︑と

使の事など︒胸に浮たる枕元に慶蔵坊脆ぎ︒上野国上

すぎけへんかんつふしんさしいだそのま異たちさりよしとよさつそくおきいで

扱も那智の深山近き郷村は︒多くの猛獣を平られ︒漸戸ざ

杉家の返翰也と︒謹で差出し︒其侭立去たり義豊早速起出︒

わすおばやけごじんせいよろこびなちじろぎつれ

しを忘れ︒公の御仁政を悦ける︒こ坐に又かの那智白狐の
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しよしんめしいだかのしよめんはふううへすきさいはんまぎれ
諸臣を召出し︒彼書面を破封１ウ﹂せしむるに上杉の在判紛

かの者共案に差ひ︒我一に罪をぬり合︒恐をなせども︒は

に掛︒狐罠にか上り︒既に額足なと︒朱に染打殺たれば︒

しうノーほとんとかんいりばんにちいちやわうらいせつきふようすゑやかくし

せうおんそうたふとごそうあひたてまつりありわが

兇文を涌し︒頭上を三遍撫ければ︒むくノ︑と頭をもたげ︒

じゅもんじゆづしやうぺんなでかうべ

呼吸の通あり︒脈を診にいまだ死に陥す︒此３ウ﹂僧やがて

聞︒珍しきことかなと其処へ行︒近寄て克々みるに︒川
こぎふかよひ糸やくうかＮふしおちいらこのそう

き上めつらゆきちかよりよくノ︑いさＬか

へ訴けるが︒此宿端の報謝宿に︒木食の旅僧泊在て此を

うつたへこのしゆくばづれはうしややどもくじきたひそうとまりおつこれ

こときれていいちむらさわぎところぢとう

ものあんたがわれいちつ承あひをそれ

かけきつねわなすでひたゐあしおけそ恥うちころし

なく︒殊に夜半に届て︒其早きこと希有に思ふよし認たり︒

や事切し躰すべきやうなく︒一村の騒となって︒所の地頭

ことやばんとｒきはやけうおもした異め

主従殆感し入︒半日一夜に往来し︒大切の急用速に弁
ょろこひとへけいさうはうちからしんかういやまし永やゐひろく

りやうないてんめん・ぎふ政をそのＬちおんごくつかいつかわよう

したるを悦び︒偏に慶蔵坊が力也と信仰愈増︒宮居を広し︒

領内の田免を寄附有︒猶其後も遠国等の使に造れけるに用
・へんぱなはたはやししかるきつねひきやくわうらい

弁甚疾︒然に此こと誰云となく︒狐の飛脚往来するよし︒
たうちうすらさたあるときすはうのくにおほうちけひんきうかｚ

おつひきやくつとめかへるはんしうかこかはへんえきわかもの

道中筋に沙汰しけるが或時周防国大内家の便宜を窺ふへき

小音に僧に云やう︒尊き御僧に逢奉し有がたさよ・吾大

んとそるＩ︑と２オ﹂︵挿図胆︶﹁畠山家の飛脚狐罠に苦む

畜生の悲さ切に好しく︒畠山家の用も忘却しかの餌食を喰

顔して宿に帰て休けり︒夜明に沙汰するは︒番人を附んと

かほやどかへりやすみよあけさたばんにんつけ

蔵堂に待奉らん︒今夜も深ければ明早旦に︒必来給れ

旅僧心得かの罠をはづしけれぱ︒一里上の林の中なる︒地

たえ．しやうたいあらはとくすぐひかうおんわすれたてまつ

し玄ぬかれわれまことにんげんいき

難貴僧ならでは︒死を免がたし︒我真は人間にあらず︒息

なんきそう

こと有て飛脚を勉ける帰さ播州加古川辺にて︒駅の若者共

絶ぱ正躰顕れなん︒疾々救給らぱ︒高恩忘奉らじと︒

図﹂２ウ・３オ﹂伺寄しが︒運の尽にやかの罠にか入り︒苦
かたかけ．わかものはしりくら・・ようしや
む所を片蔭より︒若者共走か坐り暗さはくらし用捨もなく︒

せし間に︒かの武土蘇しや象へずと︒再騒立けれ共︒

けいさうばうそのよとをりしょくもつ

ふんわうくわんちまたきつねわなおき

虚か実かためしぷんとて︒夜分往還の街に狐罠をかけ置

たびそうこ工ろえわな．︑りか承匙やしなかち

うそ雀こと

ちくしやうかなししきりこのまはたけやまけようはうぎやくゑじき

ける慶蔵坊かく共しらで其夜通か上り︒ふと食物を見て︒

棒を以てした其かに打けるが︒一声叫で悶絶す其声人間に

あたりに在ざれぱもつけの幸也とて︒猶其段を訴・武士

うか茸ひよりうんつきわなくるし

ぽう・もつうちひとこへさけんもんせつこへにんげん

わかものよろこびきＬおよ多きつねうちころしちがひ

やがゑんかおこひさげきたりよく

ぶしよみかへりふた上びさわぎたち

あらさいわひなをだんうつたへぶし

木食は約の４オ﹂ごとく晨に起て旅宿の礼を述︒辻堂の地蔵

わなかユリぜんだい承もんちんじふしんずぶ

ま

と︒云かと思ぱ︒忽然として姿を失たり︒木食はしらぬ

おもへこつぜんすがたうしなひもくじき

ざうだうまちたてまついまよふか承やうさうたんかならずきたり

あらざれぱ︒若者共大に悦︒聞及狐を打殺たるに連なし

はたけやまけひきやくきつねわなくるし

とて︒頓て民家を起し︒燈を提来て能糸れぱ︒こはいかに

の罠に罹しは︒前代未聞の珍事かなと︒不審して済たり︒
もくじきやくつとおきりよしゆくれいのべつじだうぢざう
ゆうよおと﹄﹂たいたうあぶらがみつ堅みものくび

狐にあらず︒六尺有余の大男︒帯刀にて油紙に蕊し物を首
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たづねいたりくさはしききずおひきつねくるしぶゐ

ぎこぐしばおそたいしゆらうそれがし

しんつういたしあるものがたりあんしんさっそくしゆじんひろう

れば︒老臣御世話の段恭し︒かの坊帰国や坐日数延しゆ

かれ︒愚僧は故あつてかの坊と道連に５オ﹂成し者也と申け
らうしんわだんかたじけなぱうきこぐひかずのび

ぐそうゆへぱうぶちづれなりもの

あづけつＬみおくばうかならずあん

ふ処あり︒帰国暫し遅からん︒大守御心を労し給んと︒某

うれしれいのべ染まことあかばから

を尋至みるに︒草の葉を敷疵を負たる狐苦居たりしが︒

に預て包をさし上る処也︒かの坊こと必案じ給ふことな

そう

僧を見て嬉げに礼を述︒身の真を明して云けるは︒量ずも
きづおひひぎやうしざいそれがしたいしゆてまへきこぐ
かなわきそうわしうたふのみねゆきしなにとぞかわ

疵を負︒飛行自在ならざれぱ︒某大守の手前といひ・帰国

せんこと叶ず︒貴僧和州多武峰へ行給ふを知れり︒何卒河

へ︒心痛致在所︒御物語にて安心せり︒早速主人へ披露
しばらくきうそくぐそうたらの象ねいそぎ
すべき間︒暫休足候へとあるを︒愚僧は多武峰へ急候間︒
はやいとますぐたちいでかへりけいざうばうたのま
早御暇給るべしと︒直に立出帰けるを︒慶蔵坊に頼れたる

もくじきこ且ろよくうけがわれ私ちいそいかしうたちよりよきばから

おそなはぎこぐさまたげなゑだなかたのみ

菅帰国程あらん旨︒畠山家へ通じ給らぱ︒大守の心を安

し︑王らくぎこくほどむねはたけやまけつうたいしゆこ塁ろやすん

は︒是も同く狐にもや有らんと︒強て止ざるも理也︒老

ちつ上みとｒけわれとちういさ些かいたわ
内へ此包ものを届給ひ︒我途中にて川労る所あれば︒

じ︒遅りても帰国するに妨なしと︒涙を流し頼ければ︒

しんやがしゆくんしゆつしだんよついづわづらひ

これしいとｒめことはりらう

きづかふつ些承うけとりたちわか︲九かの・きつねあとおが尽

木食快肯ひ︒我道を急で河州へ立寄︒宜に斗ふくし︒

ある

こぞつあんおもばんしうへんぶしわな

臣頓て主君へ出仕し・此段申に依て︒いか堂して何れに噸

在やらんと︒挙て案じ思ふ処に︒播州の辺にて︒武士の罠
か上りちんせつちまたかまびすいだふうぶんたづ︲似
に罹たる珍説とて︒街に喧しければ︒人を出し風聞を尋

やまぢゆくそまいききつ

しう人︑こ異るいためもくじきかわらいでたふの拳ねもふできしうかうやさん
なち

かけきたごそうはやくきあがゆくさぎておひくま

て駈来り︒御僧早樹のまたへも上り給へ︒先行に手負し熊

お
れいでいまきたくる
荒出て今こ上に来る也︒それはやそこに黒くゑゆるはと︒

傍の松の樹に上ける処へ︒熊たけり来︒梢をにら象爪を磨

かたへまつきのぼりくまきたりこずへつめとぎ

！

エ

気造ことなかれと︒包を受取立別けるに︒彼狐跡ふし拝︒

活命の恩報ずべき所をしらずと︒厚く謝し打臥けり︒４ウ﹂

くわつめいおんはうおつしやうちふし

１もくじきひとざとたらいでえきしやうかもちあふらあげとうおほ

き
たらかこがわしだいくわしよま
来しむれば︒加古川にての次第︒委く知たれ共︒夜の間に

よゑがへりちくてんゆきがたしはたしけいざうばう

木食人里まで立出けるが︑駅の商家にて餅油揚等を多く
と典のへつじだうかへりきつねあたへゐんえん
調︒又辻堂に帰狐に与ければ︒いかなる因縁にて︒かく

あばれゑたれなゑだながしよろこびかくもくしきかわ
迄憐を垂給ふぞやと︒涙を流し悦けり︒斯て木食は河

主従心を痛けり︒木食は河内を出多武峰に詣︒紀州高野山

い１いれせつよなかそうげきおりてきかんじや

蘇遂電し︒行方知れずとあれば︒果て慶蔵坊ならんと︒

内に着畠山家の老臣の宅に至︒木食の旅僧密に見参を願と

５オ﹂より那智へ心ざし︒山路をたどり行処︒杣壱人息を切

ちつぎはたけやまけらうしんたくいたりもくじきたびそうひそかげんざんねがふ

云入けるに︒此節世の中急劇の折なれば︒敵の間者ならん

うたがひていけいざうばうあづかりつ些朶わたしやうノ︑うたがひ

と疑ける躰ゆへ︒慶蔵坊より預し包を渡ければ︒漸疑

らうしんたちいでばらつたいめんごそうけいざうばうかりすがた

はれ︒老臣立出人を払て対面し︒御僧は慶蔵坊の仮の姿な
とびもくじぎけいさうばうはんしうへんいさ奥かわづら

るやと間けるに︒木食いやとょ︒慶蔵坊播州辺にて叩煩

−1クワー

のぽそまこしおのとりかたてうちくま
き
ながら︒樹をつたひ昇る︒杣は腰なる斧を取︒片手打に熊

かしらうたくまつかまほへもくじきふるひ

の頭を打んとす︒熊は下より抓んと呪か上る︒木食は震

おそれこれおなじきのぼりそまちが承かろいつしやう
怖︒是も同く樹に上けるが︒杣と違ひ身も軽からず︒一生
けんめいひやあせいでおそるしえだふゑはづそこたにおち
懸命冷汗出︒恐きま呉枝を踏外し︒底もみへぬ谷へこけ堕︒

幟ろぼしやくぜんよけいしゃくあくよわうてんとうつれごそう

を減し給ふ︒積善の余慶積悪の余妙は天道の葬也︒御僧

今善を積の人なれ共︒稚時母の乳を噛・此故に７ウ﹂母の悩

いませんつむは奥ちかむゆへは坐なやめ

たれいまいよ﹄︑とくたかじゆひさわれひふ

むしんふかうこのつゑこんにちあやうきつく
ること三年︒無心といへ共不孝也︒此罪今日の危にて償

に足り︒今方弥徳高く寿久しからん︒我又一シの秘符を

さづくうれへのぞくおほわれほんぐうないしきつね

授くし︒人の憂を除こと多かるへし︒我は本官の内侍狐︒

ぶこくだけしなにちうころもかけたすき
身は粉に砕死すべきを︒何ともしらず宙にて︒衣に掛し樺

我父那智白の怨敵新船の家を亡し尽さば︒我命を終くし︒

なちとびくだりぎやうきむねうついさ上かご旦ち

くに人︑めぐりけいざうばう︑︑くじきなさけたすかしばらくかく

今日の不思議を感じつ入翌日那智に詣︒本宮新宮より猶も

へず︒此時旅僧心身常のごとくなり︒人家を尋て泊を求︒
けふふしぎかんよくしつなちもふでぼんぐうしんぐうなを

ときたびそうしん．Ｊ︑つれじんかたつねとまりもとめ

たる也・其節御僧に再因縁有くしと︒云かと思ぱ狐も象

せつごそうふたふびゐんえんあるおもへきつね

しんざんよなｊ︑ひとすぢくわえんてんつきのぼるやまわがうらゑはれ

わがち上なちじろおんてきあらふねいへほろぽつくいのちおふ

を噛︒横さまに飛行ければ︒忙然として夢のごとく︒忽然

此深山に夜々一条の火炎出て︒天に街上こと息ぱ我恨の晴

くわへよことびゆきばうぜんゆめこつぜん

と那智に飛降けるが︒驚気心を打て叩も人心地なく︒や
いちじぱかり主なこひらきひすでくれ

もくじきそうやまじきなんあたりびやつこあつ

坐一時斗にして眼を開みれば︒日既に暮て６オ﹂︵挿図昭︶

﹁木食の僧山路に危難の図﹂６ウ・７オ﹂傍に人なく白狐在て
いわくこんにちあやふきすぐひわれごそうゐんとくわがち共けん

云︒今日の危を救しは我也︒御僧陰徳ふかく︒我父の春

ぞくけいざうばういのちすくふふかかれ

国々を巡ける︒又慶蔵坊は木食の情に命を助り︒暫隠れ

われこんにちごそうきなんさつ．げいざうばうかわつおん

し帰たるを悦けるが︒彼元来畜類なるを︒数急用を弁

はぢいりはたけや鴬けかれやまひへいゆ
なんあひ
の難に遇たるを８オ﹂槐入しにや︒畠山家にも︒彼が病平愈
かへりよるこひかれもとよりちくるいしばノ︑きふようぺん

いでへいふくさりそのふちかたち為．らはすふりよ

て疵を愈し︒河内へ飛帰けるか︒畠山義豊か居間の庭上

きずいやかわちとひかへりはたけやだよしとよゐたていしやう

属︒慶蔵坊が命を救の象ならず︒深きいたわりを給ふ︒彼

に出︒平伏して去けるま上︒其後形を顕ことなし︒不慮

〆﹂

たうざんはなたはうありいさ型かうやまつうりきおとろふあつ

当山を放れ他邦に在︒川人の敬ひあれ共︒通力衰る処有
しよくためいのちそこなはふとくもってごそうむくふ
て︒食の為に命を損んとするごとき不徳を以・御僧に報
べき期あらじ︒我今日御僧の危難を察し︒慶蔵坊に代て恩

を酬る処也︒荒出たる熊は︒近比此処深山に狩出され︒余多

ふりよいできかれくるし柔なこのばうあやまり
ぜしゆへ︒不慮のことも出来彼を苦めたるは︒皆此方の謬

むくゆあれいでくまちかごろみやまかりいだあまた

の矢を負て遁れたれども︒苦きま上に狂ひ歩行︒樵夫牧童

かうくわいかぎり
なりと︒後悔すること限なかりし︒

てんばつくらまみちまよひいでくまためひきさかてんふかうつみ

ころやまぶちゆくさぎほどそまおやふかう

やおふのがくるしくるありぎきこりうしかひ

も此比此山路を行ものなし︒先程の杣こそ︒親不孝にして
天罰に暗され︒此道に迷出︒熊の為に引裂れ︒天不孝の罪

−128−

三十八「那智白糸』

＃

︵蔀函届︶
−129−

あらふねひやうじむすめめのとともにきゐし

新船兵司娘乳母共奇異の死をなす

汝新船が血脈九族の限迄︒見ょｊ︑思９オ﹂知すべしと︒

なんぢあらふねけちみやくぎうぞくかぎりおもひしら

ゆうひやうじかないしさいその患おぼへしんこん

踵上り飛騰し形勢︒恐くも身毛弥立て覚ける︒さしも強

おどりたがとびあがりありさまおそるし承のけよだちおぽへがう

てつきさすがだいじゃうぶたちまちとりなをひるむ

あきらあくものえこれつぶくらくあくもの
明かに悪をなす者は︒人得て是を罪し︒闇悪をなす者は︒
きえこれつみてんりしぜんたらふれひやうじよくしんにん
鬼得て是を罪す︒天理の自然たり︒新船兵司欲心より︒人

いかつにくおのれごんちくしやう朶

色も詮せす︒大に怒て僧き己が一言かな︒畜生の身として︒

いる

徹し・気もおくれけるが︒流石大丈夫忽心を取直し︒姪

勇の兵司も︒家内こそ子細はしられ︒其身覚あれば心魂に

じゃうはたらきぼんぶしるものかうゑやうてがら
情をかきたる働なせしも︒凡夫知者なければ︒高名手柄と

しよちくわきんごくふしこれうらやあらふれいつけよろこび

万物の霊たる人間に︒怨をなすとはおこかましや︒己が巻

ぼんもつれいげんうらゑおのれけん

兵司も立身遠からじと待処に︒公方家より射術の精兵を︒

属人民を悩し︒答なきを害ふゆへ︒君命を蒙て射留しは︒

て所知も加り︒近国の武士も是を羨象︒新船一家の悦・
ひやうじりつしんとをくぱうけしやじゆつせいびやう
都に召集らる上沙汰有︒新船も其撰に入しと︒内意を告越

私の事にあらず︒己一疋欺しとて何程のことあらん︒
わさはひねたちはからわれうらむちくしやうぐちきふ

かたちついつけよろこびかたもんじんちゐん狼りつどひさけくみ

くれば︒小太郎からｊ︑と打笑︒人に人の道あればこそ︒

うちわらひゑち

々に立去くし︒長居せぱ目にものぷせんと大音声に旬つ

禍は根を断葉を枯すへし︒我を恨るは畜生の愚痴也︒急

わたくしことおのれいつひきあざむきなにほど

ぞくじんぶん左やまとがそこなこんめいかうむつゐとめ

方有て︒８ウ﹂一家の悦大方ならず︒門人知音寄湊︒酒献
かはしうたひ重ひよぷなノ︑しゆくしよかへりひやうじえひ

Ｊ︑たちさるなかゐめたいおんじゃうのＬしり

みやこめしあつめさたありおらふねえらひないつげこし

きげんふしよなかごろまごなに

酬歌つ舞つざんざめき其夜は皆為宿所に帰兵司もほろ酢

機嫌にて臥ける︒其夜半比孫の小太郎何とかしたりけん︒

ひとこへさけぶひとしそうしんねついでちうつか象くるし

万物の霊なるべけれ︒汝は仁も義もしらず︒面は人にして

はんものれいなんぢじんぎおもて

こ奥ろけものおとれがんぜん東ごくるしむひ

心は獣にも劣り︒眼前孫の苦９ウ﹂を見ながらまだも非を

ねつさかんか島へおるは上みれつくばた型

わつと一声叫と等く惣身大熱出︒宙を掴苦むこといばん
おやきんふうふおどるさま人︑かいはうしだい
かたなし︒親錦次郎夫婦大に僻き︒種々介抱すれとも次第

かざる重悪人汝は取残し親族の終にうきめに合せ見懲にせ

郎其侭倒伏ける︒錦次郎夫婦は取すがり︒医者よ気付よと

故もしらず︒心を痛る斗也︒兵司ずんど立て︒神棚に慨し
くまのごわうとりいだいたｘかふしぎいまおきくるひ
熊野の午王を取出し戴すれば︒不思議や今迄起狂し小太
その主︑上を孔ふしきんふうふとりゐしやきつけ

ほどのＬしつや埴りやりしんきやうだいうば

ぢうあくなんぢとりのこしんぞくおはりおわざらし

に執熾に︒抱在母が身迄烈火にふる上ごとく︒小太郎は只

んと︒いへぱいふ程旬て止ず︒両親兄弟乳母はいかなる

沿きちがめいからひやうしはたにら承おの札おひ

わむきよぶひやうじおきいであわておどろくばかりいだけはふ

苦やｊ︑と閲呼︒兵司も起出周章驚斗也︒小太郎抱る母

ゆへいたむばかりひやうじたちか友芒准おき

くる し

ぽれあくむだうにんよくわ紙抱がひうけがひいつこ取やうもんりよく

をのけ︒むっくと起上り眼を志し︒兵司を礪と白眼︒己老

ふけりなさけたぱかりころなんぢやさにかばねここつ

菫の大悪無道人︒能も我願を肯ながら︒一己の名聞利欲

に耽・情なくも籟殺せし︒汝が矢先に骸は枯骨となる共︒
こんぱくこのどとｒまうらぶはらおくかへすいこん

魂塊此土に止り︒怨を暗さで置くきや︒返人＼も意恨なれ︒
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うろたへさわやちうやまぶしよびかぢきたうかない
こん ら ん

てあて

あかつきいたおもひし

狼唄騒ぎ︒夜中ながら山伏迄呼︒加持ょ祈祷ょと︒家内の

混乱一かたならず︒手当のかひなく︒暁に至り︒思知れ
ひとこへさけいきたえひやうじいつたんきじやうまかせよわ

まごくつうししのびせんひくゆ

やと一声號び息絶たり︒兵司一旦は気丈に任︒弱みをみせ

ひたすらなぷだきんふうふかないいつ

ざれとも︒孫が苦痛の死を桑るに忍ず︒大に先非を悔れ共

愁傷に歎暮すはｕウ﹂病のたれ也︒然ぱ今花の折野山に出て︒

しうしやうなげきくらやまひしかれおりのやま

うっきさんお．もふいひもつともかないはな

承もよほしわかたうりやうこうろんさうはういひつのりすて

診気を散ぜんことを思と云ければ︒御尤に候とて家内花

見の催をなす︒時しも若党両人口論なし︒双方云募捨

おきいとまぶにんおもひたちじ

がんしょくするどたちあがかたなとりたいおんの坐しりおのれにく

まちやはしらしな人︑もとめときめのとおくまあり

なにぴみてうるすわかたうしろたぎ

ベんたうさけさかなとうとりもたいでゆきあとあにいもとはるひながつれ人〜

ふだいわかたうのこ

米吉を伴︒下々は男女残ず供につれ︒譜代の若党壱人残し︒

なんによのこらとも

すべきやうなく︒一向涙にくれにける︒錦二郎夫婦家内一
とうたげめあてしがいとりつきなきしづみ
統の歎き目も当られず︒死懐に取付泣沈けるが︒さてある

弁当酒肴等取持せ出行し︒跡には兄妹春の日永の徒然な

のべいつぺんけふりとしわづか←さいあはれ

あくじせんりはしりたれひやうじぎうしなへ

ありきつねた上りあうぷんありかりゐてつらなりめんノ︑

めきちともなひ

べき︑オ﹂︵挿図皿︶﹁新船が孫小太郎帷病の図﹂︑ウ血オ﹄

れぱ︒何ぞ美味を調じ留守ごとせんと︒若党白多義六に申

置がたく暇をとらせけり︒無人ながら思立しことゆへ・次
なんかうすけむすめそのふめのとるすおききんふうまごく
男香輔︒娘園生︒乳母ともに留守に置︒錦次郎夫婦︒孫久

ことならねば野辺一片の煙となす︒年僅に八歳哀と云もお

おらふねまごくわいびやう

るか也︒悪事千里を走︒誰云ねとも兵司は義を失ること

付︒町家へ走しめ品々求しむ︒時に乳母奥の間に在しが︒
そのふようありひとまたちいでがうすけびつくたちまち
園生に用有て一間に立出けるを︒香輔見るより恂り︒忽

ひとかうゑやうそねむやからいるｊ︑おおいひ

有て︒狐の崇あるよし風聞有︒狩の射人に列し面をも︒

顔色尖く立上り︒刀おつ取大音に罵けるは︒己吃オ﹂憎

間三寸許切込ければ︒あつと云て臥転を︒起も立ず乗懸︒

げんばかりきりこぶふしまろぶおこしたてのつか上り

ふるぎつねわれおたのが垣きうらめのとみ

他の高名を猜族は︒色々尾に尾をそへ云もてはやす程に︒

き古狐又我にも仇せんとや︒遁すまじと抜打に︒乳母が眉

しやけいめいよかへつあくひやうおよひきんがうもんていあまありし

射芸の名誉は却て悪評に及︒近郷に門弟も余多有しも︒自

然と鰊︒入来者なかりしは︒ぜひもなき次第也︒兵司は家

又一刀刺通す︒七転八倒苦むを︒のぶとき狐めとさいな

ぜんうとくいりくるものしだひひやうじか

内の手前といひ︒心麓々として在けるが︒又も心を取直し︒

む物音に︒妹園生何事やらんと︒走来みれば悲や︒乳母は

さいたもつわらおはるいのちてんすうなん

こそくあいおぼれきんふうふこ上ろつようまれ

を静給へと︒後より抱留を︒香輔かへりみて︒こしやなる

んと︒又振上るを妹は驚︒こは兄貴には狂気し給ふぞ︒心
しづめうしらだきとむるかうすけ

ふりおぐいもとおどろきあにききやうきこ坐る

あけそ承ふかでくるしかうすけいかり支なこきつねごろしくれ

ちのおといもとそのふな仁ごとはせきたりかなしめのと

ひとかたなさしとおしってんぱつたうくるしきつね

百歳を保も︒藁の上に終も︒人の寿は天数にか上る︒何ぞ

朱に染︒深手に苦む︒香輔怒の眼に此狐なぶり殺になし呉

ないてまへこ堅ろうつノ︑ありこ上ろとりなを

姑息の愛に溺んやと︒錦次郎夫婦をもいさめ︒心強き生ゆ
ひがらたつめしでうきた史ちゐあるとききんむかつ
へ日柄の立にぞ召状の来るを待居けり︒或時錦次郎に向て
われきんｊ︑蕊やこめさたうちかへらはかりなんぢ
我近々都へ召れば︒当地へいつ帰んも量がたし︒汝らも又
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こぎつれおのれおやぎつねいつしよじゃうぶつうしろづきつけ

いもとつきぬかたをれふしかうすけ

子狐︒己も親狐と一所に成仏せよと︒後突にぐっと突ぱ︒
よろこおもひかたきうちとつおやこぎつれくびはねおい

むざんや妹はあばら方突貫れ︒がばと倒伏たりける︒香輔
大に悦び︒思し敵は討取たり︒親子狐の首を刎︒せめて甥

ばかたむけひとりき

小太郎が墓へ手向んと︒独つぶやく処へ義六皿ウ﹂種皇貝物

おくしゆじんむすめうばおけそ象

して立戻何心なく奥をみれば︒主人の娘乳母ともに朱に染︒

かうすけちがたなふつきやうききやう
かたはらぼちはいひとつかみめつぶうつ

香輔は血刀振て狂気のごとくみへければ︒大に仰天し・か

しこくも傍に有し火鉢の灰一掴︒眼潰し打て︒つと立入︒
かうすけきＬうでねぢかたなとりたすきとつて・ばや

かたしとめおもうしろぼんぐうないしちふなちかたき

ありさ・王われふしんちなみだ注があしずり

方仕留しと思ふ後方︒本官の内侍狐なるぞ︒父那智白の敵
おぽへよぱはくみつくきつねこれうしろづきとめ
覚たるやと呼り︒組付狐あり︒是も後突につき留しかぱ︒
くびきりおいはかたむけおもひのちぱうぜんゆめ
首を切甥が墓へ手向んと思し後は︒忙然として夢のごとし︒

今此形勢我ながら不審はれずと︒血の涙を流し︒足摺して

歎けるぞ道理なれ︒義六始終を間︒籾は狩場に射留給ひし︒

なげきだうりぎしじうき奥かりばゐとめ

らうこわざちがひにくちくしやうおくいかり

老狐の業に違なし︒憎き畜生め︒此ま上置べきかと怒けれ
あとかたそらふくか・ぜたとぱかりめかたき

ばてまづなにおやだんなこのこと

共︒跡方もなき空吹風の音斗︒目ざすあてなき敵なれば︒

あきれ果たるが︑ウ﹂先何にもせよ︒親且那へ此事御しらせ

あんじわづらひやうノ︑こ﹂ろしつかうすけ

おもへおりふしぶなるすゆへかうすけわればかり

香輔が利腕棯上︒刀をもぎ取︒そばなる澤を取て︒手早く

申くしとは思ども︒折節皆留守故香輔と我斗︒すべきやう

わかだんなまいりけんざいいもとご

たいへんどんどだうだんなりうへぜ

エ リ リ

りやうてくユリすこしうごか

両手を縊少も動さず︒せきにせいて申けるは︒こはそも

なくいか■せんと案煩︒漸心を静め︒香輔に申やう︒

めん老きいもときふしよいたでいきたえ

ぬ思ながら︒介抱すべき者もなきま坐︒涙ながら疵口を木

おもひかいはうものなゑだぎずぐちも

共︒外に人なければ︒為方なく出行ける︒香輔在にも在れ

ほかせんかたいでゆきかうすげあるあら

頼んは一大事也と懇に申含香輔が手を解︒跡に心は残れ

たのまだいじねんごろふくめかうすけてほどきあとこＬろの︾﹂

某は一走旦那の所へ尋参︒急ぎ御供申くし︒今人手を

それがしひとはしりだんなたづねまいりいそともいまひとで

非もなし︒まだ御二人共息ある躰なれば︒能々介抱し給へ︒

ひふたりいきていよくノーかいばう

誠に思よらぬ大変︒言語道断と申ながら︒かく成し上は是
ユー圭声﹂︲〆︼

若旦那には︒いかなる天魔の見入しにや︒現在の妹子と︒

う
ばきやうきしさいありてい
乳母を御手にかけ給ふ︒狂気ならずは子細あらん︒有躰に

あ仰らふ
せざつかうすけた苫き
れよと︒にがり切て申ければ︒香輔は唯うっとりと気
画けものえたりしやうきつき

抜せしごとく︒物も得いわで在しが︒や上有て正気付︒此

ていはじめおどろきなきこれせん

おくまおもひおそるふるぎつねきば

躰を見て始て僻︒泣かなしみ︒是はいかなることぞや︒先
こぐなんぢつかいあといもとだいところおこしありわれ
刻汝を使に出せし跡にて︒妹は台所に火を班オ﹂熾在︒我此

ゐ

だわれとびぜんかり

綿一一て巻︒さま人〜すれ共︒妹は急所の痛手に息絶たり︒

処に居けるに︒奥の間より思もよらず︒怖しぎ古狐︒牙を
むき出し︒我に飛か皇らんとせしゆへ︒籾は以前の狩に︒

乳母の側により添労れ共︒数か所の深手に悩乱し空しく成

うばそばそひいたわすしよふかでなうらんむななり

父の矢先に死せし狐が︒又も仇するょと︒抜打に切付︒大

ち坐やさきしきつれおたぬぎうちきりつけ

−1Qq−

かうすけこＬろてつぢやううたほお

かたづけこしもとばしたぼくじうひつおし

ｊ︑に片付︒腰元端女僕従︒うろたへながら引かたげ︒足
ばやたちかへりおなまくらあいはてゐ・三なんどちしほ
を早め立帰朶れぱ︒三人同じ枕に相果︒居間も納戸も血汐

ぬ︒香輔は心もせまり︒鉄叫オ﹂杖に郷れ︒骨をひしがる入

思ひ︒唯独立たり居たり︒うろノー〜せしが︒所せん父兄

にて︒象るも中々哀也︒兵司錦二郎夫婦狂気のごとく︒余

おもてあわすかたなさかてばらおなまくらばて

おもたｘひとりたつゐしよち呉為に
へ面を合べきやうなしと︒刀逆手に腹かき切︒同じ枕に果

のことに言葉も出ず︒義六は香輔が躰を見るより︒籾はし

みるすへんある

のとやかそら

よもうちながめはな

うきめひごろがうきこＬろ

承しゆつせしそんかうえいお

︑ぢよめいけいやく

於て︒ふと身の出世︒子孫の後栄を思ひ︒助命の契約せし︒

おゐ

んとて︒一度ならず憂目を見ることよと︒日比剛気の心も
セわふりやうがんなゑだうかかないものわれしＬがりぱ
焼︒両眼に涙を浮べ︒家内の者へ申けるは︒我猪狩の場に

いちど

母を斬て切腹する図﹂喝ウ耐オ﹂挙を握悔ける︒兵司其外
へんし玄つくわしかたりひやうじくやみぼ女れもとめ
へも大変の始末委く語ければ︒兵司大に悔よしなき誉を求

ぽきつせつふくこぶしにぎりくやみひやうじ

変に変を累る浅ましさと︒晦オ﹂︵挿図妬︶﹁新船香輔妹と乳

へんへんかさぬあさ為らふれかうすけいもとう

へ
んたのまいそともはや
変うかつに人も頼れず︒急ぎ御供申せしに︒早まり給ひて

なしたり残念也︒かくあらんと跡に心の引れしが︒斯る大

ざんねんあとこ型ろひかか坐

ことばいでぎかうすけてい

なかＪ︑あばれひやうじきんふうふきやうきあまり

たりける︒

おらふねたくおほやけねんぐきんふんしつ

新船が宅に公の年貢金を紛失す
あしたくれなゐかんぱせよほこゆふくばくこつ
朝には紅の顔あって世に跨れ共︒暮には白骨となって

おれのくつるばるゆめうちな
ひやうじかみ

荒野に朽とはあれ共︒いまだ春の夢の中の名をのがれず︒

のや三せうえうえいぐわちのぶこ坐ち

兵司は神ならぬ身の︒留守に大変有もしらで︒長閖なる空

むまこくすぐさきみだれはなもとせんしきよういもたひさ上えとり

に野山を道遙し︒一日の栄花に千とせを廷る心地︒其日も

︶ブさ

午の刻過れば︒咲乱たる花の下に穂一を敷・用意の甕小筒取
ひろたにんまじへひさ

那智白狐を射留しより︒かく迄無念なることにあふは︒返

なちじみぎつねゐとめむれんかへす

下に帰んことを忘るＬは美景によって也︒樽の前に酢を

人〜も心外なれ共︒眼に糸へぬ狐の魂塊を︒敵にとるべき

わすびけいそん主へえひ

すふむこれはるかぜらくてんくくちずさひさけ
皿ウ﹂勧るは是春の風也と︒楽天が句など口号︒酒く承かわ

魎を退る祈禧を頼くしとて︒先早打を以執事へ届に及け

もとかへら

弘め︒他人交ず久しぶりの憂はらし︒四方を打眺つ上華の

し興に入し向より︒風のごとく駈来るは若党義六︒狐は都
めしでうきたりまつところいきはせつきだんながたるす
が召状の来しやと待処へ︒一シ息に走着︒旦那方の御留守

れぱ︒狐狸の崇にもあれ︒乱心にもせよ族を殺罪軽からず

おもひ

へん

わけぶちたＮいまたちある

翠なノ︑おどろきしょくもつ

かうすけじがいうへけいくわへひやうじおぼやけ

とりたふりらんしんぞくころすつゑかろ

〃やうしｈぞくきとうたのむまづはやうち咽ってしつじシ｜又けおよび

やうもなし︒此上は熊野権現へ立願し・家内守護︒鬼魅魍

このうへく讃のごんげんりふぐわんかないしゆごき説もう

しんぐわいめきつねこんはくかたき

に︒思よらぬ大変の候︒訳は道々申上ん︒唯今御立有べし

といへ共︒香輔自害の上は刑を加ん処なし︒兵司こと公

しく

きよういりむかふかぜはせくわかたうぎゑやこ

と︒あわた上敷申にぞ︒皆々驚心ならず︒食物などそこ
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たいふちうぎおひ．／︑とりざたよるし

へ対し︒不忠の略ウ﹂義あらざれ共︒追々取沙汰も宜からず︒
きやうかうばんたんこュろつくあつしゆびもってほかあしみやこめさ

向後万端心付くしと有て︒首尾以の外悪ければ︒都へ召
おもひなり
ひやうしたくのべおくり
れんこと思よらず成にけり︒されば兵司宅には︒野辺送
いとなゑぜひひがうしもうれいついぜんくやうれんごろ

らうぽきんらうもうせうにぎほうこう

壱人の老母あり︒近年老菫して小児のごとし︒義六奉公の

あいだやういくかうしんちつさたみやこ

せいひやうゐてえらはしよこくめしでういでひやうじ

間に養育する︒孝心又厚かりける︒籾も沙汰のごとく都に

は精兵射人を撰れ︒諸国へ召状出けれども︒兵司ことは

にんじゆもれのぞ承たえたの承つきふゆなかば

人数に洩ければ︒望も絶頼も尽ける︒其年も冬のＷウ﹂半に

だんざうどうやく柔やこぢさんじやうなふばんあたりおひむらしやうや

ふれたうひやうじたくとりあつめばんたうごくざいちうぶしきしべ

至︒紀州御領御年貢金収納時ゆへ・同役申合例の通一国へ

いたりきしうごりやうごねんぐきんしゆなうどうやくあわせれいとをりいっこく

営しより︒大勢非業に死せし亡霊の︒追善供養懇にな

触ける︒当年は兵司宅取集の番にて︒当国在住の武士岸部

義六と云は︒兵司が父の時︒若気の迷にて︒秘と密通し︒

民を召て︒日毎に代らしめ仕けり︒こ坐に譜代の若党白多

あはんと恐れ︒又は気味も悪く◎追々暇を乞て仕る者なく︒
あらたかＬへき里おぢきたるものしいしはいしよりやうのう
新に抱んとすれば︒聞怖して来者なし︒強て支配所領の農

大勢百姓を召置︒勤番厳重に申付︒兵司床の前に座し守

けるゆへ︒金子は兵司が居間の床にさし置︒錦次郎と代を
ちうやあい主もりかつてむらやくにんねばんたくくち
昼夜相守︒勝手には村役人寝ずの番なさしめ︒宅の口々は

いたし︒明後日岸部団蔵馬を立て︒都へ上納すべしと談じ

方︒数千両の金子を納ける程に︒兵司宅にて同役立合封印

きゑわるおひノーいとまこひつかへもの

いつしか女懐妊になりけり︒武家の提厳しく答むくきを︒

居けるが︒夜も丑満比︒頻に眼気さしけるゆへ・急度心を

おそ

くまのしゃけたのみごあんぜんいのりきく

し︒熊野の社家を頼・此後の安全を祈ける︒此ていを見聞
こしもとはしたしもぺいたるいへあらめんｊ︑なん
腰卑女僕に至まで・此家に在は面々も︒いかなる難にか

穏便の斗ひⅣオ﹂にて︒秘には隙をとらせ︒義六には異見を
くわへつかひおんかんたいせつつとめしかをんなおやもと
加仕ける︒此恩を感じ太切に勤けり︒然るにかの女親元

空眼な
ことづろうこかくおほへ
を閉ると肥オ﹂︵挿図略︶﹁老狐金を隠す図﹂肥ウ血オ﹂覚

ぎ

ひやうしち聖わかげまよひこしもと采つつう

くわいにんぶけおきてきひとが

おんびんばからこしもとひまぎゐけん

ちつなんしうみおやまごふびんおも

のうかやういくりんよきわかものなりえんりよ

こ入るづけくつたいせつつとめしゆしようしむていぎ

ぜいひやくしやうめしおききんぼんげんぢうひやうじとこ玄へざだもり

ようしぷつころしきりねむけきっと

おこたらしだいひきいれおもわしら

弥さねうへばこふう膳しきりふたひらきおきこれおとろ会↑あらため

つけ怠じとするに︒次第に引入らる＆ごとく︒思ず知ず

ゐ

錠をかけ︒鍵は兵司手元二置家の廻は盗賊火の用心の為︒

じやうかぎひやうじてもとおきいへまわりたうぞくひようじんため

きんすひやうじゐまとこおききんかわるノ︑

ゑやうこにちきしぺだんさうむまたて駅やこなふだん

すせんりやうきんすおさめひやうじたくどうやくたちあいふうゐん

に在て︒男子を産けるが︒女の親も孫のことゆへ不便に思

めひろきこれおこたつか．ね．硯こめつく
しが︒ふと眼を開扱々是は怠たりと︒金箱に目を付れば︒

団蔵と云同役︒都へ持参上納の番に当ける︒追々村を庄司

ひ︒農家に養育し・隣太郎とて能若者と成たれども︒遠慮
おもてむきおらふねいへつうろひやうじはじめかほうち
して表向新船の家へ通路もせざれぱ︒兵司始しらぬ顔に打
すぎもとよりぎかるき走れちうていせついたりしゆじん
過たり︒元来義六軽には希なる忠貞︒此節に至ても主入た

重し上の一箱封押切︒蓋を披置けり︒是はと鷲改みる

ぷんめしひごとかわつかひふだいわかたうしろた

ちへ心付︒別して太切に勤げるは︒殊勝なる心底也︒義六
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︵討函巨巴
1 ， 局

一人Oイー

しわざひやうじいきとしつき

が所為たるべしと申にぞ︒兵司大息つき︒此年月つゐに一

なかきんすせんりやぅ此時いまた小判なと無之ふんしつふしぎ

に︒中の金子千両砂金を目にかけ遡川す紛失せり︒不思議なる

度もか上る不覚を取たることなきに︒六十に近き今に至︒

大金の紛失︒たとへ此節の上納を延し︒重宝武器を売払た

はるすどふかうものいりおほらうこしやうげはらは

ちくるいゆへちじよくうるむれんせんばんゐこんこのうへこと

ふかくとりちかいまいたり

ょひ主もりゐいさ奥かまなことちまいすま
かな・宵より守つめ居て︒叩眼を閉ける間に盗れしや︒

畜類の故に恥辱を得こと︒無念千万意恨此上やあらん︒殊

よりしやうやよひたつつぎまひかへやうすき坐ぎやうてん

けるは︒私共此処に在誰にても立入し者なく︒何の物音も
がてんまいらかないのこらおきいてしよｊ＼さが
仕らず合点参ぬことに候と申にぞ︒家内残ず起出︒所々捜

りとて︒千両の金を得べからず︒同役立合て封印せし金箱

すぢじゃうなふふそくひのべおきとりはからい

かたよくｊ︑ぶうんつきまなこちそ塁ぎいかり

ぎん氷

ひらかおまつさへとうぞくあいしれいひわけなりたうぞく

せんりやうかねうとうやくたちあいふうゐんかねばこ

たいきんふんしつこのせつじゃうなふのぱぢうはうぶきうりはらひ

もとむほどのちてんじやうゆかいたあげえんした
し求る程に︒後は天井をはなし︒床板を上て橡の下迄︒くま

を披れ︒剰盗賊も相知ずと云訳も成かたしせめて盗賊

わたくしありたれたちいりものなにものをと

ど

他方盗人立入んやうもなし︒番の中に曲者あるにやと︒年

ほかぬすびとたちいらばんうちくせものとし
寄庄司を呼立れば︒次の間に扣て此様子を聞・仰天して申

に春が数度の不幸に？﹂あひ︒物入多く︒老狐が障礪を穂
かぢきとうくわへつかいふによゐひつばくおり
んと︒加持祈祷にまで貯も遺はたし︒不如意逼迫の折から︒

人︑尋れども︒猫のく堂りし穴もなく︒何の怪き躰もなし︒

を吟味なすべき筋ならば上納の不足を日延なし置︒取斗

たくおもてきんばんひやくしやうたつぬいぬいつひきたいり

みなとはうくれわかたうぎ

きんふうふことばいでもく︲ねんゐ

方もあらんに︒能々武運に尽はてたりと︒眼に血を灘て怒
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たづぬねこあななにあやしてい

宅の表に勤番せし百姓共を尋るに︒犬壱疋も他より入し
ことなしと申にぞ︒皆々途方に暮たれける︒若党田ウ﹂義六

ける︒錦次郎夫婦いかんとも言葉も出ず︒黙然として居た

それがしつらノ︑あんこれなかノ︑にんげんわざ

申やう某情案ずるに︒是は中々人間の業にあらず其ゆ

鋤ウ﹂

二之巻終

りける︒

しやうぜいそとまもりうちいるかなわとじまり

白多義六忠義盗賊と成て獄に鑿る

しろたぎろくちうぎたうぞくなつひとやつ虻が

那智の白糸巻之三

へは百姓大勢外を守︒壱人も内に入こと叶ず︒戸〆どもは
うちとざしかぎだんなありたたうぞくいりやぶ
内より鎖︒錦は旦那に有他が盗賊入しならば︒破れたる所も

す采よひうちま上しからぬすむ

かないわたくしつぎねばんしやうやほか

あらん︒隅よりすゑ迄宵の内とざせし侭なり︒然ぱ盗べき
人は︒御家内私井に御次に寝ずの番せし︒庄司三人の外に

わたくしぬすぶとるほかもちいづかなわ

なし︒私か此三人盗取にもせよ︒外へ持出ること叶ず︒此

やうちかくおくそれたいきんおくてん

家の内に隠し置迄なるべし︒夫も大金は置べき処なし︒天

じゃうゆかいたこわしたやしまったくいぜんらうこ
井床板迄殼見れ共怪きこともなければ︒全以前の老狐

奇報
話響

三十八『那智白糸』

こ上ろおんため

韓識誠郷が癖艇し︒儲蓉豫尹が隼を鍵ぜしも︒心は恩の為
いりちぎよつかろあらふねわかたうしろたぎ
につかはれ︒命は義に依て軽しとかや︒新船が若党白多義
らうぽぎんほんらうもう﹂せじぱ・フぎ
六○壱人の老母近年老毫して︒世事を忘せしを︒義六あつ

かうやうあらふねかないちうかうものふびんくわ

ひやうじてく承かんがへあるぎひざもとよりせ・︐おんさＬやき

く孝養するにぞ︒新船が家内も忠孝の者とて︒不便を加へ
めしつかひこのたびへんじいできいつけしんつうかた
召仕けるが︒又も此度変事出来て︒一家の心痛大方ならず︒

兵司も手を組て考在︒義六膝元へすり寄︒小音に私語け
たｒいまあふせおもむきひつじゃうたうぞくいりまぎれわけ

すぢたづねひやうじこたへたうぞくけつわうくわんくち人︑

るは︒唯今仰の趣必定盗賊入しに紛なくは︒御申訳の
いだきびぎん承どうやくたり・承なふきんふそくひのべねがひ

筋候やと尋けるに︒兵司答て盗賊に決せぱ︒往還口々に

とりつきけやしいったんやすせいおし

り取付︒早まり給ふな︒死は一且に易く︒生はかたしと押

と
むざもつともばらめさきん
留る︒此時義六御尤に候へ共︒御腹召れたりとて ウ﹂金

らうぼばごく恐◇へつあつあわれみめしつかはおくおくりぶふ

すいでいへわたくしねんらいおんかうむりこんにち
子出ざれぱ御家立んやうもなし︒私年来御恩を蒙今日

迄老母を育別して厚き御憐にて召仕れ候御恩送に身不

せうきんすたうぞくなわほどだんざう・

わたくしろうないなに低どがうもんもとよりぞんぜきんすゆく

肖ながら金子の盗賊となり縄にか入り候はん程なく団蔵殿
ちふせなわつきわたし
いで
御出あらぱ︒かやうｊ︑仰られ︒縄付にて御渡候へ・たと

へ私牢内にて何程拷問せらる生共︒元来存ぬ金子の行衛︒

はくじゃうしすいほかしからいへ

むしいか︲ばやなわわたくしじゆろううち

白状すべきことなければ︒死刑の外はあらず︒然ば御家も
たちしゆじん︲恥くつでうあることわざせ・フむしころ
立︒御主人の御身も御別条有べからず︒諺に小の虫を殺し︒

しやくようしゆだんでききんすじやうな﹄ふわたくしいのち

大の虫を生すと申せば早く縄をかけ給へ︒私入牢の内に︒

こい

御借用の御手段も出来んには︒金子上納めされ︒私が命
しんていむにおもひこんひやうじきん
乞をなし給へと︒心底無二に思込で申けるにぞ︒兵司錦
ふうふかんるいそでひたもつものけらい

次郎夫婦も︒感涙袖を浸し︒持べき者は家来なり︒２オ﹂
しろたぎろくぼしがうもんのずしすわする

︵挿図Ⅳ︶﹁白多義六母子拷問之図﹂２ウ・３オ﹂死とも忘まじ

小身の若党︒其上老母もあれば︒一人の命にあらずといへ

ちうぎさふらひごろしこと
なんぢしんし
き汝が深志︒か坐る忠義の侍を見殺になるべきや︒殊に
せうしんわかたうらうぽいのち

ぎうらめわたくし承いやしこＬろいやしこ塗るさし
は︒義六恨しけに私身は卑けれ共︒心迄賤からず︒志
たいしゆこぐしゆからうしょくはづなち承やまかり

は大守国主の家老職にも恥べきかは︒そも那智の深山の狩

L U ジ

人を出し厳しく吟味し同役に頼上納１オ﹂金不足日延を願︒

そりうらくさわけぞくめしとるきんすふんじつぶれん

かめいめつば﹄フいたしかるこれねこいつひぎほかいらま

其内には草を分ても賊を召捕くし︒金子紛失に付︒不念の
さっとかうむきんすべんなふおよぱもしたうぞくていらひ
授度を蒙るとも︒金子弁納に及ず︒若盗賊手に入ずは︒日
のべうちぶきかざいしろべんなふふかくわ・わひとる
延の内に武器家財を代がへても弁納せば︒不覚の笑を取の

糸にて︒家名滅亡に至らず︒然に是は猫壱疋外が入ず︒魔
障の所為に消失たるなれば︒盗取れしとは申立難し︒最早

しやうしわさきえ︐せぬすみとらたてがたもはや

明朝は同役岸部氏支度して来るべし︒然るに金子を失ひ︒

承やうて︒﹄どうやくきしくうぢしたくきたしかぎんすうしな

たづぬてが里りぱうぜんゐよあ．けま

いさぎよくはらきりあいはてかくどかくほつどんうへＬ・ばし

尋べき手懸もなく︒忙然として居らるべきや︒夜明ぬ間に

潔腹かき切相果ん覚悟也︒斯発言する上は菅もためら

すでかたなてきんふうふさゆう

ふへからずと︒既に刀に手をかくるを︒錦次郎夫婦左右よ

−1qq−
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ちうせつくれ人︑くわ・ふんなくノ︑ぎからめ

主人方の御身に逼は︒命を捨御身代にも立べき覚悟︒婦は

を見離退ども︒私に於ては若も此上いか成変災︒御

度にて入来けるに︒兵司出迎挨拶終て申けるは︒一昨日〃

束の日になれば︒横雲の比︒岸部団蔵供人余多ぐし︒旅支

て盗賊の躰になし置けるは︒不便と云も余あり︒程なく約

け︐くわいへんうちつ上きはう．ぱいみなみおそおひしゆじん

己を愛する人の為に容をつくり︒士は己を知人の為に命を

御年貢金勤番︒昼夜相守処に︒夜半過頻に睡眠気ざし候

たうぞくていおきふびんあまりほどやく

くせん︒かく迄の忠節呉々も過分也と︒泣々義４オ﹂六を搦

授と申さずや︒私御当家譜代の身にて一方ならぬ御恩に

間︒心配に労し故と心付︒猶眼を皖て守ながら思ず川ま

くらより︒希有の怪変打続傍輩皆身を恐れ︒追々御主人
ぱなししりぞけわたくしおゐもしなるへんさい

預・今御一大事を余所に見べき謂あらんや︒老母が歎は

どろみ︒忽驍さめてみれば︒金箱の封を解蓋を明︒中

おのれあいためかたちしおのれしるためいのち

きづくわたくしたうけふだい承ひとかたおん

あづかりいまだいじよそいわれらうぽなげき

ちうかうふたつまつたきえ

まげたうぞくちうぎきふいるけ

とくＪ︑す典むひやうじおやこいらへな熟だ

じきものうたが︾﹂Ｌろあらしきりがんしよくつれ

かないずぶ人〜たづぬあとかたないぐわいばんものたれほかたら

きんすりやうふんしつたうぞくいりひまてんじやうゆかこぽ

たちまちおどろきかねぱこふうほどきふたあけなか

あいだしんはいつかれゆへこ上ろづきなをめみはりまもりおあわいさ上か

ねんぐきんきんばんちうやあい・差もるやはんすぎしきりすいめんき

たくいりきたりひやうじでむかへあいさつおばつさくじつ

しの典めこ︾っきし↓へだんざうともにんあまたたびじ

さることながら忠孝いづくんぞ両な３ウ﹂がら全ことを得

の金子千両紛失す︒盗賊入し間もなければ︒天井床迄穀

しき

ばかりぎこへはげまいひかた人〜どのぞん

そくひ

ん︒狂て盗賊になし︒忠義を無になし給ふなと︒聞入る気

しゆじんかたゑせ︑雲らいのちすて熟がわりたつかくどふ

色なく︒はや疾々と勧るにぞ︒兵司親子答なく︒涙にむせ

ち︒家内隅を尋れ共跡方なく︒内外番の者も︒誰も外方立
いりていせんはうっきところけらいしろたぎひごろしやう
入し躰なしと申ゆへ︒為方尽たる処︒家来白多義六日来正

承れんそれがししよぞんかたなひきぬきわがかたふかん︑きりこみ

ぶ斗也︒義六は声を励し︒云がひなき御方々︒此期に臨で

きりとめ

し典ごにちしようこいけどりきん

と︒いかな﹄︑白状せず︒依て貴殿御苦労に候へ共︒金子
じゃう厳ふこのものめしつれごんじゃうふつふそくぶんたう
上納ながら此者をも召連られ︒一々言上有て不足分は︒盗

はくじやうよつきでんごくらうきんす

よし白状に及ゆへ︒其者の住所を尋るに︒命に代て申まじ

はくじやうおよぶものぢうしよたづぬいのちかへ

すまぬすみとりどうるいそとおつかわや章どすこしうけとりもちさり

すありかきうめいいたすところかねおわどうるいありすこしゆたん

うち

の壁を破・頓て逃出んとするを各ければ︒手向仕るゆへ抜

やがにげとがめてむかひぬき

直者ゆへ疑ふ心も有ざりしに︒頻に顔色常ならず︒床下
まなこ

未練也︒いざｊ︑某所在候と︒刀引抜我肩を深々と切込

打に４ウ﹂切留たり︒死ては後日の証拠なきま坐︒檎て金

ぜひたうそくの︒かれきりつけ

ばや砥どふかでたすかおもひいぬじに

とり

ければ︒皆々僻き︒こは狂気せしやと取すがるを︒眼をく
だしょせんき入いれたｒいまあいはてかくども
わつと見出し︒所詮御聞入なくは︒唯今相果ん︒覚悟︒最

子の在所を糺明致の処︒兼て申合す同類有︒少の汕断を見

きやうき

早か程の深手にて︒助らんこと思よらず︒狗死させ給んょ

済し盗取︒同類外に在て︒同の窓が少つ巣請取︒持去たる

承なｊ︑おどろ

り︒是非盗賊になし︒遁んとせし処を︒かくのごとく切付

おふせいよノ︑しなよかかくきＬいれ

給ひしと仰られば︒弥其品能るべし︒斯しても御聞入な
こんじやういとまどひはらつきたてちうぎこつ
くば︒今生の御暇乞と︒又も腹に突立んと︒忠義に凝たる

志︒無下にせんも不便の上の心残と︒此上は汝が申如

こ且ろざしむげふびんこＬろのこりなんぢごと
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ぞくぎん翠耐別あいだ判ひのべｊねがひだんざう別咽州ぎやうてん

ごめかうむりやくにんしようゐんめしとりつれゆき

これは御免を蒙たと申せ共︒役人承引なく召捕連行け

それきかんぜんらうぼがうもんほ塁たすけお も
り︒夫より義六が眼前に老母を拷問し・母を助んと思は堂︒
どうるいゆくはくじゃうせめとはぎおのれ象うしざき
同類の行術白状すべしと責間れ︒義六己が身は︒牛裂にせ

ばんおれどうるいそとおつおくじとがめいぶかしこ

せつしやかね人︑そんず桑ぎていくせ恥のそとぜい

六事は︑拙者も兼々存る処︒右躰の曲者ならず︒外に大勢

らる上共︒覚悟の前なれ共︒老母年積て小児のごとく成居

賊吟味の間︒日延を願給るべしと申ければ︒団蔵大に仰天
まことぞんじしだいしんつうさっしいると↑﹂ろぎ
し︒誠に存よらぬ次第︒御心痛察入所也︒さるにても義

番も有ぱ︒同類外に在ての悪事を︒見各ざるも不審と︒小

るを責られ︒眼もくらみ︒魂も飛心地すれ共︒いかにせ

せめめたましゐとぶこ当ち

きんすゆくさきいふたれたうぞくどうるいしれ
ん金子の行先云べき種もなければ︒盗賊の同類知ざりけり︒

くびかんがふところわかたうぎたかてこていましめひきすえ

かくど左へらうぽとしつもりせうになりゐ

首をかたげ考る処へ︒若党義六は高手小手に禁引居ら
ひやうじたがはかたさきふかきすひやう

借用なし︒漸に金千両調達しければ︒都に持参し・盗

しやくようやうｊ︑きんせんりやうてうだつ糸やこぢさんたう

はうかざいぶぐはくしんしやうかぎりうりはらたらところむり

ひしがる上苦患︒いかやうにもして助んと先祖より伝し重

くげんたすけせんそつたへちよう

おらふねひやうじいったんところすまちうぎけらいらうほ催ね

る入をみれば︒兵司が申に違ず︒５オ﹂肩先に深疵あり︒兵

新船兵司一旦の処は済したれ共︒忠義の家来︒老母迄骨を

てんまいりかわりふかくあり

ぎでんあふせものへいじつじつていこ上ろゆる

司申けるは︒貴殿仰のごとく︒此者平日実躰ゆへ心を許せ

宝の家財武具馬具︒身上限売払ひ︒足ざる処は無理なる

じ

しに︒いかなる天魔の入替けん︒か入る不覚の有さまと︒
かれこれとりつくろだんざうなにふしんおもへわけたて
彼是取繕ひ云けるを︒団蔵何か不審には思ども︒訳さへ立

その恥おつどきどくせんばん

６ウ・７オ﹂厳しく相尋れ共未求得ざる処︒手前屋敷菜園の

は永牢に処せられ︒兵司は家事取締宜からざるより︒か

ゑいろうしよひやうじかじとりしまりよるし

司金子を受取︒其後罪科決断の時︒老母は御構なく︒義六

漣んきんすうけとりその典ちさいくわけつだんときらうぽかまへぎ

御慈悲を以て彼母子助命の処︒偏に願奉ると申上たり︒有

じひもつかのぽしぢよめいひとへねがひやく

日に取出さん謀と見へ候︒何れにも金子見出し候上は︒

せしと申も偽にて︒いか堂の巧にてか手近に隠置︒後
にちとりいだばかりこといづきんすゑいだうへ

いつわりたくみてぢかくかくしおきご

きびあいたづぬいまだもとめえてまへやしきさえん

賊の同類を６オ﹂︵挿図喝︶﹁新船兵司が宅へ上使来る図﹂

ぞくどうるいあらふねひやうじしやうしきた

ぱ其身の越度にもならざる骸︒扱々気の毒千万なる事とて︒
きんすあ．らためうけとりぎげくわ兵びきずとぢけいごにん
金子改て請取︒義六は外科を呼て疵を鍼させ︒警固の人
ぶましかれこれひるどきおよび恥やこばつかうほどゆき
夫を増て︒彼是昼時に及︒都へと発向しけるが︒程なく行

うちうづ氷おきたづねうけらいはくじゃうどうるいわた
内に埋置しを尋得る処也︒しかれば家来が白状︒同類へ渡

きしぺき一︶くわたひとや

ねがいのとをりひのべあいかなひどうるいゆくきびしくぎんみむねあふせわた

いたりものなりおさめたうぞくしだいごんじゃうじゃぅ粒ふちいすゑひやうじ

至︒御物成を納・盗賊の次第一々言上し︒上納相済兵司
ぎぎんごく

願之通日延相叶︒同類の行衛厳敷吟味すべき旨仰渡され︒

らうぼめしとるやく庭んきしういたひやうじわたし

義六は禁獄せしめ︒岸部は帰国申渡されたり︒扱も囚獄の
ぎせめとへさらはくじゃう
やくにん
役人︒さま人〜義六を責間ども︒更に白状せざれぱ︒此上
は老母を召捕くしとて︒役人紀州に至り︒５ウ﹂兵司に申渡
かれば型きんねんらうもうにんじわきまへなにとぞ

けるに︒彼が母は近年老毫いたし︒人事の弁なし︒何卒
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およぶきこぐうへへいもんつかまつるらくぢや

めいたつときひやうじなんじかさねしんしやうてうすく
命を達せしむ︒時に兵司はさま人〜難事を累︒身上は手薄
なりかたうでたのみぎゑいろうつながおやこきこけさる
成︒片腕と懸し義六は︒永牢に繋れ︒親子樹より転たる猴

さらすぐやかあやし象らうぽせんごぼうな漣とふ

ひやうじらうぽいたわりさぞせめくるしみつかれおもふ

けり︒兵司は義六が老母を労︒珈責に苦疲たらんと思に︒

のごとく︒昼夜悲歎暮す処へ・菌部斎藤の両士上使と

入ることに及に付︒帰国の上閉門仕べきよしにて落着し

更に健なれば怪ける︒老母は前後忘じあれば︒何を間

案内し・座敷へ押通る︒兵司何事にやと︒下座に平伏し

承れば︒両士高声に︒其方儀近年打続︒稀なる変事のみ

うけ給はりやうしかうしやうそのはうぎぎんねんうちっ望きまれへんじ

あんないざしきおしとをひやうじなにごとしもざへいふく

ちうやかなし染なげきくらところりやうしじゃうし

しれのちよくうけ給はらうもうせめはくじゃう
ても知ず︒後に能承れば︒老圭を責たりとて白状のよし

た異ぎみためしもともつむちうつ

へしは︒張紙子に綿を詰て音ばかり︒都て此計ひにて︒老

申渡ければ︒兵司謹で承り︒御読の趣畏奉る︒去

上処也︒早々家内残ず立退・屋敷を明らるくしと︒厳重に

有之︒畢寛武道心掛汕断あれば也︒よって所知没収せらる

これたりひつきやうぷだうこふろがけゆだんしよちもつしゆ

母の身叩も傷ことなく︒食には肉類の美味を賜へり︒依

ながら某父祖代々君の恩を戴身の︒上へ対し不忠を

ばりこわたつめなとす雪へこのはかららう

あらず︒唯義六に７ウ﹂見する為なれば︒根を以て策と見

て在に住より遙に身を養けるは︒誠に公の政也と︒

ぞんおぽへふかうきいなんうちおほやけしゆび

ざいすむはるかみやしなひまことおほやけまつりごと

ひやうじぎはじめかんしんぎちうりやうこ生ろざしあつ

おは

ばらか身一きりはらわたおらひごらんいるゆみやまんせうらん

もなく︒心外に打過る処御読を蒙る上は︒御両士の御目通

しんうちすぐところごじやうかうむうへごりやうしめどをり

迄悪く・此度の賊難も︒都方には閻巷の説あって︒某を
たうぞくさたよしうけ給はふせつもってあきら
盗賊のごとく沙汰する由承れ共︒浮説を以申明めんやう

存ぜし覚もこれなく︒不倖に８ウ﹂災難打つＮき︒公の首尾
あしこのたびぞくなん患やこがたりよかうせつそれがし

そがかしふそだいノ︑きふめぐぶいたｒくぶかみたいふちう

わたしひやうじっ入しんうけ給はどじやうおもむきかしこ室りさり

ところさうノ︑かないのこらたちのきやしきあけげんぢう

兵司義六を始感心せしなり︒義六忠良の志有て︒か上

癌ぶいさ畠かいたむしょくにくるいびぶたまよつ

くるしふうぐなちじろみかたなさしむくひうぐおもひ
る苦を受るも︒那智白を三刀刺て︒其報を受るにやと思
合されけり

おらふねふしるらうまごくめきちいけおちいる

新船父子流浪孫久米吉池に陥

おらふねひやうじかないうちつｒきへんじふせつおこなはこのたび

に腹掻切腸を洗御覧に入くし︒弓矢八幡も照覧あらん︒
それがしなんきみかねかすめまなこしゆりやうしなだめ

某何ぞ君の御金を掠んと︒眼に朱をそ入ぎ申を︒両士宥

らる上とも︒狗死にて家も立ず︒君の命に差んより︒暫何

いぬじにいへた異きみめいたがはし．ばしいづ

このたびおぼやけふせつもってつ承あらずしかれいませつふく

新船兵司家内打続て変事あるうへ︒浮説行れて︒此度の
きんすしう人︑おわせきぶかねかすめしそんょんどころ
金子は主従申合君の御金を掠んとせしが︒仕損じて拠な

て此度公より︒浮説を以罪せらる上に非︒然ば今切腹せ

しゆびゆうしたいめいうけ給はつゐあらふねひやうじしよりやう

あとかたひやうじおほやけ

く持出たるなど里︒跡方なきこと共云ふらし︒兵司は公

く
永しのじせつあはふた１よいでご
国にも身を忍び時節を見合されば︒再び世に出らる上期も

もちいて

の首尾あしく︒有司台命を奉り︒莞に８オ﹂新船兵司所領
もつしゆそのくげきさいとうはいとのすけきしうくだこう
没収ある今へしとて︒薗部外記斎藤隼人助を紀州に下し︒公
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それがしおりもってよきなしゐけんひやうじ

このうへうけしたくなくかまざふぐほか

あらん︒某らも又折を以・能にとり成申んと異見に︒兵司

ふびんおぽしめしとしへゆくもとめめしかへありうち
は︒不便に思召︒年経ば行衛を求︒召帰されんと有し内︒

ふやこさうらんいできしろたぎかんきしん

めさ

しゆかだんぜつみしゆつせのそむじんぶつ

都にも騒乱出来て其事なかりし︒白多義六事︒漢の紀信が︒
かうそ象がわりやけしふおなちうせつぎよかんぢきさん
高祖の身代に︒焚死たるに同じ忠節を御感あり︒御直参に

きん

ろういだあり

も召るべけれ共︒主家断絶して︒身の出世を望べき人物な

らずとて︒金三百両下し給ひ︒牢より出されけるは︒有が
めぐ象﹃まことてんたうつみころしし
たかりし御恵︒誠に天道は罪なきを殺給ずとぞ知られける︒

こ上手つ

われいへたびおもむきらう

すねんちうきんつくはふやうやういく

おりいつたの熟たきありけらいしろたぎゑいろう

に折入て頼度こと有︒家来白多義六永牢になるとはいへ共︒

義六は死を遁たるうへに︒過分の金子を頂戴し・悦で早速

ほ

も此上はと御請なし︒そこノーに支度し・鍋釜雑具の外は
ふるこそでそまつりやうたうおやこまごきらう
あらざれぱ︒古小袖に鹿末の両刀︒親子孫四人︒義六が老
てひきとしごろす象なれいへたちいであばれ皐
母の９オ﹂手を引︒年来住馴し家を立出けるは哀なりし身の
すへひやうじじゆこんしやうやかたたちよりねんらいこんゐ
末也・兵司は入魂せし庄司の方へ立寄云けるは︒年来の懇意

数年忠勤を尽したる其母なれば︒いか様にも養育してとら

故郷へ帰︒主人を尋皿オ﹂︵挿図四︶﹁兵司が孫粂吉竹に貫る
學ぎきんすかんなんすぐはきしうおらふね
上図﹂︑ウ血オ﹂右の金子にて蝦難を救んと︒紀州の新船が

かたたづぬひやうじたいきよきふきでんら﹄うぽ

住居跡に至みれば︒夢の間に変果たるに涙を流し︒知れる

すまゐあといたりゆめまかばりはてなみだながし

こきやうかへりしゆじんたづねへうじ差ごくめきちたけつらぬか

ぎしのがれくわぶんきんすてうだいよるこんさっそく

せん心なれ共︒いかにせん我々家なきの象か︒旅に趣老
きかんいのらちぷめひつぎうけ給らなさけ
じんぐ
人を具せんは︒飢寒に寿を縮んこと必せり︒義六承ぱ情

よめいらうじんつれ趾んぢ

きごやおきやしなひふたふびうんおんぎたつ

なしとは思へけれども︒余命なき老人を連がたければ︒汝

方にて尋るに︒兵司殿退去急なることにて︒貴殿の老母は
しやうやたのまそのゑいづくゆかしるものき共しやうや
庄司へ頼れしが︒其身何国へ行れしや知者なしと間︒庄司

が薪小家になり共置て養くれよ︒再運を開ぱ︒恩義を厚

かたゆき為つしやは鼻あはぎじやくはいとき・あい

馴し女の親元にて︒表立ぱ女が姑隣太郎には祖母也︒今新
ふれだんぜつうへくるししやうやしゐさうだんらうぽひき
船断絶の上は苦からじとて︒庄司へ強て相談し・老母を引

方に行て厚く謝し・母に逢んとするに︒義六若輩の時︒相

むくはしやうやきどくおもこ坐るよくりやうじやうひやうじ

よるこいまこ坐るやすしわかれいでその坐ちふんしつきんすとづ具朶たち

く酬んと︒庄司も気の毒に思ひ快領掌しければ︒兵司

悦び今は心易と別出ける︒其後紛失せし金子︒小包に立

取置けるゆへ︒庄司彼方へ義六を伴ひ︒老母に合せけるに︒

たぎたづねいましゆかだんぜつぎいはくじゃう

しやうやかのかたぎともならうぽあわ

涙ながら不孝の罪を免し給へとて︒物弁る人に云ごとく︒
しゆつろうやうすはうびいた堅きものがユリそばしやうや
出牢の様子︒御褒美を戴しこと迄物語するを︒側にて症司

とりおき

なれをんなおやもとおもてだてむすめしうとりんそぽいまあら

合封印せしま上千両︒岸部団蔵が宅の床に有ければ︒団蔵
おどろきいりさっそく悪やこおさめこのやくにんふしんしる
驚入早速９ウ﹂都へ納けり︒此ゆへに有司不審あって︒白

なゑだふかうつみゆるものわきまへ

あいふうゐんせんりやうきしべだんざうたくとこありだんざう

つかまつらなちかりくららいちりしだいちくいちどんじゃうらう

多義六へ尋られしに︒今は主家断絶と間て︒いざや白状

仕んと︒那智の狩倉以来︒有し次第遂一言上し︒ゑな老
わざこ宝かちら．ふれひやうじか魂ふちううへ
︾﹂

狐のなす業也と細に申上げれば︒新船兵司上へ不忠なき上
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のべやとｘめふかぼしいたわりむこ

をんなおやきいちうせつかんぎかないねんごろれい
又は女の親共聞て︒忠節を感じける︒義六又家内へ懇に礼

ぎなに

を述けるに︒此家に留深く母子を労︒義六Ⅲウ﹂をば婿とて
しゆじんゆくたづねおも

とり

かわいぜんちがいしんしやうふかつてけふりたてかね
替り︒以前と連︒身上不勝手になり︒朝夕の煙も立兼しさ

いま

たにんあいさつしかり
ま︒今はさらの他人なれば︒挨拶も心よからず然とて外に
恥
よすかほつきついしやうけいばくむ
身を寄べき処もなければ顔付あしき家内に追従軽薄し︒無

りせますまゐゐはりむしろざおもひ

理に狭き住居へ四人迄か坐り居けるは︒針の莚に座する思

たびいでらうぽたやっかい

取はやしけり︒義六は何にもせょ主人の行衛を尋んと思へ
共︒あてもなき旅へ出・老母を他の厄介にせんもいか筥と︒

に在ける︒錦次郎はいつ迄斯して在ても家内の手前心うぎ

いねしきよなくほうむりてら

かたなわきはなか承ふくろうりはらひわづかじゃう︑ばかり

かくちりてまへ

種々思案に及︒思ず五七日在ける内︒高年の母なれば︒病

ことの桑ゆへ︒刀脇ざし鼻紙袋など売払○吃ウ﹂僅に八畳斗
うらたな
ひやうじしやげいたつじんぎしういてころ
の裏店をかり︒兵司は射芸の達人なれ共︒紀州を出し比が

したうきんおさめこのうへこＬろやすしをんなふたおやだんれいしや

ぎん

ともなく寝たるごとく死去しけるにぞ︒泣々葬をなし寺へ

りやうてかなはきんしゆせきよくてならひしなんよる

あり

祠堂金を納︒此上は心易とて女の両親へ段々の礼を謝し・

しゆしあんおよひおもわありかうねんは堅やむ

あらふねたづねしよこくめぐおふやむえかうれん

両手利ず︒錦次郎手跡を能しければ︒手習指南をなし︒夜

しきれいえひんくせまつまかほるおつとしん

おほぢたつうらなひかせぎまちはつれおもはでし

新船を尋て諸国を廻れども遇ことなし︒止ことを得ず後年

じんぶつおよそこのひとよじやうちうもうそうかうおしいしゆ

ぎしうかへりていはつ︲渦らふれいつけぽだいとふらめづら

又紀州に帰︒剃髪して新船一家の菩提を吊ひけるは︒珍し

は大路に立て卜笠を株としけるが︒町端ゆへ思しき弟子も
うらおゑひきあまこかちにおへものせがれ
なく︒浦の綱曳蜑の子や︒歩行荷負へる者の忰など︒はか

えやうしうんさいもってわうもうたいふたい

き人物也︒凡此人豫讓が忠︒孟宗が孝をかね︒惜かな其主

ノー敷礼も得がたく次第に貧苦に迫れば︒妻の菫も夫の心
つうしのびはぶたえちりめん
痛をみるに忍ず︒羽二重縮緬やうのものならでは︒手にも

を得ず︒楊子雲が才を以王笄が大夫たるごとし︒あはれ大

ふれざりし身の︒猟師棒手振の洗濯布子綴袷︒馴ぬ業を

しやくぜんよけいりん

漸覚︒倶かせぎしてつらき浮世を渡ける︒此薫といへる

いこん

出世にあり︒扱も新船兵司は母の従弟︒泉州堺に小西五郎

は︒元西国方の武家に生れしが︒堂上方に宮仕し︒縁有て

し

けらうしんまつだいたいめいのこうもれぎ

家の老臣ともなさぱ︒末代に大名を残さんものを︒埋木の

やうノ︑お礎へともうきよわたりこのかほる

兵衛とて︒商家なるよし聞及び在ぱ︒是へ便世渡の相談な

新船家の伽となり︒里方は故有て退転し・夫の外に頼方な

みれうしぽてふりせんたくぬのこつ出れあわせなれわさ

しゆつせおらふねひやうじはＬいとこせんしうさかい

知られざりしは遺恨なれ︒され共積善の余慶単江隣太郎が

さんと︒心がらとは云ながら︒尾羽打からせし今の身にて

き身の哀︒因縁にこそあらめ不便なる有さま也︒かく銀難

いひ

おはうちいま象

たえをとづれだい

はぢすてざかいまちかなたさまよいまちはづれやうｊ４︑たづね

あない

きんふうふのこおさなこくめきち

承為はれはんえんふびんかんなん

おらふねけよめさとかたゆへありたいてんおっとほかたのむかた

もとさいこくがたぶけうまたうしやうかた糸やつかへえんおつ

恥を捨︒堺の町を彼方此方と岬吟︒町端にて漸尋あたり︒

の中にも錦次郎夫婦は︒残りし過オ﹂壱人の幼子︒久米吉と

しやうかき坐およあれこれたよりよわたりさうだん

案内して小西方へ入みるに︒絶て音信もせざりし内に代も
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たのし象ぶなんせいちゃうねがはためすゑよしやしろたび

おちなにのんどしたわきぼら

いけ龍わりゆひふるがきたけさけやりほたてならべうへ
池の廻に結ありし古垣竹の先をそぎ︒鎗の穂を建並たる上

へ随たれば︒何かわもってたまるべき︒咽喉の下より腋

ざかいりあとり承ちおぽへのち

つれて参けるに︒堺より一里余の道をいつしか覚︒後は壱

へ突貫れ︒池水に溺苦むこと限なし︒往来の人々見る

まいり

て七才になるを楽に︒無難の成長を願ん為︒住吉の社度々

人にて参ける︒生質器用にて年に似合ず物書ならひ家内行

と等く︒かけ下て抱上︒所の者共も駈集り︒医者よ気付と

すへたのもしくおもひすみよしまいるいてゆきころ
卯月の始つかた︒あられの松原緑の色も空に映じ︒道の芝

もへいでけしきくめきち十黙よし既やうじんはい

あ．ばくくるしさかい主ちはつれあらふねきんらう

何国の誰か子なるぞと尋れは︒ｕオ﹂︵挿図

いづたれたづ廻きつねひやう
じばか
︶﹁狐兵司が墓

介抱すれば︒少しは息も通ひける︒耳へ口を寄呼生ながら︒

ひとしおりいたきおけところものかけあつまゐしやきつけ

つきつらぬかいけふつおぼれくるしかぎりゆきＬ

末を頼敷思けるが︒ある日又も住吉へ参とて出行し︒比は

かいはうすこいきかよ玖些くちよせよびいけ

左いりう龍れつききょうとしにあわものかきかないゆく

うづきはじめまつばら象どりいろそらえいぶちしば
くさ

草おのがま入に萌出たる景色︒久米吉は住吉明神を拝して
かへるやまとはしつ聖みこしうちし砿しやすらゐむかふ

を発図﹂Ｍウもオ﹂苦げに堺の町端新船錦次郎と云︒浪人

もちかへりいつせんたくわへた酉こいち

し
んきくなふだなきがらいだきいへ
心を間に涙もいやまし︒あへなき亡骸を抱︒なくノー家に

切し跡なれば︒所の者へ介抱の礼を述︒久米吉幼心の孝

きれあとところものかいはうれいのべくめきちおさなどＬろかう

期の躰・目もくれ心も消る思・悲歎の涙にくれけるが︒事

ごていめこＬろ蛍ゆお州ひひたん左みだこと

錦次郎夫婦︒狂気のごとく駈来みれば︒不便や久米吉が最

ぎんふうふきやうぎはせきたりふびんくめきちさい

袖を絞けるが︒早く親元へ知らせんと︒人を走れば︒兵司

そでしぼりはやおやもとしはすひやうじ

けるが幼少といひ︒急所の怪我広大なれば︒悶絶し思知や
ひとこへさけつゐむなしなりところものわうらいなみだ
と一声叫び︒寛に空く成にけり︒所の者往来の人に︒涙の

艇うせうきふしよけがくはうだいもんぜつおもひしれ

せがれす忠よしまいりかへりきじ糸

帰さ︒大和橋のこなたなる堤に︒腰打かけ暫憩ひ居たる向

きじおどろきあるくめきちおもひぢｘふたおや

きじわとびおりおさこ上るつぶてうちたわふれ

に︒惟子一羽飛下たるを︒稚心に礫など打戯けるが︒か

の︒忰なるが︒住吉参の帰に雑子を見て︒かやうｊ︑の
おもわいけおちおばり叢なことぢ
こ典ろざしとら
志にて取んとせしが︒思ず池へ落たりと云終て︒眼を閉

せたいくるししょくこの

の雄子鷲もせず在ゆへ︒久米吉ふと思けるは︒祖父両親
ともうき世帯に苦み︒朝夕の食さへすふまねば︒せめて此

と
りわとりかへきじちかより
烏一羽捉帰まいらせんものと︒そるｊ︑と雄子に近寄︒と

とをにげたちけん

らへんとしけるに︒過ウ﹂遠くも逃ず︒はつと起て十間ばか

わきおりうかｘよつたびとり

けんむかふおりくめきちいよノ︑しうしんいかでとら

り脇へ下ければ︒又伺ひ寄てとらんとすれば︒此度も取は

づし︒七八間向へ下たり︒久米吉弥執心し・争か捉で置

はしりよれたつにさんどしごどおよびいま

ぜひおひしかおふれふしや窪

へきと︒走寄はばつと立︒弐三度四五度に及ければ︒今は
こ坐る

承たとへつＬゑしたふかいけありきしおひ

心をいらち︒是非おさへんと追めぐる︒鹿を遂猟師は山を

のへおくりせんねんなちしろ

持帰︒一銭の貯なけれ共︒唯ひとり子のことなれば︒一

えいるいしろ

見ざる書︒堤の下に深き池有ともしらで︒雑子を追とらん

垂の衣類も代がへ︒野辺の送をいたしける︒先年那智白

ひやうしかたあしふ患はづしたいけまつさかしまおち

とする拍子に︒片足蹄外し︒下なる池へ真倒に陥けるが︒
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のんどわきばらつらぬきそのすこし

やぶれあめゆきおつるしづくばだえきるにおたか

ひやうじなにあやしものめのまへきたおそれおのぎ

はだかなつひやうじきるいおたこ配ろつくかうｊ︑ぼどあつ

ぐれんじごくせめこの上うぐきんふうふあか

破て雨雪をと野めざれぱ︒零雫は層を切に似たり︒宛も

紅蓮地獄の責を︒此世から受るさまなれば︒錦次郎夫婦裸

いとめ

喝ウ﹂を射留しも︒咽喉より腋へ貫し︒まつ其ごとく少
たがばたけつらぬかしこれきつねしよ↓今
も達ず︒竹に串れ死したるは︒是も狐の所為ならんと︒
ひやうじむねうちさぐるお心ひ

兵司が心の内裂ばかりの思也

骸に成て︒兵司に着類を与へ︒心を尽しける孝行の程ぞ厚

かりける︒兵司は何か怪き物の眼前へも来るごとく︒恐陳

ふふるはたすけひとこへ

身を標し︒助てくれよと云つ■け︒うんと一声そり肥ウ﹂か

おらふねひやうじきやうしせがれきんふうふくわいこぐいづ

新船兵司狂死忰錦次郎夫婦回国に出る

へり︒七転八倒して眼をむき出し︒苦痛甚しきありさま︒

こ典ろまかせおりあるち＆びやうきくすりあたふ

あやしよたけやぜんほうむりひやうじばかほりしかいひきだ

しけるが︒其夜寺内の墓所二て︒狐の啼こと霧し︒住僧

そのよじないはかしよきつねなくおびた典ぢうそう

そばつきいきんこＬろいためなでさすりくすりぶづま

しってんぱつたう吏なこだくつうはなはだ

身を観すれば岸の額に根を離たる蘋︒命を論ずれば江の

しうるつもりやまひとこふしきんふうふてうせきしょくじ

不仕合に︒又も孫を先だて︒老の心朽折て︒唯長活は辱多

ふしあわせまごさきおひこ１ろくづおれたｒながいきはちおほ

ほとりつながふれよひやうじいまふかさ

率くわんきしひたいねはなれうきくさめいろんえ

辺に繋ざる船︒うき世のあじきなさ︒兵司が今の身重なる

側に附居る錦次郎心を悼︒撫つ摩つ薬ょ水ょと云間もあら
おひきえだゆきおれもるくいきたえきんふうふなく
ず︒老樹の枝の雪折に脆も息は絶にけり︒錦次郎夫婦は泣
／︑しがいとりのべおくりやうノ︑とをざとじゐんどそう
々死霞を取おさめ︒野辺の送も漸に︒遠里の寺院へ土葬

しと︒愁露積て病の床に臥ける︒錦吹郎夫婦朝夕の食事も
ときさだめあるひうへつかれかんやあらしすそおくひと
もえ

時を定ず︒或は飢に疲︒又は寒夜の嵐には︒裾に置くき一

怪象夜明て染れば︒夜前葬し兵司か墓を掘死骸を引出し︒
ごたいひきさきてあししよさんらんありぢうりよおどる
五体を引裂手足も所々に散乱して在ければ︒住侶大に憎き︒

重だに︒心に任ぬ折も有に︒父の病気︒薬を与べきやうも

さっそくせしゆきんかしこいたりそのていきょうおそ

いさＬかぜにぱいやくと塁のへかいばうひまし

おもち坐やまひねつおかせんごたすけ

早速施主へしらせ︒錦次郎彼所に至其躰を見て︒興さめ恐
はぢおよぱてあしむくろとりあつめ
る上といへ共︒恥を云にも及ず︒其手足を躯に取集︒又も

なく︒川の銭をもふけて買薬など調︒介抱しけるが︒日増
に略と重る父の痂︒勢に犯され・譜語いふにも︒助てくれ

いふしありおや

ほうむりなをあ土ひやうじげんせごふゐん象らい

かたしだいかんきむかひやう・じおかんせんりつ

とこそ思れける︒彼是其年も暮︒春をむかへけれども錦次
ふうふひんこんてふはないつくし永いつしくめきちひ
郎夫婦は貧困の中にも︒蝶や花よと愛し︒一子久米吉非

おもわかれこれそのとしくれはるきん

葬直しける︒鳴呼兵司が現世の業因かくのごとし︒未来

ょとの朶云て死もやらで在けるにぞ︒錦次郎は壱人の親と
ちうやかんびやうおこたらあすいのちたすけよるぱい

かしゃくくるしぷこがほれくだけうくわんしつま
もさこそ呵Ⅳオ﹂噴の苦糸︒身を焦し骨を砕き︒叫喚に沈ん

く

て︒昼夜看病怠ざれども︒明日の命を助んと︒夜は売
ぽくいでてう．もくえかへよとぎあかせんしんまん

卜に出︒わづかの鳥目を得て帰れば︒夜伽に明し︒千辛万
おほふふすまけんとうかぜほれくだくおぼのきば

苦いはん方なく︒次第に寒気に向ひ︒兵司は悪寒戦懐して
くるし

苦めども︒覆べき衾なく︒厳冬の風骨を砕かと覚へ︒軒端
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ものうきふうへあるいまらうふやしなわため

ごふしとげよはやくつ正いち畠ふかうひろせかいすみ
業の死を遂世を早し︒続て父の不幸︒広き世界に住ながら︒

かくまで物憂身の上も有ものかな︒今迄は老父を養ん為︒
せんしんまんくいとはもおやぴと承おくり

せがれぽだいためくわいこぐしゆぎやうさうだんなくかまうりかない

千辛万苦も厭ざれど︒最はや親人を見送たるうへは︒はか
よわたりけふりたてたうちせたいしまひふほきやうだい
なき世渡に煙を立かねんより︒当地の世帯を仕廻父母兄弟
かたづけこにしかたかれこれれいのべぎんりんいとまどひはしたぜに

忰共の菩提の為︒回国修行せんと相談し・鍋釜も売家内を

ろよう

こ且ろざすかたか低るしやうこぐさいはう

片付︒小西方へ彼是の礼を述︒近隣迄も暇乞なし︒端銭を

めぐら

おひぜなおひまづすゑよしさんけいなには

いづづいつけんひめぢみかづきいで典

まさかいな

ぱこへはくしうだいせんこＬろざしころはるなかばかたやまかげ

出る図﹂略ウ血オ﹂一見せんと姫路より三日月へ出・美作因

ゆき

きえ

こほりふきあさあらしはだしふさむ

幡を越︒伯州大山へ志ける比は春も半なれば︒片山蔭の

いま柔なにいとふむらざいゑんしやうのぎしたたちあめつゆしのぎ

雪はまだ消やらで︒氷吹わたる朝風︒肌に入て寒けれども︒

なさけてうちつゆいのちゆくたびつし

今の身に何厭べき︒村々在を民商の軒下に立︒雨露の凌も
やぶれがさやぶれ率のつくつえたけひとよさだめ
破笠に破簔︒突杖さへもなよ竹の一夜のふしも定なき︒人

をんなしうぐしんらうせうすいつくしいまかへつもうえんじゆゑがき

の情の手の内に︒露の命をつなぎ行旅なれば︒あるひは辻
だうきうそくこかげのじゆくつまかほるようがん
堂に休息し・又は樹蔭に野宿なす︒妻の菫は容顔うるはし

に

わうせうぐんこちかありさまながしんらうたびつかれ

き女なれども︒愁苦辛労頓類し尽︒今却て毛延寿が画しに

−LO−L一

路用とし︒いづくを志方なければ︒菫が生国西方より
巡んと︒少しきⅣウ﹂笈を脊に負︒先住吉へ参詣し・難波の
かわぐちびんせんぼんしうあかしうらつきこのちまへまんノ︑

似たる︒王昭君が胡地に嫁せし形勢︒長の辛労旅の疲にや︒

にも象へざれぱ︒主も情ある者にて痛しく思ひ︒楮々気の

三十近夫婦づれ︒身には綴をまとへども︒さのみ賤き人柄
あるじなさけものいたまおもさてき

みそじちかきふうみつ殴れいやしひとから

しさし置れ下されかしと頼ければ︒主立出つく人〜象れば︒

おかくだたの承為為じたちいで

苦難儀いたし候・何卒御庭の隅︒牛部屋になりとも︒暫

くるし承なんぎなにとぞにはずぶうしべやしば

あやしげなる家にたより︒門ざし覗西国旅の同行︒病に

いへかどのぞきさいとくたびどうぎやうやまひ

の菅薦三布にねて︒労り介抱なしつ上︒漸伯州米子に着︒

袖にすがり喝ウ﹂て食を乞︒夜はつらさもみちのくの︒十布
すがこも率ふいたわかいはうやうノ︑はくしうょ極こつぎ

きに︒錦次郎が難渋いわん方なく︒昼は路頭に出て旅人の

そでしょくこひよるとふ

きんなんじふかたひるろとういでりよじん

わづらひだしだいおもいまほかうかなひがた

川口より便船し︒播州明石の浦に着にけり︒此地前は漫灸

いつとなく煩出し︒次第ｊ︑に重くなり︒今は歩行も叶難

はとうてんひたさいかいゆきかふも坐ふたかずノーな

たる波濤天を浸して西海につ輿き︒行通百船の数々・名に
あわぢしましの島めちかおさがす承たえまいざりびおき

とびほたるあやしまかいしやううかべつきかげうさぎなみはしるうたがは

しおふ淡路島︒東雲近き朝霞の絶間にみゆる漁火は︒沖に
うしろやまひよとりこへてつかひ承ねゆんてめて

飛かふ蛍かと奇れ︒海上に浮る月影は︒兎も波を走かと疑

る︒後の山は鵯越鉄梠が峰を弓手とし︒馬手につ堂きし
うたひじりしんゑいお主ねよしるところぎん

まつ．・ばらすまいそくしほなれわだゑさきまひこはまさいへん

しようち

松原は︒須磨の磯辺に汐馴し︒和田の岬や舞子の浜︒西辺

の勝地にして︒歌の聖の神詠は︒普く世に知処也︒錦次郎
ふうふわかぷちたしなゑひとまるやしろふしおがみそれたかさご

おのへかねいしは一うでんそねまつてんまんぐうさんけいしよしやとう

夫婦も和歌の道を嗜ければ︒人麿の社を伏拝︒夫より高砂

尾上の鏡︒石の宝殿曽根の松︒天満宮に参詣し◎書写へ登

山し︒先山陽道へ掛肥オ﹂︵挿図皿︶﹁新船錦二郎夫婦巡礼に

ざんまづさんやうだうか且り為らふれきんじらうふうふじゆんれい

司 戸 T

溌鍛鶴蕊蕊蕊癖燕

︵執因曽︶
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どく

うけらうにんへうはく

まづこなたともなひいりせつしやたうしよとひやしゆつやくてん茨しはい

毒なること・見受候処︒よしある御浪人の漂泊し給ふならめ︒

先此方へと伴入︒拙者は当所問屋へ出役し︒伝馬の支配
さひやうゑものやくぎりよじんなんぎすておき
する作兵衛と申者に候︒役儀といひ旅人の難儀捨置がたし︒

こ１ろよかえんりよほやうねんごろいたわるきん
快らん迄は遠慮なく保養あれと︒懇に労にぞ︒錦次

鍛辞那智の白糸巻之四

きんいのちなけうつゐんしうときんさんのぼる

さひやうへたくありかんびやうあいだかないよう

錦次郎命を池て因州頭巾山に上

きん

かくて錦次郎は佐兵衛が宅に在て看病の問には︒家内の用

むきかきてつだひもとのうじょ

向︒又は書物など手伝けるに︒元より錦次郎能書なれば︒

たびうどともめしつれてんまようむき

さてさふらひいよノ＼なさけくわへ

ぢごくほとけあひうれそれちかごろかたじけな
郎は地獄にて仏に逢たる嬉沁オ﹂しさ︒夫は近比恭し︒御

佐兵衛も籾こそよしある士也とて︒弥情を加ける︒時

しさいるらうこつじきどうぜんみおちぶれ

よしのやからわがくにどうだうたづぬ

亭主錦次郎が次第具に語ければ︒かの武士頓て座敷へ上り︒
しさいしらたうじなんじうらうにんぶしときしまつい・三
子細は知ず当時難渋の浪人︒ オ﹂武士なりし時の始末︒今

ていしゆつぶさかたりぶしやがざしき

入たり︒惜かな駅の帳を記んより︒我国に来ぱ諸侯の書翰
した﹄めかぞくはごくみゆたかわらひ
を認て︒家族の育も豊ならんと︒笑ながら云けるに︒

いつおしいえきちやうしるさわがくにきたるしよかうしよかん

さ

推量の通紀州の産にて︒父祖已来武士の末席にも列し者

すいりようとをりきしううまれふそいらいぶしばつせきつらなりもの

なるが︒子細候て流浪いたし︒かく乞食同然の身に零落︒
くわいこぐしゆぎやういでとちうさいびやうきあとさきまいり

に壱人の旅客︒供三四人召連︒伝馬の用向にて佐兵衛方へ
わきちつものかけそこもとしゆせきおどろき
立入しが︒脇に在て錦次郎物害るを見て︒其元の手跡驚

なんじふことばあまやうじやうあい

回国修行に出候ひし・途中より妻の病気︒跡へも先へも参

がたく︒難渋いたし候へぱ︒御言葉に甘へしばらく養生相
くわへやどごはうしやたの象いりたてまつつまかほるゆあた

かいはうたびふちづれよなさけことわざさ

加申たし︒御宿御報謝頼入奉ると︒妻の薫に湯なと与

へ︒介抱しける︒旅は道連世は情と云諺のごとく︒此佐
しんせつよつひさふうふたＬ承うへやすみ

兵衛が深切に依て︒久しぶりにて夫婦畳の上に体けるは︒

いま永きんしうしとねざこ生らりやうとうりううちさ

世を忍ぶ族にあらずんば︒我国に同道せんはいかにと尋る

ふたュしくわんのぞみわがくにきたりあはのくに

て︒菩提の為回国を存立たるが︒今更難渋致よし鹿々語け

ぽだいためくわいこぐぞんじたちいまさらなんじふいたすおらノ︑かたり

と︒父の流浪より不仕合にて︒父母兄弟幼少の子供を先だ

らふるらうふしあわせふぽきやうだいようせうこどもさき

きんそれがしいま私ぺつじ

今の身には錦繍の褥に座したる心地︒両三日逗留の内︒佐

に︒錦次郎申けるは某今の身になりしは︒別事にあらず

うちとけたじ

兵衛も打解て︒他事なくぞもてなしける

三之巻終沁ウ﹂

みよしかちうてるかどやたいしゆのうひつこの承・ぎ

れぱ︒然上は再び仕官の望あらば︒我国へ来給へ︒阿波国

三好の家中照廉矢八郎と申老也︒大守能筆を好給ふが︒責
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でんりうぎしゆじんこのむわれすいきよか１へうたがひ

殿の流儀主人好処也︒我吹挙せぱ抱られんこと疑なしと
かうしありぞんずあくひつもってたいけつかへ
申す︒御厚志有がたくは存れ共︒悪筆を以御大家に仕んは

しよつうもってだんれいのべつまかほるよろこびあまりいまたびつかれ

わすれこれひとあいほうゆうないはうむつまゆき

書通を以・段々の礼を述ける︒妻薫も歓の余︒今は旅疲

も忘︒是も人愛よければ︒朋友の内方たちとも︒陸しく行

通ひける︒比しも照廉矢八郎宅にて︒親類近所の家内へ・

かよころてるかどやたくしんるいきんじよかない

恥入処と申を︒佐兵術も段々御懇情︒とかく仰に従ひ︒

ばぢいるだんごんせいあふせしたか
内方の病気全快あらぱ︒跡方下りらるくしと勧めけるにそ︒

嘉例の節振舞いたしけるに︒錦次郎は自分吹挙のことゆへ・
しんるいどうぜんつままねききやくらいとりばやしまいり
親類同前に︒妻をも招けるゆへ・客来の取嗽せんと参しが︒

あしよわ

いまさらさふらひまじはりこ上ろほかおもなんぎ

ぐくわいこぐあまり

成いたりれうけんよるこんりやうじやうぐさいびやうきこふろよくさう

きよう

かほるういものうち・ばひかへゐや

かくげいいとたけしらべやさしわかれんはいおもひうちざん

ぜいをんなきやくぜんぶす承しゆえんをんなどしうちめんＪ１

かれいせらふるまひきんじ黒んすいきよ

錦次郎今更士の交・心の外とは思へども︒難儀をかさね

大勢の女客朧部も済酒宴となり︒女同士打とけて︒面灸の

ないはうびやうきぜんくわいあとすふ

足弱を１ウ﹂具して回国も︒余ものうきことなれば︒一先阿

隠し芸︒糸竹の調も優く・あるひは和歌連俳思ｊ︑に打吟

ひとまづあ

波に至ゑんと了簡し︒悦で領掌し・愚妻病気快は早
﹄︑たづねそのせつとりなしねがひあぐけんやくやき

し興ぜしが︒薫は初々しく・物ごと内端に扣居るにぞ︒矢

元は御歴々と承及ぶ・何ぞ御業おわすらめ︒かく打とけ参
うへなにともしきりす生めはづ

もとおれきノ︑うけ給りおよなにわざうちまいら

つまかのゑやこがた糸やづかへ

々御尋申上ん︒其節は御執成願上ると堅約し︒矢八郎は帰

八郎が妻狩野申やう︒そもしさまには都方の宮仕もし給ひ︒

のちかほるほんぶくやどあるじ

しぐせわるようようだちふうふしこぐわたし

こぐあいまたたらいで

国して相待んと立出ける︒其後薫本腹しければ︒宿の主か
なさけふかくありきんふうふぶよしけいたりてるかどや

ひノー敷世話し︒路用まで用立くれ︒夫婦を四国へ渡ける

する３ウ﹂上は何なり共と切に勤られ︒恥かしぐ手をつかへ・

ぜき

れうし

と︒辞退する程奥床しく・外々の内儀たちも是は一段御ゆ

じたいほどおくゆかないぎこれだん

ぷきようざしききようげい

は︒情深ぞ有にける︒錦次郎夫婦三好家に至︒照廉矢八

不器用もの御座敷を興ずべき芸は︒さらｊ︑おはしまさず

たづねてるかどよるこんかれてかｒみもってらうしんすいき巽

郎を尋けれは︒照廉悦で彼が手鑑を以︒老臣迄吹挙せし

に︒一議繊雲雄途私露郁祗達峰給ひ歳弐百彰随馳
やだいせういるいわ

擁畦能需雲に榧ぢれけり︒矢八郎大小衣類まで世話なし

ふた異びよいづおらふねきんぐわんらいにうわうまれしん

かしく候・ぜひにと取はやされ︒此上はとて席に有し料紙
すい︷りこひふでおりこなたことしゅんあうでんきよくせつ
硯を乞・筆を取折しも︒此方に箏をしらべ・春鶯卿の曲節

ざんけんたいもつばらたいしゆむきいつかちうおもひいり

せんざいむめえうぐひすきなくおりあい

つ上︒再世に出る新船錦次郎︒元来柔和の生なるに︒新

をうたひ居たるに︒前栽の梅が枝に︒鶯の来啼も︒折に合
つまか低るわかよむ

ゐ

参なれば︒謙退を専とし︒大守の向も一家中の思入もよ

面白覚へ

きん

は
るうぐひすねたまことなく
春といへぱ鴬の音もあら玉の琴のしらへをそへて啼ら

おもしろく

けれぱ︒大に２オ﹂︵挿図躯︶﹁錦次郎が妻薫和歌を詠図﹂
あんどてるかどうぢかうせいしやよれこ

２ウ・３オ﹂安堵し◎照雌氏の厚情を謝し・米子の佐兵衛へも
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︵蔀函隠︶
1反巨
一LJJ

ん

いちざにようぱうあるじつまかのしゆせきたうゐたん

ときやつまかのとりつぎめしいださいほったのう

しやうびのちおりめしあいてこそでたんものきん

時矢八郎妻狩野が取次にて召出されけるが︒其才発多能な

るを賞美あり︒其後折々召て相手となし給ひ︒小袖反物金

ずる人へ︒王琴の︒挨拶までこもりて聞れぱ感に堪︒しば

挙せしとて褒賞あれば︒時に取ての面目にみへける︒然る

銀等の賜ものあり︒夫婦共首尾よく︒矢八郎にも能士を吹

＃︑とうたまふうふしゆびやよきしすい

し皆々吟じあへり︒狩野は菫に向ひ︒御嗜驚入候︒姫

に薫是迄種々の愁傷懇難に身を雲しうき涙乾間もなかりし

たまごとあいさつきこゆかんたえ

一座の女房︒主の妻狩野も手跡といひ︒当意やすらかに弾

ごせゑたれＪ︑やまとうた
御前の身は誰々も︒倭吾の心がけ第一とは４オ﹂ぞんじ候得

に存よらず今の仕合に︒心身ゆるみしにや︒ふと労咳を煩

よぶうたしゆせきほめものしりがほ

主つしよびやうなんきつねつきかぢねが

５オ﹂一月も在時は︒人も通い嶮岨幽僻にかくる︒街に出る

諸国に尊信する木食の僧有︒国々を廻て一所に住せず︒適
けつちるときかよはけんそゆうへきち室たいづ

しよこくそんしんもくじきそうおりくにめぐついっしょぢうたまｊ︑

だひましおとろへゐやくかちとうしるしえきんふる

そんじいましあわせしんＪ︑らうがいわづらひ

かほるこれさまＪ１しうしやうかんなんみやつなみだかわく童

はうしやうときとりめんぽくしか

共︒そもじさまの御詠歌︒ことに御手跡御誉申んも物知顔

出し︒日増に衰医薬加持等験を得ざれぱ錦次郎は又も古

はづかかほるなをゑしやくしょうび

お．もてたがひなまめくつきあいかの・いと

ぎよ

にて御恥しといへぱ菫は猶も会釈し・さやう御称美にては︒

きつねた入りこふろくるしかいはうこのころてんかし
狐の邪崇にやと︒心を苦め介抱しける︒此比天下に知られ︒

承なぎんかのかほるむかたしなゑ韮どろきひめ

面まぱゆくなど上︒互に媚女の附合︒狩野又申けるは︒糸

たけゑちさぞそんずなにえてしよもう

これぞんじひとへゆるしじたい

竹の道も嚥かしと存れぱ︒何なりとも御得手の所をと所望

いちざくち人︑たつこんもうむたいじかへ

せられ︒是は存もよらず︒偏に御免下されかしと辞退する

そうひふあたたちまちうれへのぞくてんめいせまきたつこうう

を待て︒諸人さま人〜の病難狐付等の加持を願ふ︒かの

あらかじめしつふあたへしよなしもくじきれいげんしやう

僧秘符を与へ忽其愛を除・天命逼り来て功を得べからざ

るは予知て符を与ず︒諸人其名を知らず︒木食霊験上

を︒一座の人々口々に︒達ての懇望無体に辞しては︒却て
ぶきようことひきつくしりうぐ↑えんきよくたんめう
不興ならんと︒箏引よせ︒筑紫柳花苑の曲を弾じける︒妙
おんたとへぶなしんにすまき畠ゐいつきよくおわ
音諭ん方なく︒皆々心耳を澄し聞居たるが︒一曲終れば︒

人と称し︒生仏のことく敬ける︒当時此僧因幡国頭巾山

つ室かほるわかたつしゃことめうしゆひつだうすぐ

じこくうつりいとまかへりこれ

きん

ねがいたてしばしいとまさいてるかどやたくたの承おきそのみ

ありしこくきうしうさためぐりきたらまちきん

にんしよういきほとけうやまひた・うじそういなばのくにときんざん

内方たち思ず顔見合︒再糸竹に手さすものもなかりける︒

ないはうおもばかほあはせふたふひいとたけて

はや時刻も移けるにぞ︒みなノ︑暇をつげて帰けるが︒是

に在と︒四国九州迄沙汰し︒其廻来んことを待ける︒錦次
なにとぞふえきつねたＬりさいやまひへいゆ
郎も何卒此符を得ば狐の崇もよけ︒妻が病も平愈すべしと︒

願を立て暫の暇を給り︒妻は照廉矢八郎宅へ頼置︒其身は

より錦次郎が妻薫︒和吾の達者琴の妙手４ウ﹂筆道勝れたり
いつかちうひやうばんあづかつゐかぶき坐たつみよしおく

と一家中の評判に預り終に上の間に達しけるに︒三好の奥

旅がけ遙之伯州に趣︒恩人佐兵衛が宅に至て︒以前の厚情

たびはるみ︑はくしうおもむきおんじんさたくいたついぜんかうせい

方には︒元より風流古雅を好給ふゆへ・大に悦給ひ︒或

がたもとふうりうこがこのみよろこびある
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はうれいとくたづねしくわんしん

しやかげもってたうじふそくみぶんあんとおもひ
を謝し・御蔭を以当時不足なき身分となり安堵の思をなす
こと報ぜん処なし︒御礼ながら疾御尋申べきを︒仕官の心
ていまかせばんゐそむくしかるこのたびざいびやうわう

．ものがたりゑちいでむかへはた

錦次郎唾を呑で大息つき︒此物語にては︒道に出迎果して

きん毛のんいき

あふむなきとくくちおしとしごろしんくとも

つまびやうきすつもしさきだふいきのこり

遇べきにあらず︒空しく帰国するも口惜︒年比辛苦を倶に

せし妻の病気︒見捨へきやうやある︒かれ若先立ぱ︒生残

みちのうかなん逗よいくむれこぞり

どたいさか

底に任ず︒本意を背処也︒然に此５ウ﹂度妻大病によって往

ふあんないときんざんやうすうけ給りたくまいりむねのべさ

たちいで

．もくじき半ろ．きんこＬかしこたちまじは︑りひ

の暮迄待ゑれ共︒更に影だに見ず︒旅がけに毎日待べきに

・を

ましよ

来の暇を願ひ木食を尋るに付︒先貴家へ御礼をも申︒遠国

て何かせん︒よし此上はたとへ魔所にもせよ︒五鰐を裂る
いとはかくどきわめかのやまゑちこまかとひさわか
Ｌも厭じと覚悟を究︒彼山への道を細に問︒佐兵衛に別れ

ひさ﹄︑たいめんよるこまいどしよつうごやうすしようちかげ

たいけいぞんすと︸﹂ろさりごびやうにんはる人〜もくじきたづね

なに

不案内ゆへ・頭巾山の様子も承度参し旨述ければ︒佐

立出つ上︒彼山に至みるに︒道々農家の男女幾群となく挙

らいいとまね﹃かもくじきたづぬ主づきかれいおんごく

兵衛も久々の対面を悦び︒毎度御言通にて御様子承知︒蔭

居るは︒みな木食を待もの也︒錦次郎も此彼に立交︒日
くる生まち
さらかげ象へたびまいにちまつ

かの一や裳いたり

ながら大慶に存る処也︒去ながら御病人ゆへ遙々木食を尋

給ふよし︒御心過察入て候︒かの名僧隣国に在て︒折

と心懸ける宿にても佐兵術が語しごとく︒山中の奇怪を語

こ鵲ろつかひさっしいつめいそうりんこくあつおり

いちいつそのあしむかふかた童かいづれみち寵つあわ
々市に出れ共︒其足の向方に任すれば︒何の道に待て遇ん
さだめゐんえんなにほどおもへひがし︒まてにしいて
とも定がたし︒因縁なきは何程思ども︒東に俟ば西に出︒

て留けれ共思詰たる錦次郎︒大小も宿へ預身軽に出立横雲

ひつぶえんちぐうすゑやかやま・いんしうちとう・こほり

かうざんけんそそまやまひとみち

へいち

くだりきた昔んょたふとったかつらちからくさとりまちゐる

浮瀬もあれ︒難なく九分位も上たる比木食霊験上人身には
めんいちやくづはつひけあかざつえつきげはしきふむ
綿衣を着し︒頭髪髭ともにのび︒蕊の杖を突嶮を路こと

うかむせたんくぶんくらゐのぽりころもくじきれいげんしやうにんみ

やま登つへきむねつかへつｒらお・リかうぺおほふき皇まさ

と望めおもひつめきんだいせうやどあ・つげ象︑かるでたちしのＬめ

｜﹂Ｌろかけやどさかたりさんちうきくわいかたり

あらずと︒其夜は農家に舎を求︒翌朝未明か７ウ﹂登山せん

とうさん

南に逢んとすれば北に出て相遇に及す︒国王も来すこと克

おそしと山にか具る︒絶壁胸に支九折頭を覆て間しに増

うら

ぶれぜつてうと︑かり妬たかときんよつやま

よのうかやどり︒もとめ上くて吋診ゑめい

ず︒匹夫も縁あれば知遇速也︒又かの山は因州智頭郡の

しゅんれいやまみづかつしのぎあせよぢのぽ氷すて
る峻嶺︒山水に褐を凌犬汗になって筆登る︒身を捨てこそ

承なみあはきたいであいあふおよ︑ばこくしゆあたは

内にてさのみ高山にあらずといへ共嶮岨にて杣山人の路も
なく︒峰の絶頂尖たること︒宛も頭巾のごとし︒依て山の

ごたいひきさきかうじゆえだお︲きしんけいなげいれ皐湯ん

平地のごとく下来る錦次郎世にも尊く蔦葛を力草に取待居
しやうにんちかよりかょばなにやう●あつのほきん
処へ上人近寄人も通い此山へ・何用有て登らる上や︒錦次

な
いにしへこん・かう倣うもくじきれいげんしやう
名となれり︒古より金剛坊と云６オ﹂︵挿図詔︶﹁木食霊験上
にんひふあたふぐひんす糸けんどんじゃけんもの．とうさん
人秘符を与る図﹂６ウ・７オ﹂狗賓栖で︒樫負邪見の者登山す

れぱ︒五鵠を引裂︒高樹の枝にかけ置︒深渓へ投入て微塵

郎頭を下某上人に見度こと有て来れり︒願くは某が心

くだかたれあつのぼものきたいましよきい

かうべさけそれかしま入へたきありきたねがは︾てれがししん

に砕る皇ゆへ・誰有て上る者なく︒希代の雌所也と間て︒

局ＪＩ

Ｐ︑

１

︵壽四場︶
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ちうあわれみしやうにんまづわがいほりきたりもと
ぶちさきたちの懐りゆくあとしたがなかｊ︑かねふりかへりこのつへ

中を憐給へと申ければ︒上人先我底へ来給へとて︒元の

りやうそくおのづかす具んけはしきおぽへ

路を先に立登行跡に従ふに中々つ堂き兼るを︒振返此杖
・かｈ〆

きんいよｊ︑しんん︑きもめいゆくしやうにんこれわがいほりともいつざ

をとあるゆへ借て８オ﹂つくに・両足自ら進で嶮を覚ず︒

まい

れかひにゆずふところ

ことばきいちからきこぐこＬろ糸ごふゐんかん

取巻て︒さま人〜願をなすに︒かの数珠をすかし見て︒懐
ふいだふたへゆきすぐきんおりぱうぜんた坐すゑ
より符を出し与つ上行過る︒錦次郎山を下て忙然と孑︒上

人の言を間て力なく︒帰国せん心もあらず︒身の業因を感

︐かいゐやうノ︑こＬろなをいそぎあほと

概して居たりしが︒漸心を取直し︒道を急て阿波に渡
かい

錦次郎弥信心肝に銘じ行に上人是我庵也と倶に入て座

つまかほるししそせい

海しけり︒

やまちひかんことりかへるまなこさへきるちくえんしようぶ

きん

す︒山脇に日くれ澗戸に鳥帰︒眼に遮ものは竹烟松務の

いろところいほりちがやもつそらおほひしへき
色とはか坐る処を云ならん︒かの庵茅を以空を漣︒四壁

錦次郎が妻薫死て蘇生す

因州にて頭巾山に登︒木食に逢しことを語︒其言神のごと

●かんせきもちひたうすうほうこすべまったきんとんそれがし

岩石を用︒柔椹蓬戸都て完からず︒錦次郎頓首して︒某は
あしうみよしけつかへあらふねぎんものさいらうしやうゐ
阿州三好家に仕︒新船錦次郎と申者なるか︒妻労症にて医
やくこうえぎそうはふりきよついゆえかうおんこのうへ
薬の功を得ず貴僧の法力に依て愈ることを得は︒高恩此上
しんじまなじりたれしやうにんやがてしつはう
やあらん︒仁慈の皆を垂給へと申けるに︒上人噸て七宝
じゆずしばらくすかみまなことぢゆびかざめきんむか
の数珠をのばし︒暫透し見て眼を閉指を局︒錦次郎に向

しと恐けり︒矢八郎家内も気の毒に思ひ︒厚く世話なし︒

まつところかへりいたつかんびやうれい

さうｌ︑いたりさおしやうじそう

さ
わぎきんさいあへかほるうれしし
騒あるにぞ︒錦次郎妻に逢ぱ︒薫嬉げに象づからこと死し

給れとあるゆへ・今客殿に連来て︒湯など進せし処也と立

い・三ぎやくでんつれきたりゆまいらたち

掘しやと︒早々至ぶるに左はなくて︒和尚はじめ寺僧共に
さくやほとけよ五がへりどちうよ︑ぱはぼくほらたすけ
昨夜の仏蘇生︒土中にて呼るゆへ︒僕に掘せければ︒助

ほり

主方唯今御出有くしとのことゆへ︒錦次郎は又も狐が墓を

しゆがたたｒいまきんきつねはか

新船が宅方葬送を出しけるが︒其翌朝寺より人を越て︒施

おそれやかないきどくおもおつわ

ゐんしうときんざんのぼりもくじきあひかたりそのことしん

述けるが︒薫其夜寛に空しく９オ﹂成ぬ︒錦次郎悲歎にくれ︒

のべかほるそのよついむななりきんひたん

錦次郎か帰国を︒今やｊ︑と待処へ帰至て︒看病の礼を

きこぐ

照廉矢八郎夫婦薫を預介抱する処に︒露命旦夕に逼にぞ︒

てるかどやふうふかほるあづかりかいばうところろめいたんせきせまる

ひ︒足下内方の病苦を助ん為はるｊ︑来らる上のみか︒樵

あらふねたくそうノ︑いだよくてうてらこしせ

そつかないはうびやうぐたすけためきたき

こりかよはこのやまいのちなげうつのぽしゆしようこＬろざししか

ないはうやまひてんすうちかせまてんめいわかちからおよぶところ

夫も通い此山へ命を批て登らる上殊勝の志也︒然るに
内方の病天数近きに迫れり︒天の命は我力の及所に８ウ﹂
かならずちからおとしこ１きたしふしんかん

おくつげさんきたりにごんいふ

あらず︒必力を落給ふな︒髪に来られし執心を感ずれ
ば︒送て下山せしむくし︒いざ来給へと二言とも云ことな

つへさきだちおりへいちはしるたち主ち

く︒かの杖をつかせ先達て山を下るに平地を走ごとく︒忽

くだりつえとりひがしかたおゆゑさんかむれゐるやからしやうにん

下て杖を取東の方へ歩ゆく︒山下に群居族︒それ上人よと
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さんづがわいたおそるおにきたつなんぢきたる

いそかへしかにげかへりおもへ

て三途川に至れば︒恐しき鬼来て︒汝はいまだこ上に来く

やまひくるしみわすれたｒいきたえ

きものにあらず︒急ぎ帰れやつと叱られ・逃帰しと思ぱ︒
ゆめさめ

ひやうなんところいへあらおよぶ

わるｊ︑の病難はみへたる処なれ共︒家迄荒すに及べから
くち人〜うわさことはりきんきつねたユリこりくま
ずと︒口々に噂するも理︒錦次郎は狐の崇に懲たれば︒熊
のだいさんかしこたかやまきたうたいきんしつつ心たもの
野へ代参︒彼処の高山へ祈礁と︒大金の失墜あるを他へ物

と申にぞ︒寺へ礼を述・駕に乗て連帰れば︒最早薬も入ず︒

９ウ﹂助給へと呼りたり︒生て再御目にかよることの悦や

円象とて物頭を勤︒兄弟ともに温和律義の生︒つれ人〜睦

に又同家中勘定奉行に︒河田東馬と云人あり︒兄を須原

語もならず︒種々批判を受ながら︒長々順居たりし︒髪

がたりさまｊ︑ひはんうけなが﹄︑わづらひゐこ異

平日に替ことなく︒錦次郎が悦斜ならず︒家中にても珍

しく親みけるが︒一日東馬主人の金子出入のこと有て︒同

たすけよばはいきふたＬびめよるこひ

夢の覚たるごとく︒病の苦も忘・唯息つまり堪がたきま上

しきこと哉と︒矢八郎始皆悦に来ける︒されども死し

役牟礼要人と立会︒金蔵の封印を切解扉を開き︒又封印有

へいじつかわるきんよろこびなＬめかちうめづら

かなやはじめ醗なよろこびきたりし

ものいりおほくつねきつねたふりおそるかぢき

かうそり種んぜんなりひきこもりゐきんいったん

しんしやうありつき

ゐやくおよばふるぎつねこ上ろかＬり

ふん

あるひとう重しゆじんきんすだしいれあつどう

ときひざだんかふことわさとう

いか上しても五百両行方なし︒盗賊の所為共思れず色々思

ゆきがたたうぞくしわざおもわいるノ︑し

のゑ紛失すべきやうなしと︒又も帳を操返金も数直すに︒

ふんしつちやうくりかへしかぞへなを

印も其侭有︒蔵の四壁窓にも川破たる処なく︒中の金子

ゐんそのまＬありくらしへきまどいさＬかやぶれところ

弥足ざれば大に驚︒不思議なることかな︒二重の扉に封

いよノーたらおどろきふしぎとびらふう

にぢうめとびらちやうめんひきあわゐんじゆあらたむ

やくむれいかなめたちあいかねぐらふうゐんきりときとびらひらふうゐんある

したし

ゑんざうものがしらつとめきやうだいおんくわりちぎうまれむつ・重

とうかちうかんじやうぶぎやうかわだとうまあにすはら

て頭剃せしゆへ・人前も成がたく引籠居ける︒錦次郎一且

てられいのべかごのせつれかへもはやくすりいら

身上に有付けれ共物入多︒常に狐の崇を恐るゆへ︒加持祈

Ⅱウ﹂二重目の扉を開帳面に引合せ員数を改るに︒金五百
ふそくゆへかんじやうちがひすどかぞへあらたむ
両不足する故︒勘定達もやと︒両人にて数度算改れ共︒

たういれあげひっぱくしゆじんあてがいしゃくきんむけこんきう

薦に入上大に逼迫し・主人方の宛行も借金に向︒悶窮なが
つとめゐるこのたびじぶんらうしやうやみだひましおもいのち

口もの

ら勤居処︒此度は自分労症を病出し︒日増に重るゆへ︒命

こそ物だれなれと︒医薬は申に及ず︒古狐のこと心掛ゆへ︒
ふによゐなかかぢだいさんさいいるいもちろんせっかくもとめ

かさいだうぐおひノーうりはらひいまおくむきた凡泓ゆかいたうち

不如意の中にも︒加持代参とて︒妻の衣類は勿論︒折角求

たる家財道具︒追々売払・今は奥向の冊床板迄打はづし︒
げんくわんじゃうさすがおもてむきあらふ︑心ざんひやうき

案しけるが︒か上る時は膝にも談合と云諺もあれど︒東

とくじつじんふっ

次第︒盗賊ならで掠へきやうなし︒され共詮儀せん手掛な

しだいたうぞくかすむせんぎてが上り

とて︒黙然として考居たり︒両士申けるは︒金子紛失の

もくれんかんがへゐりやうしきんすふんしつ

まおにえんざうきふまねきさうだんえんざうこれ↑旨ろえ

玄関三畳は流石表向なれば︑オ﹂︵挿図型︶﹁新船錦次郎病気

馬が兄円象を急に招て相談すれば︒円象も是は心得ぬ事也
かちうひやうばんきん

のこおきそのほかふうふちやくようたち段上

の図﹂岨ウ・皿オ﹂とて残し置其外は夫婦着用︒立の侭になり
ひきこぶゐ

て引込居けるにぞ︒家中に評判して︒錦次郎は篤実の人物
たいしゆばくえきもちうつくしさいみいるぐるひ

ゆへ︒大酒博突は勿論美き妻もある身の色狂もすまじ︒か
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てうだつゐんじゆあわせおかせうしんせつＬやわきまへ

てんしるちしることはりし・ぜんかねぐらきんすふんしつ

けり︒されども天知地知の理︒自然と御金蔵の金子紛失せ

類とも思中ゆへ︒しか人〜のよし語ければ︒気の毒に思

おもふなかかたりきどくおもひ

気も全快に及けれ共︒川仕の衣類もなきゆへ︒矢八郎は親

きぜんくわいおよびしゆつしいるいやしん

遇はたし︒其日を送兼さま人１１評判有しが︒此比は漸病

つかひおくりかねひやうばんこのごろやうノ︑びやう

然に新船錦次郎は︒不慮の病難にて︒人しらぬ物入に身上

しかるあらふねきんふりよびやうなんしんしやう

いつとうさたわれいちうたが催たがひ﹄｜異るおき

ければ︒調達して員数を合置んに︒小身の拙者共弁んこ

しこと︒一統に沙汰し︒我一に疑れまじと互に心を置けり︒

せつふくわけほか

と思もよらず︒吃オ﹂両人切腹して︒申訳仕る外あらじと云
えんざうごりやうしよたいしゆもってたいせつやくめかうむり

けるに︒円象御両所大守の御目がねを以︒大切の役目を蒙︒

わけたちがたきかくどもつともそれかししりよ

にんげんわざあらかみがくしこりたぐひ

申分立難に付ての覚悟︒尤の事ながら︒某つらｊ︑思慮す
るに︒是は中ノ︑人間業に有じ︒神隠又は狐狸の類︒人を

ま惑すど
はしせおよ・ばぎん魂
ことなきにあらず︒今死ん命をのべ︒及ざる迄も吟味

いふくおらたこしらへおくまた︑一みしきいれか

にわかかつてなをりめうかぎひげしみ
次郎︒俄に勝手直しを︒壱人眼をつくれば弐人伺︒実に十
ぼくいつかちうきんたうぞくばかりさた

るゆへ︒我人ともに眼をつくる中に︒音に間し貧乏人の錦

われめきこへびん・ばふにんきん

細作八方に眼を配︒少も不審ことあれば召捕れ︒牢舎杯す

しのびまなこくばりすこしいぶかしきめしとらろうしやなど

節金子紛失に付︒横目の族木にも萱にも心を付︒手懸を求︒

せつぎんすふんしつつきよこめやからきかやこ﹂ろてがユリもとめ

財もあらｊ︑元のごとく調︒身上相応に立直しける︒此

ころ

だちやうノーしゆつしこんきう

快気の上は︒一日も早く出勤過オ﹂尤也とて︒衣類其外用

立くれ︒漸出仕なしける︒かＬる困窮なりしが︒いつの

くわいきうへはやくしゆつきんもつともいるいよう

比かか取直しけん︒衣服も新に栫︒奥の間も畳も敷入︒家

とげひかずへいさぎよくやいぼふしわけ

を遂︒日数経ても出ざる時は︒潔刃に伏て申分せられ
せいじんわき主へところこれわきまへあきらおか
よ・聖人も弁ざる処あり︒是を弁て明かにせざれば措

ざいもととＬのへしんしやうさう・おうたてなをこの

のたまへそれがしからうぢうごくない／︑れゆるノ︑せんぎあるやう

ばからゐけんとうまかなめおほしめしせんぽんかたじけなししかるうへ

ずと宣り︒某家老中へ極内々にて申入︒緩々詮義有様

取斗ふくしと異見に︒東馬要人思召千万恭︒然上は
あふせ童かしばらしやうがいわけぎん承

仰に任せ暫く生害をと堂まり︒草を分ても吟味仕んと云時︒
えんざうぎやう︐Ｊ１しきやぶれおんびんはからひおひ

円象仰々敷は事の破なり︒先穏便の取斗より︒追々こ

かんようたⅨむねうちおさめ

みなわかれかへりそれえんざうらうしんおほざはだんじやうかたゆききんす

とを広くすべき心得肝要也︒とて唯三人心の蛇ウ﹂中に蔵︒

ふんしつあやしおもむきひそかかたりさすがらうしんすこしおどろくいる

皆々別帰けるが︒夫方円象は老臣大沢弾正方に行︒金子

日の見る処︒一家中錦次郎こそ盗賊と︒云い斗に沙汰しけ

る︒よって家老大沢弾正︒同席を集申けるは︒錦次郎こと

からうお伐ざはだんじやうどうせきあつめきん

紛失怪き趣を密に語ければ︒迫大家の老臣少も樗色な

しんざんとくじつせいしつたうぞくものおもわ

おんびんばからひかたあることひごろじっていとうまかなめ

く︒此儀穏便の斗方有くし︒殊に日比実躰の東馬要人な
さぞしんらうそのやくすじないノ︑よこめしのび

新参と云ながら︒篤実の生質︒中々盗賊なすべき者と思れ

いちとうひやう︑ばんあしきんすふんしつじせつふによゐ

れば︒嚥心労すべし︒其役筋へ此方方申付︒内々横目細作

ず︒され共一同評判悪きは︒金子紛失の時節に︒不如意の

やからもっていつかちうざいはしさぐらとてえんざうかへ

の族を以・一家中より在々端々捜探しめん辿︒円象を帰し
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三十八『淺智白糸』

召承たしと申ければ︒各大沢氏の御丁簡尤然くしと

に申付糺明なくんぱ︒諸士の思ん処いか坐ならん︒各の思

共︒晶眉の沙汰にては︒家中の政道も立難ければ︒吟味方

呪れぱ百犬実を伝といへぱ︒是を以答べきにあらずといへ

身上︒俄に昭オ﹂取直し疑を受る時の不倖ならん︒一犬虚を

仁恵の御糺明を受︒偽かざらんやうもなし︒真直に申上べ

なりしが︒良有て頭を上︒御尋を蒙る段恐入奉る︒御

に尋ければ︒錦次郎は思寄ざること︒暫さし傭思案の躰

る坐処也︒身上取直せし次第︒詳に申開れょと︒物柔

家中の人口も有︒是非なく某を以︒吟味すべき旨仰付ら

浮説少からず︒上二而も其元の気質実躰とは思召るれ共︒

ふせつすくなかみそこもときしつじっていおぽしめさ

評議決し○吟味役津川多膳を呼出し︒右の次第申聞︒証拠

ず︒私御高恩を以相応の暮も仕処︒打続病事有し之︒御

しんしやうにわかとりなをうたかひうぐときふかういつけんきよ

なきことなれば︒鹿忽なき様斗ふくしと申渡され︒多膳
かしこまつたちかへるらうしんめんたいしゆ兎よしけ
畏て立帰・老臣の面々大守へも申上げるにぞ︒三好家に

当家へ召出されざる以前︒父母兄弟伜共︒皆引続不幸

ひいきさた

かちうせいたう︑たちがたきん垂かた

きうめいしよしおもはところおのノーおば

しめしうけ給りおのノーさはうぢこれうけんもっともしかる
ひやうぎけつぎん班やくつかわたせんょひいだ嫁ぎしだいきけしようこ

そこつやうばからわたたぜん

はじめておとるきかくつがはたぜんくみあしがるきん

かたつかはごようきこれあるあいだた型いまやくしよいてたつす

きんしらいぶかしあしがるとうノー

まっすぐあ．ぐ

候やと尋候へ共︒さの象気遣給ふな︒其内にはわかり申候
ぶこＬろづかひかねこたへそのま典うちすぎ
はん︒御身心遣のなき金也と答候ゆへ・其侭に打過候︒

たづねきづかひそのうち

今に至私も不審に存ずる所也︒毎度妻へ何しより才覚致

いまいたりわたくしふしんぞんところまいどさいいづれさいかくいたし

ながら︒困窮の身の浅ましく・当用の間を合候が︒其後折
ぐさいほかいできんすもちきたりしんしやうとりなを
々愚妻外へ出ては︒金子持来くれ︒いつとなく身上取直し︒

さにたへかね︒ふと外か金子持かへり呉候ゆへ・怪とは存
こんきうみあさたうようまあわせその入ちおり

ばかぎんすもちくれあやしくぞんじ

上限入上︒貧苦にせまり︒暮方も立かね候処︒愚妻つら

しやうかぎりいれあげひんくくらしかたたてところぐさい

神社所々への立願等︒他の存ぜざる分外の物入にて︒身

じんじゃしよりふぐわんとうたぞん・ふんぐわいものいりしん

あひうへいさ典かびやうきぞんじすごししんつうおんこぐ

たうけめしいだいぜんふぽきやうだいせがれどもゑなひきつⅨきふかう

わたくしかうおんもってさうおうくらしうちつｘきびやうじこれありご

し︒御金紛皿妬オ﹂失の由は︒此比に至粗承れ共曽て存ぜ

かねふんしっよしこのころいたりほ騨うけ給はどもかつぞん

じんけいきうめいうけいつわり

や坐ありかうぺあげたつねかうむだんおそれいりたてまつ

たづねきんおもひよらしはしうつむきしあんてい

ところしんしやうとりなをしたいつまびらかひらかものやわらか

かちうじんこうありぜひそれがしもってきん承むねあふせつけ

も始而驚給ひし也︒斯て津川多膳は︒組の足軽六人錦次郎

に逢候上ゆへ︒川の病気も︒存過の心痛より︒遠国の

ほゆひやくけんじつつたふこれもってとがむ

方へ遣し︒御用の儀有之間︒唯今役所へ出らるへしと申達

すぢことばあらためたｒいまそのもとよびいだよき

るに︒錦次郎か上ること共知ず︒不審ながら足軽同道して︒
つがわやくしよいでたぜんひころはうぱいこのたびせんぎ
津川が役所に出ければ︒多膳日比は朋輩なれ共︒此度詮議
せんころくらかねりやうふんしついまだそくとらへえ

叫賜オ﹂の筋なれば︒詞を改唯今其元を呼出すこと余の儀

にあらず︒先比御蔵の金五百両紛失せし処︒未賊を捕得
しかるそこもとろくにおばひごろこんきう

ぴやうじあるしやうじきつぎやうりんじしつついたれみ

ず︒然に其元禄ある身にて︒似合ざる日比の困窮︒かわる

ｌ︑病事有といへ共︒生死吉凶臨時の失墜は︒誰が身に
あ為ところさふによいいかｘゑないぶかしくおもふところ
も有べき処︒左迄に不如意なるは︒如何と人皆不審思処︒
このころにわかしんしやうとりなをかないゆたか

此比俄に身上取直し︒家内もいつとなく豊にみゆるゆへ︒

−163−

金子の出所は知ざれ共︒妻の才覚にて金子を得︒身上を直

きんすしゆつしよしらさいさいかくきんすえしんしやうなを

したる段申に依て︒其元を召寄たり︒其金子の出所明か

ふんしつかねをんな象たうぞくぞんぜ
紛失の御金なるや︒女の身略ォ﹂にて盗賊仕らん共存られず

に申されよと︒にがり切て申時︒薫答て︒是は何事の御

このほかぎすこしおくこたへたぜん

きつときかほるこたへこれなにごと

たんよつそこもとめしよせそのきんすしゆつしよあきら

候へ共︒御疑の筋御尤の事︒此上は愚妻を召御尋下

たづねぞんかねふんしつうたがひもつともしばらく

うたがひもつともことこのうへぐさいめしたづねくだ

ししうき聖そこもとくちうけ給りと璽けしからないぎたつね

さるべし︒此外申上べき儀なしと︒少も臆せず答けり多膳

尋やと存せしに︒御金紛失せし御疑︒御尤の御こと也︒暫

おもへさすがゑしやくい

しよやくにんよだつそこ

封印はおろか︒石の唐櫃の中といふ共︒忍入こといと安し

ふうゐんからうとしのびやす

し本宮の内侍と呼れし白狐也︒通力を以︒奪取ことなれば

ほんぐうないしよ肱びやつこつうりきう．ばひ

らは元人間にあらず︒紀州那智のつ坐き深山に千歳を経来

にんけんきしうなちしんさんへきたり

身にて壱人忍入んやうなし︒同類あるは必定也︒有躰に
かほるにつことわらひふしん
申くし申ければ︒薫完示と笑︒いかに御不審御尤なりわ

みしのびいらとうるいひつじゃうふりてい

状神妙也︒去ながら厳重にふたえ封印ある御庫へ・婦の

じゃうしんくうさりげんぢうふうゐんくらをんな

と︒堅ロオ﹂唾を飲で扣居たり︒多膳言葉を和け︒早速の白

答ける︒多膳をはじめ相詰たる人々︒借こそ曲者知れたり
かたづのんひかへゐたぜんことばやわらさっそくはく

こたへた・せんあいつめさてくせものし

かみめくゑかうむり承厳にこ

始終を聞・其元の申口承届たり︒然ぱ内儀を尋んと︒
あしがるたくつかばきんたいはふたいたうあづかかたはらひと

足軽を宅へ造し︒錦次郎は大法なれば帯刀を預り︒傍の一

も上の御恵を蒙し身に候へば︒何をかつ入み候わん︒御
せんぎかうむすゑやかはくじやういたすいす象とり
詮儀を芸る上は︒速に白状致課へし︒わらはが盗取し也と

まいればんにん

間へ入︒番人を附置ける

ほんぐうないし承のうへあか

本宮の内侍身上を明す

それ．かしこしびつくい

ぎんさいかぼるおっとかへりおそきあんゐるところあしがる

ごようぎ

錦次郎妻薫は︒夫の帰遅を案じ居処へ・足軽六人つ上と

たＬ

入︒御用の儀これあれば︒唯今某らと御越候へと間て胸

唯ことならず思共︒流石武士の妻なれば足軽に会釈し・衣

ふくあらたるすぼん

服改め︒足軽両人留守を番し四人と一所に役所へ立川ける
しやうめんつがわたぜんしらすくみこめん灯ちし咄卜

たづさへゐぎげんぢうつめゐかほるおくいろ

に正面に津川多膳︒左右に下役︒白洲には組子の面を策幌

を随ウ﹂携威儀厳重に詰居たり︒薫は臆する色なく︒しづ

き采いつひかへ

と聞て︒多膳其外諸役人︒身の毛もぞっと弥起はかり︒底

ざつきたぜんむかひてきふようあつめさ

さんじやういたのへたぜんせんこるとの

ノーと座に着︒多朧に向手をつかへ︒急御用有て召る坐ゆ

申やう︒扱々驚入たる其元の身のうへ︒左程の身にて錦

次郎と︒夫婦の語ひなし居たるは不審也と問れて︒内侍狐

ふうふかたらふしんとはないし

おどろきいつそこもとふさほど承

気味わるく・何も自ら我しらす跡じさりして扣たり︒多膳

へ︒参上致せし也と述ければ︒多膳がいわく︒先頃殿の
かねふんしついろきんところおっときんひごろひんきう
御金紛失せしゆへ︒色を吟味なす処︒夫錦次郎日来貧窮
しんしやう迄わかとりなをうたかひきんぎうめい
の身上︒俄に取直せし御疑か坐り︒錦次郎を糺明する処︒
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なみだうかべこたへこれわけぞんじお
やくたの匙ちかづ︐

︑ひやうじやごろひき収らひさだざつはなて

約を頓に近付を︒兵司は殻に引つけ︒躯を定め切て放ぱ

あやまたら１のんどしたあばらゐとをなに

過ず︒父が咽喉の下より腋をかけ︒射通したれば︒何か

みうへことなかき﹂

審然らはわらはか身の上を申上候へし事長けれ共御聞給れ

は以たまるべき︒草葉の露と消失しは︒認も尽ぬ怨なれ︒

しん

朕を浮答けるは︒ｒウ﹂是又訣を御存なければ御尤の御不

と泣々語けるは錦次郎父は新船兵司とて足利家の御直参紀

わらは女ながらも辛くして万死を遁れ︒人しらぬ幽谷に隠

しう

りやうしやげいめうきわめむかしよしいへこうためともこう

をんなからばんしのがゆうこくかくれ

かれいつけやつかたはしうらゑ

ら上むれんさいごひやうじなさけやくへん

ら上あた

まづきんせがれはじめおとＬいもとうば芦﹂ろしひやうじかたき

て父の仇なれば︒彼が一家の奴ばら的ウ﹂片端より怨をなさ

んと︒先錦次郎が忰を始弟妹乳母迄取殺︒兵司は敵の

おとらときくんめいす梁かいつさんふるいけんぞく

くさ・ばつゆ壁一えうせかたるつきうら墨

州の内を領し︒射芸の妙を究たること︒昔の義家公為朝公

けるが︒父が無念の最期︒兵司情なくも約を変ぜし︒せめ

なくノ︑かたりぎんち上あらふねひやうじあしかＦ｜けじきさんき

にも劣すある時君命に依て我らか栖なす一山の︒部類巻族
かりつくわかちＬならじろよぱきつねすせんさいがのや堂
を狩尽し給ふことあり我父那智白と呼れし狐︒数千歳彼山
すゑおほくもうじうしゆれうあふぎたふとま五かり

に住︒多の猛獣の首領と︒仰尊れし身なれば︒狩のこ

だいにくひんくもってがきだうくるしみぢごく

やまひしんしやうひんくこ上ち

ころさあすおもひほかいつなれそめそひぷし

殺さんと︒病に身上をいため︒貧苦にうきめをゑせ心地ょ

こ︾つ

なきがらそせいおもわかたはらつきそひたふらか
せし︒亡骸に入かわり︒麻生せしと思せ︒側に附添証し

つぎきんころさおもふさいかほるらうがいびやうし
なみ︒此次は錦次郎を取殺んと思処︒妻の薫労一咳にて病死

せめこのよおもひしらつゐころしばかほりしがい
の責を此世から思知せ︒終に取殺︒墓を掘て死骸をさい

第一憎さもにくし︒貧苦を以餓鬼道の苦を見せ︒地獄

なけわがじんつうすせんやさきふせぐひやうじやすじ

︲しつ

とを知て大に歎き我神通数千の矢先は防とも兵司が矢一筋
のかるしゆついりちをしわれいましすだんじうるい
遁へき術なし命は惜からねども我今死せば数万の獣類たと
たすかありふたＬぴやまかなわなにとぞいのちこは

あるよひやうしまくらもとあらばねかひひやうし

へ助るもの有とも︒再かの山に住こと叶す︒何卒命を乞ん

たいはんじやくあはいきんすぽりだす・れうじゃ弓

と或夜兵司が枕元に現れしか︐ｊ〜のよし願たりしに兵司
喝オ﹂︵挿図弱︶﹁大磐石を発て金子を掘出図﹂鵬ウ血オ﹂領掌
わ︑がやさききたゐそんえ

く︒今は殺ん翌日はかくせんと思の外︒何となく馴初添臥

わすあ．いぢやくねんち皇かたききんじつなに

かたらふうふふかばづかはしめおた

し︒其日にならば我箭先に来れ・射損じ得させんと︒かた

の語ひに︒夫婦のゑにしも深くなり︒恥しながら始の仇も

やまゐてやぶすまつくつならびひかへてん

けいやくち上よろこびかだしＬがりとき

人︑の契約せしゆへ・父の悦大方ならず︒猫狩の時にも

しら

おもへわれひんく

忘れ︒愛着の念おこり父の敵とは云ながら︒錦次郎実は何

のがるおほく募るいこＬ

かしこつかいまちＬなちじろせん・へんばんくはひじゆつ

要ワ〃︑西寺つ

なれば︒山をかこみ︒射人矢襖を作て並扣るにぞ︒天を

も知ぬ身と︒思ぱいと■いやましに︒我ゆへか坐る貧苦も
なになんじふしのがで・ざご畠ろくらしのび

ゐ

かけり︒地を潜とも︒遁くしとはみへざれぱ︒多の部類笈

なす︒何とぞ難渋を凌せんと︒出来心にて御蔵に忍犯オ﹂入

つ．桑かね︑やうはこ

に射られ・彼に突れ︒今は父那智白も︒千変万化の秘術を
１︑はうとびひやうじひかへかたいだぢよめい

ゑれぱ︒山のごとく積たる金︒五百両入しちさき箱一シ取

つくやう

尽し︒漸一方を飛ぬけ︒兵司が扣し方へかけ出し︒助命の
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『那智白糸』
三十八

さふわりのちうれへかへり承おっとまよ
しとて︒さのみ障もあらじと︒後の憂も顧ず︒夫に迷ひ

おあわつゑお・かそのかねりやうつかひ
思ず罪を犯せし也︒され共其金五拾両ばかりは遣候得共︒
へやしたうづみおきあらためおさめくだ

のこ り

ちくるい

きん

さいへんしばしきみ

残はわらはが部屋の下に埋置候へば︒御改御納下さる

ろく

ふちうぬすびとなのがれこのうへ

べし︒たとへ畜類なれぱとて︒錦次郎が妻と変じ・暫も君

けいばつなみだかたり

の禄をいた■き候へば︒不忠盗人の名は遁ず︒此上はわら

たぜんひと

はをいかやうにも︒御刑罰下さるべしと︒涙とともに語け
るにぞ多膳一たびはおそろしく・一たびはあはれにも又し
しじうきいかんあきらじゃうおもむききＬとｘけ

たいしゆうかｒひうへとりばからはぐわんらいにんげん

ほらしく・始終を間て大に感じ明かに白状の趣間届た

つうりきしさいわざしたまいお一てれ

たぜんふぎかねあらためりやうありかんじやうふきやう

さらになかりしは通力自在の業かなと︒舌を巻て恐けり︒

かわだとうまむれいかなめよひたわたしりやうしよろこび

多膳右の金を改みるに四百五拾両有ければ︒勘定奉行

四之巻終虹オ﹂

河田東馬牟礼要人を呼出し渡ければ︒両士大に悦ける︒

認識那智の白糸巻之五

ないしぎつねかほるたいさる

内侍狐薫が膣を去

ちんこうしやうことばやまひいやはしやうじよふた型くもしのぐ

陳孔章が詞はむなしく病を愈し︒馬相如が賦は唯雲を凌︒

味するに︒蜘の巣のみ多・掘たる跡もみへざれぱ︒是非な

け座敷に入置たり︒組子の面々錦次郎宅へ行床板打離し吟

人の名は遁すと腰縄をつけ獄へ引せ錦次郎も同じく番をつ

申付︒錦次郎宅へ鋤ウ﹂造し内侍狐は錦次郎妻の姿なれば囚

る︒又河田東馬牟礼要人の両士は︒円象が異見に依て切腹

相揃大守へ申上︒彼両人の刑罰いか些計んと評議に及け

ぱ︒弾正も奇怪の思をなし︒且は御金出たるを歓び︒同役

川多膳吟味の次第︒白状の趣︒老臣大沢弾正へ申聞けれ

の用浅からざりしも︒此度盗賊の名を以獄に囚せらる︒津

もちいあきこのた・ひたうそく芯もってごくしうつ

あらふねきんふうふしゆせきさいのうならぶいつかちうもちろんたい

り︒大守へ伺の上取斗ん︒元来人間にあらずとなれ

新船錦次郎夫婦︒手跡才能並ものなく︒一家中は勿論大守

く内侍狐に尋れぱ我通力を以埋たれば︒人間の眼には懸

きんたくつかはないしさいすかためし

けいばつしやくつまづさんきんくゑもの

ば︒刑罰又差別有くし︒先残金を受取くしとて︒組の者へ

いはづ也︒床下五尺掘て大石あるを退て見給へと申ゆへ︒

を延しけるに︒不思議に金子出たれば悦こと限なく︒円
ざうしりよふかきかんつがわぎんみいつけんめづらし
象が思慮深を感じ︒ オ﹂ならびに津川が吟味の一件珍き

玖

ざしきいれおきくみ己めんＪ︑きんたくゆきゆかいたうちはなぎん

くもすほりあとせひ

ないしぎつねたづねわがつうりきもつてうつみにんげんめかＬら

ゆかしたしやくほつたいせきのけ

にんふぼらいしふたやうｊ︑おし

かねぱこありましる

いつかちうひやうあいときみよしかいうんげぢ

のばふしぎきんすいでよろこぶかぎりえん

かわだとうまむれいかなめりやうしえんざうゐけんよつせつふく

あいそろひたいしゆあげかのりやうけいばつはからはひやうぎおよび

だんじやうきくわいおもひかつかれいでよるこどうやく

がわたぜんぎん承しだいばくじやうおもむきらうしんざはたんじゃうきけ

人夫を入て掘するに︒大なる石の蓋あり︒漸八人して押の

ことよと︒一家中評じ合ける︒時に三好海雲の下知として

うとなのがれこしなわひとやひかきんおな︑はん

けみれは︒金箱有いつの間にか坐ることをなせしや︒知人
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ざいきよおもむきしよらうしんつがわたぜんめしいだわた

裁許の趣︒諸老臣津川多膳を召出し︒申渡されけるは︒

思よらぬ錦次郎妻が身の上︒彼人間にあらざれぱ︒仮令い

おもひきんさい黙うへかれにんげんたとへ
からめおくにげうせこ且ろやすそのぎるい

かけこふろざしきうめいばつみかくはく

かやうに搦置とも︒逃失んは心易かるべきを︒其儀なく緤
せつつな・かつ承かみおもんしんていちくしやう主さ
綾に鑿れ︒罪をしり上を重ずる心底︒畜生ながら人に増れ
かたきねらふきんふうふあいぢやくきづなひかなさけ
り︒敵と躯錦次郎に夫婦となりし︒愛着の維に曳れ︒情

を掛し志もしほらしく・糺明の場に罪を隠さず︒一々白
じゃうおよ﹄﹂ときんすいでいさＬかふそくしかるうへ
状に及び︒殊に金子も出て︒叩の不足なるよし︒然上は

きんしざいゆるながいとまつくないしぎつねぎり

よつごれうないまつやまやしるたておやなちじろぎつねれいいっしょ

也︒依て御領内の松山に社を建︒親那智白狐の霊と一所に

合︒勧請して遣すべしとの仰なれば︒有がたく存︒以来

あわせくわんじゃうつかはあふせぞんじいらい

当家を守護し２ォ﹂︵挿図調︶﹁霊狐勧請之図﹂２ウ・３オ﹂奉

たうけしゆごれいこくわんじゃうのづ

じんけいはうれう

いひわたしないしぎつねようれしはいかしら
るくしと云渡ければ︒内侍狐世にも嬉げに三拝し・頭を地

につけ︒重々の御仁恵いつの世にかは報じ奉る雫へき︒御領

ないすんまもるきんそのほかしんぞく

ぜいとりころしおんこんやすむこの１もかれいさＬかうら思

内に住で御家を守くし︒又錦次郎事は︒父兵司其外親族大

さいかぽるのちとりころさおもひすうつきびやうし

勢取殺︒父の怨魂を休る上は︒此後彼が身に叩恨なし︒

に在ものゆへ︒うき級難は見せたれ共︒兵司が血脈にもあ

へんゑかうぶつじあつからふびんなきがら

ふかうら恥すがたかりかれししいつ

かんなんち十じ

妻の薫も後々取殺んと思し内に︒天数尽て病死せり︒其家

錦次郎死罪を免し︒永の暇を申付くし︒内侍狐は義理を
わき主へいひつうりきじざいれいじうわがくに
弁たるものと云︒通力自在の霊獣なれば︒我国にと堂め

らざれぱ︒深き苑もなし︒其姿を借たれば︒彼は死ても一

りやうぶんれいくわんじゃうこぐか主もら

領分の霊１ウ﹂地を見立勧請し︒永く国家を守しむくし︒

錦次郎に賜り︒懇に吊得させ給るべし︒又御身厚き憐

たまはねんごろとふらひえあつあわれみ

通の回向仏事に預ず︒不便のこと也︒ねがはくは亡骸を

し上しんへいふくかしこますなはちつがわたぜんやくしよきんふう

有て︒国家に益ありしこと近き例也︒と申されけるにぞ︒

ものやわらかきうめいさばきはうおんひふざづく
を以︒物便に糺明あり︒御捌の報恩に一シの秘符を授べ

すでなんぢかわちはたけけいざうばうめうこ
已に汝ら聞及ごとく︒河内の畠山が家に︒慶蔵坊と云妙狐
ゑきちかためし
諸臣平伏して畏り︒則津川多膳︵役所︶へ・錦次郎夫

し︒此符を宝庫金蔵等の入口に貼する時は︒いかやうの盗

ぼんぐうないしぎつね

度験有とかや︒扱本宮の内侍狐はもはや此上申べきこと

どしるしあり

て︒今も伯州米子より此符出る︒受て門戸に貼者多し︒毎

はくしうよれここのふいづうけもんこはるものお性まい

疑給ふことなかれとて︒多膳に伝授しける︒其後故あつ

うた︑かひたぜんでんじゆその典ちゆへ

ぞくじんぺんふしぎめうじゆつうかＸふあたはずかならず

ふばうこぎんざうてふときたう

婦を呼出し申渡けるは︒錦次郎こと金子の出所知ずといへ

３ウ﹂賊︒神変不思議の妙術有ものにても伺こと克ず︒必

ぬすみとりさいたうぞくどうるいさいにん

ふよびいだわたしきんしゆつしよしら

ども︒盗取しは妻なれば︒盗賊の同類たり︒されども妻人

げんへんげしよゐつみゆる広が

間にあらず︒変化の所為なれば︒其方が罪を免し︒永の御
でうぞんじたｘいまひきはらふないしぎつね
いとま
暇下さる些条︒有がたく存唯今当地を引払くし︒内侍狐
みつみはくじゃうあかでうしんくうおぼしめすところ
は身の罪を一を白状し・身の上を明す条︒神妙に思召処
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ま上いきたえ

たぜんていいよＪ〃︑き︺わおもひ

ふしその
たちこへ
おもへ
なし︒松山へ立越候はんと︒云かと思ばかつばと伏て︒其

じぶんしうしくはうみやうしんどんとなへよるぶつぜんいでうしみつ．ごろ

自分の宗旨の光明真言を唱つ坐︒夜も仏前に出丑満比ま
かんきんつかれまくらもとしやもんこつぜんあらわれ

上は錦次郎引払七日延引願ん間︒妻の亡仮を葬︒心し

にわたらず︒信心に感じてこ上に見ゆ︒夫厭ても厭くきは

善哉ｊ︑汝俗禮にして︒夜毎真言を唱へ・深更まて余念

で看経しけるが︒疲でまどろむ枕元に︒沙門壱人忽然と現︒
ぜんざいなんぢそくたいよどとしんどんとなしんかうよれん

づかに退散すべしと申渡けり︒錦次郎糺明の節︒一間隔て

娑婆なり︒会者定離の苦︒恐ても恐べきは六道なり︒生者

きんひざはらひえんにんねがはあいださいなきがらほうむりこふろ

侭息は絶にけり・多膳此躰を見て︒弥奇異の思をなし︒此

妻の申所一々承︒始て驚薫が蘇生せしとのみ思︒狐と

必滅の哀身躰は芭蕉の風に破やすきごとく︒寿命は艀蛎

あい

さいなきがら

うけ給りはじめおどろきかぱるそせいおもひきつれ

ねんらいへんじあきらし

みおそれ

わたぱうぜんゐやくひったてなくしゆく
しよかへりきんすほりだ

しゃばゑしやじやうりくるしみおそれおそるろくだうしやうじや

ひつめつかなしみしんたいぱせをかせやぶれじゆ躯やうふゆう

へしらすみやかぼだいしんおこわうじゃうあんらくもとむ

給ふ︒多朧此度の取斗ひ︒大守の旨に叶ひ︒加恩をぞ賜け

膳有し次筑申上けるに︒大守諸臣迄再奇怪の思をなし

先達し母井に妻の薫かぼだいの為︒且は本来成仏を糞ん

ずるに取り今独身の心易く・非業に死せし父兄弟忰乳母︒

染衣５オ﹂に姿をかへ・名を観阿と改ける︒当宗阿字を観

ゆふ

る︒夫より松山に地を浄祠を建︒那籾白狐の霊魂を合て

と︒又も捨身の行脚順礼︒回国を志けるは︒殊勝にも

ねんころきやうじわれかうやさんへん・せうこんがうのたま

本宮の内侍狐を勧請有けるに︒当国近国の諸人信仰なし︒

哀也︒住侶も大に心底を感じ︒観阿に示て日︒夫我宗は︒

すぐじゐんしゆくあり

霊験も著・度々三好家の病難等を除・祈難をかなへけ

竜猛菩薩南天の鉄塔を開︒一切経の内︒大日経︒金剛頂経︒

さうＪ︑さいゆいがいくはそう

しんん〜かんまゑそれいとふいとふ

しらで相ぐし︒年来の変事迄明かに知れ︒今又妻の亡骸を

の夕を知ざるごとし︒速に菩提心を発し・往生安楽を求

わたしきんきうめいせつひと主へだて

渡され︒忙然として居たるを︒役人に引立られ︒泣々宿

くしと︒懇に教示あり︒我こそ高野山遍昭金剛也と宣ふゆ
きんあり
きうはいおもへいつすいゆめ
へ︒錦次郎有がたしノーと︒九拝をなすと思ば︒一睡の夢
きんたちやちほつきすぐこのてらてしていはつ
也けり︒錦次郎忽発起し︒直に此寺の弟子となり︒剃髪

たいさん

４オ﹂所に帰︒金子を掘出したるさまを見て︒いょノ︑怖を

ぜんえすがたなくわんああらためたうしうあじくわん

さい

ぜんありしだいたいしゆしよしんふたｘぴきくわいおもひ

なし︒早々妻の遺骸を火葬なし︒直に寺院に宿し在つＬ・
ねんごろぶつじたの象その承ちうやゑかうゐかくつがわた
念比に仏事を頼・其身も昼夜回向なし居けり︒斯て津川多

るゆへ︒深く尊敬有し也︒新船錦次郎は菩提寺に在て︒

蘇悉地経の三部を以弘給ひ︒自想教想︒観法無我自

それ主つやまちきよめほこらたてなちじろぎつねれいこん

ぼんぐうないしぎつねくわんじゃうありたうごくきんごくしよしんかう

れいげんいちじるしくたび王よしけびやうなんとうのぞききぐわん

げきくわくちぎりえんわうふすま

ふかそんきやうおりあらふねきんぽだいじあつ

ちうやひたん

しんたいやぶれあいだもうさう・むねぷちきたまなこふさぎ

しんだいにちほんうむぶつたてそしったへけいくわあじゃり

そしつちきやうぶもってひろめしさうきやうさうくわんぱふむかじ

りうめうぼさつなんてんてつたふひらきいっさいきやううちだいにちきやうこんがうてうきやう

あはれぢうりよしんていかんくわんあしめしいわくそれわがしう

しやしんあんぎやじゆんれいくわいこぐこ上ろざししゆしよう

さきだちは上ならびつまかほるためかつみらいじゃうふつねがは

とれいまどくしんこＬろやすひがふちふきやうたいせかれう・は

昼夜悲歎にくれ︒実に亀鶴の契をなし︒鴛鴬の衾をかさね

心大日本有無物と立給ひ︒祖師伝つたへて恵果阿閑梨より

たぜんこのたびとりばからたいしゆむねかおんたまひ

しも︒身柵の破ざる間也と︒忘想胸に満４ウ﹂来れば眼をま︒
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でんぱうにつほんかう奴ふだいしそこのかた
わがしうひろまりこんたいりやうぶあうざうさぐりだいにちふはふあきら

伝法して日本には弘法大師を祖とす︒しかりしより以来︒

かへなごりおしそうはうたちわか

ひ奉らん︒返す人１も御名残は借けれと︒双方へ立別れ︒

それくわんあかしよめぐきうせきふしぎ

夫より観阿は四国八十八箇所を巡り︒大師の御旧跡不思議

しぱし憩ひたる処に︒はるか向の谷合より︒車輪のごとき

やすらたにあひしやりん

山の半途にて日暮ければ︒桑門の気散は︒露を片敷草枕に︒
まぢかきすざむしふりすてよな・かききり人︑すとも
間近鈴虫の振捨がたく︒秋の夜の長をかこつ番を友に︒

さんばんとひくれよすてびときさんじつゆかたしくくさまくら

はいそれこんひらさんけいおもひざ−７づ

我宗大に広︒金胎両部の奥蔵を探︒大日不二の法を明むる

共を拝し・夫より金毘羅へ︒参詣せばやと忠けるに︒象頭

むねしんどんふしぎくわんじゆむぶやう

を旨とす︒されば真言は不思議なり︒５ウ﹂観荊すれば無明

じゃくいたりきよｊ︑けんしよざん︑かいかくしや

のぞきふくみそくしんばふによしようぎやうＪ１えん
を除・一宇に千理を含・即身に法如を証す︒行点として円
寂に至︒去々として原初に入︒三界は客舎のごとく︒一心
こればんごわするおこたるくわんあしつかうていとう

くわえんもへいでしだいちかよるだかそんたい

火炎燃出︒次第に近く寄をみれば︒７ウ﹂さもうづ高き尊躰

はいもんれいじたうじときてるかどやかく

は是本居なり︒忘べからす怠ことなかれと︒観阿膝行低頭

して拝間し︒礼辞して当寺を立出る時︒照廉矢八郎には格

ながら︒山鳩色の御衣を召︒御髪は四方へ振乱︒両眼尖

このたび

めぐら

あとかへなごりゆき

すぐうしろまねくたれまなこてるかど

人︑おもひかんがふさてむかしこのくにはいるしゆとくいん

後の嶺を過・尚山ふかく入せ給ひける︒観阿は御跡見送熟

うしろ承ねすぎなをいらくわんああとおくりつく

消し︒般若心経を諭しつ上︒暫く其行末を打守に︒程なく

けはんにやしんぎやうじゆしばらそのゆくすへうちまもるほど

ぐさもにさゆうはうししたがきたりくわんあきも

はなことたか．てあしつめのぱゑがけてん

ぱといろぎよいめしかぶしはうふりゑだしりやうがんするどく

別恩義もあれば︒細々と伝言を頼置行衛定ぬ二度の回国︒

して蒼謄のごとく︒鼻殊に商く︒手足の爪を延し︒画る天

ぺつおんぎこま人︑でんごんたの承おきゆくさだめどくわいこぐ

此度は四国より巡んものと︒跡ふり返りｊ︑名残おしく行

狗に髻髭たるが︒左右に大の法師を従へ来給ふ︒観阿肝を

わたすくわんありやうがんなみだ

さうよう

過る︒後よりしばしと招は︒誰ならんと眼を付れば︒照廉

やしだいせうしどんどのべしやせう
ろひ

矢八郎出来︒此度の次第笑止は言語に演がたし些少ながら

路費にもなし給れと︒包し金子をあい渡︒観阿両眼に涙を
ふしぎごえんごかうおん

々思考るに︒籾は昔此国に配流せられ給ひし︒崇徳院

まだうおちいりさいぎやうばふしこの承やまさんけいおり

れいこんましノ︑みかどみよはなれうらみふか

うかべ・不思議の御縁にて・御高恩に預候上︒かく６オ﹂︵挿図

の霊魂に在つらん︒此帝御代を離させ給ひし御怨深

きんだいしつげかうむるしん

︶﹁錦次郎大師の告を蒙図﹂６ウ・７オ﹂なりて迄の御心

はいれいことばわきまへそれかしこれいとま

く︒魔道に陥給ひしが︒西行法師此御山に参詣の折から︒

そんれいげんもんだふうた

配︒御礼申さん詞も弁ず︒某是迄の御礼をも申︒御暇

かの尊霊現じ給ひ︒問答ましませしが︒西行の丹に

ごひそんとがめかうむてらちつ

乞申て立出度存せしが︒御呰を蒙る身ゆへ寺にのみ在て︒
すがたぢうしょくたの柔かれこれ

よしや君昔の玉の床とてもか上らんのちは何にかわせ

きふむかしとこなに

ん８オ﹂

かく姿をかへたれば︒住職に頼彼是の御礼共申上置し也と︒
ちまたたがひな詮だそでひたしごえんめぐり
両人しばし街に立︒互に涙の袖を浸︒御縁もあらぱ又巡あ
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よみえいかんきえき１はぺ

うちうま裳ひしゆらちまたいでさんあくだうくるし承うけおぽへ

と詠たりしに︒叡感まし︐Ｊ︑︒消うせ給ふと聞侍れ共︒今
みすがたたてまつおゐもうしうくもきりはれ
又か入る御姿を見奉ること︒今に於て忘執の雲霧暗ず︒

もくじきれいげんしやうにんくわんあちまたまつ

木食霊験上人観阿を街に待

よくじつそのばかかないいと丈ごひ

こんじやうあいまみへはかりがたしな鋸たむせびたちいでそれ

翌日にもなれば︒佐兵衛其外家内へも暇乞なして︒もはや

り因州に入︒過し比木食上人を尋し時︒覚の道をたとり行

ゐんしういりすぎころ︲もくじきしやうにんたづねときおぼへぶちゆく

今生に相見んこと測難と︒涙に咽つ坐立出けるが︒夫よ

むかふぜいくんじゆしやうにんふうぐゆきあひくわん

宇宙に迷修羅の街を出給で︒三悪道の苦を受給ふと覚た
いたはありさまころもそてうるほなむゆうれい
しゆつりしやうじとんしやうぽだいあととふらたてまつあかつきまちつゆ

向に︒大勢群集して︒上人の符９オ﹂を受るに行遇たり︒観

り︒御痛しの形勢やと︒衣の袖を湿しながら︒南無幽霊︒

阿情思けるは︒糊に遠路遙々辛苦を経て当国に来︒道に

あつらＪ︑おもひさきえんろばるん︑しんくへたう︾﹂くきたり采ち

出離生死︒頓生菩提と︒御跡吊ひ奉りつ上︒暁を待露

もとむあふかよはましよいとはいのちすつかく

たもとうちあさひほしこんひらどんげんさんけいしこく

きうしうこと人Ｉじゆんはいおわつおもひはくしうよれとさひやうへ

けき快を打はらひ︒旭に燥て金毘羅大権現へ参詣し・四国

需れども逢ことかたく︒人も通い魔所も厭ず︒命を捨る覚

ゆき島へゐんえんいすかはしよなかくや象

こやうｊ︑あいま患へいまみたのま采ちほとり

九州悉く順拝畢て思けるは︒伯州米子の佐兵衛には︒

悟にて漸相見︒今の身に頓んこともなければ︒道の辺

ながとのくにつきせきしううんしうじんじゃぶつかくじゆんれいはう

に行遇る︒因縁あしき身には︒鵲烏の強の世の中と︒悔つ
ゆきすぐもくじきこへたらふれうぢひさいはよくそれがし
上行過るを︒木食声かけ︒新船氏久しやと云れて︒能も某

きしうありときい︑三ちくいちさんげものがたり

心え鈴こ

けいさうばうきつねかわらのくにはたけやまけひきやく

ふしすがたとをりかのちものわうくわんきつねわな

すでころさそのとぎわれしゆぎやうおりかのしゆくはうしややどと．まりあわせ

1 局 n

いったんおんれいの．へかつ魂

一旦の恩もあれば︒礼をも述︒且はか入る身になりしよし
ものがたりこんじやういとまどひぶぜんこくらびんせん
をも物語︒今生の暇乞をせんものと︒豊前の小倉より便船

して︒長門国に着︒石州雲州の神社仏閣を巡礼しつ坐︒伯

を忘給す︒今観阿と改親族の菩提︒自身未来を助らんと︒

ぎのくにいでだいせんはじめしよノ︑はいれいおわつかたいたり

ちＬ承ぶんけふまでありしだいかたりしやうにんかん
と︒父の身分より今日迄の有し次第語けるに︒上人大に感

回国巡礼仕る︒罪亡しの俄悔談︒事長けれど御聞被下

くわいこくじゆんれいつ躯ほろぼさんげものがたりことながきＬくだされ

わすれいまくわんああらためしんそくぼだいじしん采らいたすか

耆国に出８ウ﹂大山を始︒諸所拝礼終て︒佐兵衛方に至けれ

くわんあていおどろきしよつうたへくらし

給ふやと︒御岬申居る処︒今日の対面︒いふかしき有さま

じ︒愚僧も又語聞すべき物語こそあれ︒先年播州加古川

うわさゐところこんにちたいめんあり

ぱ︒観阿か躰を見て大に悟然︒しばし書通も絶ていか竺暮

やと︒問れて観阿今は身の上に︒裏隠んやうもなきま上・

の駅にて︒慶蔵坊といへる狐︒河内国畠山家の飛脚となり︒

あるひおどろきなげきそりくわんあなごり

ぐそうかたりざかものがたりせんねんばんしうかこかわ

紀州に在し時より今迄の遂一を︒倣悔物語なしければ︒佐

とはくわんあいまゑうへつ與朶かくさ

兵術も或は職又は歎︒其夜は観阿をと■めて︒名残をお

武士の姿にて通しを︒彼地の者共往還に狐罠を９ウ﹂かけ
おきけいさうばうだましあやまつわなちやうちやく
置︒慶蔵坊を欺たるに︒誤て罠にか坐りしを︒打榔して

しみける

既に殺んとす︒其時我修行の折から︒彼宿の報謝舎に泊合︒

人jD−

救助たりしに︒夫より紀州那智山へ参詣せんと︒不案内の

すぐひそれきしうなちさんさんけいふあんない

いちがうほろぽしかれじんづうりきれいこうらゑきはういのちまつたきたい

一郷を亡せり︒然ぱ神通力の霊狐の恨︒貴方の命全は大
かうい畠よくノ︑ぽだいしんわするさくやわがゆめない
幸と云つくし︒能々菩提心を忘べからず︒昨夜我夢に︒内
しぎつねぎたついまわがうらみはれそれつききはうたう
侍狐来ていわく︒今は我怨も暗たり︒夫に付貴方皿ウ﹂当

らくめいきはうものがたりぼんぐうないしぎつねつうりき

のぼりいのちたすかおもひほかそこしれしんけいおちこのところ

山路を行けるに︒かの深山の狩に手負し熊に出合︒樹の股

やまちゆき柔やまかりておひくまであひぎまた
へ上命を助らんと︒思の外底も知ぬ深渓へこけ落︒此処

も今仏門に入て︒紀州の古郷に在なれば︒貴方も国々順礼

すぐおんがへしかれかわつたすくところなをまたいひち﹂おた

お
いまつはたきまうわれいますぎき
相待に︒果して貴方にあへり︒我も今より五年過ぱ︒又紀

し︒古郷に帰て義六道心に尋遇︒ともに仏に仕て然るべき
むねおしへいひゆへこんにちこのはういでふほどこし
旨︒教くれよと云ける故︒今日は此方へ出て符を施ながら

こぎやうかへりぎだうしんたづねあひほとけつかへしか

いまぶつもんいつきしうこきやうあるきはうくにじゆんれい

所を通ること︒今日唯今の時ならん︒昔の家来白多義六に

しよとをこんにちた望いまときむかしけらいしろたぎろく

に落命すべかりしを︒貴方が物語の本宮の内侍狐︒通力を
もつてぐそうすぐならおひゆきぶるいけいざうばういのち
以愚僧を救ひ︒那智に負行申けるは︒部類の慶蔵坊が命を
救ひし恩酬︒彼に代て助る処也と︒猶又云けるは︒父の仇

あらふれいつけほろぼつきうらむるいきよなノ︑たちのぽつてんひいるこのくわ

新船一家を亡し尽んと︒怨息︒夜々立昇て天に仲︒此火

きやまときわがうらぶつきそのせつゐんえんすかた

日々死する者数十人︒罠をかけし族は皆狂死なし︒其余

ひｒしものすわなやから承なくるひじにそのよ

果し故︒其ことを問に︒侍の罠に罹し後︒疫瘻大に行れ︒

ざうづさんくわいぶるもってまんびやうすぐこう
象頭山に帷を見図﹂︑ウｈオ﹂以万病を救は堂︒効あらん
さづけこれうつしよ級どこすしんこのゆへめぐく漣
と授し︒是を模し諸人に施に神のごとし︒此故巡る国々に
そんきやうその里ちふたＬひばんうとなりすこまとちかわり
尊敬せらる︒其後再播州を通けるに︒少しの間に土地変

を隠し去けるが我に霊符を与へ︒是を︑オ﹂︵挿図記︶﹁観阿

来は︒昔中納言行平朝臣︒当国に任ぜられ下給ひし時信仰

それいなぱのくにざくばうじさんけいたうじほぞんやくしによ
夫より因幡国座光寺へ参詣しける︒胆オ﹂当寺の本尊薬師如

そ嬉と︒猶も親族仏果菩提を一心不乱に念じつＬ・観阿は

過ける︒後より観阿は三拝なし︒上人の云処一々心魂に徹
おそる
あり
かげみがつしやうたちさり
すれば恐しくも又有がたく︒影見ゆる迄合掌してぞ立去け
い腹れいこうらみとけさつぎしよざいしらこ入ろさし
るが︒今や霊狐の恨も解去て・義六が所在迄を知せし志こ

州の一国を巡んとす︒其時遇ことも有くしと云て︒其侭行

しういっこくめぐらそのときあふあるそのまふゆき

追々死絶︒一郷終に滅失︒原野となるとの物語︒眼前見た

有しが︒任満て帰京有しに日比信仰厚かりしに依て︒如来

かくさりわ︲札れいふおたこれくわんあ

気焔ん時は我冤の尽たる也︒其節又因縁あらんと云て︒姿

る処也︒又ある時大井川を渉んとせしに︒数日の雨天に満

も行平卿を慕せ給ひ︒或夜部に至て︒行平卿の枕元に現れ

わうらいとまり

けいざう嘘ういてきたりわた

ときおばゐがわわたらすじつうてんまん

おひノ︑しにたえいちがうついぽろびうせげんやものがたりがんぜん

すい

かれこれおもひあはなちじろぎつねぷるいそのうら糸

ありがたかっかう熟やこ

ゆきひら．ぎやうしたはあるよ鬼やこいたつゆきひらきやうまくらもとあらば

ありにんぶらききやうありひごろしんかうあつよつによらい

らいむかしちうなごんゆきひらあそんたうごくにんくだりときしんかう

うれしなをしんぞく裏つくばぽだいいつしんふらんねんくわんあ

すぎうしろくわんあさんはいしやうにんいふところしんこんてつ

水ゆへ︒往来留たるに︒慶蔵坊出来て︒渡しくれたるこ

給ふにぞ有難きこと也とて︒いよノ︑渇仰のあまり︒都へ

はてゆへそのとふさふらひわなか異りのちえきれいおこなは

ともありし︒彼是思合するに︒那智白狐の部類さへ・其怨
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を座光寺と号けるとかや︒観阿は御経読謂し︒夫より軽の

仏の敷せ給ふ台座と︒後光とを残置給ひけるにぞ︒この寺

呼て今に人の知る所也︒抑かの薬師如来飛至給ひし時︒御

一宇の寺院を建立し此尊像を安置し給ふ︒依て因幡薬師と

楽の国に往生なさしめんと︒阿弥陀如来の御誓願︒一文不

は此功徳を以平等一切に施︒同く菩提の心を発しめ︒安

御遺物とて大刀馬ぐなど︒霊宝として秘置り︒是らを悉
はいけんひらういさＬかわすれれいのべたちいづねがばく
拝見し・疲労も珈忘けるま上︒一礼を述て立出る︒願

に郎等弐拾四人の石碑あり︒又其来由は詳ならねども︒

せきひそのらいゆうつまびらか

浜に出る是は孝謙帝の御宇︒吉備大臣入唐帰朝の御時︒着

通愚凝無智の尼入道といへ共︒念仏門に入唱名を塀ざ

らうどう

船ありし処とて︒吉備大明神を祀とかや︒宮居年歴上久た

れぱ︒極楽往生疑ひなく︒九品蓮台に救とらせ給ふこと︒

よついな価やくし

る所也︒後に北海漫々と吃ウ﹂して万里の波天を洗︒空暗風

円光大師の起證文にも審也と︒思取たる念仏鍛冶の

うじゐんこんりふこのそんざうおんち

なき時は乾の隅に当て幽に隠岐国みへ︒岩石嶮岨汀に時︒

権兵衛とて︒近国に名を知られし信者︒呼吸に念仏し

ほとけしかだいざごくはうのこしおきてら
ざかうじなづけくわんあきやうどくじゆそれかる

ところ

きびたい糸やうじんまつる柔やゐとしふりか承さび

はまいづこれかうけんていぎようきびだいじんにつたうきてうときちやく

せん

ところうしろほつかいまんぼんりなゑてんあらひそらはれかぜ

ときいぬゐすぶちたつかすかおきのくにがんせきけんそ及ざはそばだち

かぜわたつげきらううち上せおくまんばくふさらすそのをとす

りひぎきぜつけいたぐひすごおよそこのへんしやじゃうせうさつ

けんもんさくしうだいだうしんじやしこぐしよ

ウ﹂其誠精を感じ︒観阿彼宅を尋て有

しょくげふそのせいｊ︑かんくわんあかのたくたづねおり

ごんびやうへきんごくなしんじやでるいきいるいきねんぶつ

えんくはうだいしきしょうもんつまびらかおもひとつねんぶつかぢ

ごくらくわうじゃううたがくぼんれんだいすぐひ

つうぐちむちあまにふだうねんぶつもんいりしやう難やうおこたら

らぐくにわうじゃうあぶだによらいごせいぐわんいちもんふ

このくどくもってひやうどういっさいほどこしおなじぽだいこＬろおこさふん

ごゆいもつたちばれいはうひめおけこれことノ︑く

風度ては激浪打寄︒いく億万の白布を曝ごとく︒其音又数

ながら職業をなす︒

かたきこと共見間し︒又作州の大道心者︒四国八十八所の

れいじゃうわがくにとりたてしよれいちえ

ごんこうはふだいしむさうよつさくしういたりちえこんりふぜう

霊場を我国に取立しが︒二ヶ所いまだ霊地を得ざりしに︒

権兵衛弘法大師の夢想に依て︒作州に至地を得て︒建立成
じゆ承まさかのくにしんせきしよのこりじゆんはいのや主
就せし︒美作国新跡の八十八所残なく順拝し︒野くれ山

くれゆくほど単やゐいづおんか承たづ画るどう

こぐきや室たいぶやうじんやしろれいげんひとたびさんけい

暮行程に︒一シの宮居あれば︒何れの御神ぞと尋に︒同

ものすへばんじゃうまもりしるしたもとうちびやつこけいれ

国木山大明神の社なり︒霊験あらたにして一度参詣する

者は︒末繁昌を守給ふ印とて︒挟の中に白狐の毛入あ
？§たふとくわんおかねひやつここりばて

るよしを間︒貴きことながら︒観阿兼て白狐には懲果たれ

イ ワ ハ

よびいましところやくしによらいとびいたりとき魏

里に響︒絶景類なく又もの凄し︒凡此辺沙場にして︒萠弧

いんふうはくさうのべふせかたふぜいこらさいぐわい

おもふぱかりくわんあこのれいしやぬかづき主やさんもふでとつとりいて

たる陰風白草を値︒いわん方なき風情見ぬ胡地塞外もかく

やがみごぽりれいせきざんさんけいたうざんがゑよむかしさるだひこのだいじんあま

やと思斗也︒観阿此霊社に額突︒摩耶山に詣て鳥取へ出︒
八上郡霊石山へ参詣す︒当山は神代の往古︒猿田彦大神天
くだりましまときゆえんいしそのいしかみ承こいし
降在せし時由縁ありし石なりとて其石を神の御子石と申︒

わうらいりほかけんぜんこナ

往来四五里の外よりも︒顕然と見へて苔むしたるは︒いか
かみさびれいせきざんなづくさいしょうじよ・へしん
にも上久けり︒此ゆへに霊石山と号︒又最勝寺と呼り︒真

どんしうほぞんやくしぶつくわんあおのしうしたうじ

言宗にて本尊は薬師仏也︒観阿も己が画オ﹂宗旨なれば当時
しばらおひおるとうりう↑このてらかばのくわんじゃのりよりきやう虻らび

に暫く笈を卸し逗留なしける︒此寺に蒲冠者範頼卿︒井

ー 上 ／ 、 −
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いまみなにおそる承やしろはい

ば︒ぞつとせしか共︒今の身には何か恐べきと︒御社に拝

くわんあかうやさんわうじゃうしろたりんしゆつしん

観阿高野山に往生︒白多隣太郎出身

さてくわんあひさこきやうかへり承るなふだたね

楮も観阿は久しぶりにて古郷へ帰︒見ものすべて涙の種に

れいかへりｆいれおきびやつこけすじたもと
礼なし︒帰にみればいつの間に入置けん︒白狐の毛五筋挟

あふおもひそればんしうあかまついで

たうしよむらかみげんじしやうとうあかまつけしゆつしやうちいへ

ぽだいしよばうりんじえんしんにふだうのりむらもくざうねづふ

ちゃくきよくろくか畠にうわおんじゆんぎやうさうりつし

告るゆへ︒生涯に今一度略オ﹂ま拳へたく︒北国東国の順拝

ないしきつねもくじきしやうにんたくぎたうち

たへひさたいめんうきかんなんものがたりあはていはついますがた

一五づてらさんけい催且きやうだいそうれうゑかう

に有しに︒奇異の皿オ﹂︵挿図調︶﹁観阿再び木食霊験上人

ぞ有ける先寺へ参詣し・母兄弟惣領小太郎と回向をなし︒
それめしつかいわかたうしろたぎとんせいおるところたづね
夫よりむかし召仕たる若党白多義六が遁世して在所を尋︒

くわん︲あふたＬもくじぎれいげんしやうにん

に遇図﹂Ｍウもオ﹂思をなしつ上・夫より播州赤松に出ける︒

絶て久しき対面に︒憂銀難の物語︒阿波にて剃髪し今の姿

きゐ

当所は村上源氏の正統赤松家出生の地にして︒かの家

あり

の菩提所宝林寺といへるに︒円心入道則村の木像あり︒鼠

となり︒内侍狐が木食上人に詫して︒義六当地に在よしを
つぐしやうがいいまひとたひほつこぐとうごくＵゆんはい

いる

そくゆうしえちやく象つどもへもんつきけさかけひるまき

のこきたりよしきなみだまなこみ︑らあいきむね
を残し来たる由申ければ︒義六も涙眼に満︒哀気胸にせ

色の衣を着し︒曲第に懸れるが︒柔和温潤の形相也︒律師

まりて言葉も発せず在しが︒や里あって申けるは︒某も

まちたてまつりつきものがたりわれしう人〜

主人の御難渋を救参らせんと︒御跡を追て諸国を尋けれ共︒
めぐあい
ぜひこきやうあつそのうちへうさんきたり
廻り合申さず︒是非なく故郷に在て︒其内には廟参にも来

しゆじんごなんしふすくひまいあとおふしよこくたづね

出牢の節公より存もよらず︒御金を賜りしゆへ︒何卒御

こと催はつありそれがし

則祐は紫衣を着し︒三巴の紋付たる袈裟を掛・蛭巻したる

しゆつろうせつおほやけぞんじかねたまわなにとぞ

としへぎ烏はおぽつかしきり

しんくつくたがいなみだそでひたし

給んと待奉し也と︒ざま人︑尺ぬ物語共なし︒我々主従

いかなれば︒かく辛苦を尽すことにやと︒互に涙の袖を漸
くわんあねがひとをりぷじぎめ．ぐりょろこうほ
けるが︒観阿は願の通︒無事に義六に廻合しを歓び︒魚の

象づこ具ろちからしばらぎたうしんれうとうりう

L I イ

たちはきにじようだいあんざかたちひだい

ごだいごてんわうばうけんあかまつけいふとうおさまりこのてらじふ

太刀を侃︒二畳台に安座ある︒形肥大にして猛きさまなり︒
はうこのてらさんけいしな・ノーはいらんざんゐんだうおは・リほつ

後醍醐天皇より拝領の宝劔︒赤松の系譜等納て此寺の什

宝となれり︒此寺に参詣し品々拝覧とげ︒山陰道を終︒北

こぐくわんとうじゆんれいらうせうふじやうよ
おんごく

国より関東を巡礼せんと思しが︒いやｊ︑老少不定の世に︒

遠国をめぐりて年を経ば︒義六に逢んこと覚束なしと︒切
こえんじゃうおここればんしうかこかわいづもくじき

に故園の情巧ウ﹂起れば︒是より播州加古川に出るに︒木食

ものがたりたがはいちがうあれむまつぎたえおそれせんしうさかい

いでち比あらふねひやうじじ旗んくめきちばかまいりこれきしう

の物語に差ず︒一郷荒て駅の絶たるに恐をなし︒泉州堺

水にあふたる心に力を得て︒暫く義六道心が寮に逗留しげ

とうごく鰍つこぐじゆんれいこ塁ろざしそれがしどうぎやう

きくわんあまんくおもひやりさま人︑いたわり

に出父新船兵司︒次男久米吉の墓参をなし︒是より紀州へ

るに︒義六も観阿が是迄の万苦を想像︒種々労て申ける

たち こ へ

立越けり

はｆウ﹂東国北国の巡礼を志給は竺・某も同行となりて
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『那智白糸」
三十八

めぐりまづたうれんこのところどうきよゆるｊ︑たひつかれやすめ

廻候はんが︒先当年は此処に同居して︒寛々旅疲をも休給

らいばるあたＬかなつたちいです坐むいま

ひ︒来春暖に成て立出給へかしと勧るにぞ︒いかにも今
たちいでしやうがいたびおもへたうしよおつれんどうれうあつ

立出ば生界の鍔ならんと思ぱ︒当所に越年せんと同寮に在
すぎかたりだしたげたづねきいなぎた苫ねんぶつざんまい

て︒過しこと共語出ては歎き︒尋問ては泣・唯念仏三昧を
つとめゐしかあるたそがれたひそそうきたりかどたち
勉として居けり︒然るに或黄昏︒壱人の旅僧来門に立︒

くわんあごぱうこのれうゐたづねごそういづ
くきたりとひぐそうもくじきれいげんしやうにんでし

観阿御坊は此寮に居給ふやと尋けるにぞ︒さん候御僧は何

しやうにんせんこつとくかんたびそうよくてうたつなちいたり

ぶんかしゆくさととひなちみやまくわ

上人の仙骨大徳を感じける︒旅僧翌朝立て那智に至︒かし

この民家に宿しけるが︒里人に問けるは︒那智の深山に火

へんてんひいるあるいましかさと

おふせとをりそのたうぶんきつねびおほくついちでうくわきつきのぼる

炎あって天に沖こと有よし︒今も然りや︒里人のいわく

Ⅳウ﹂仰の通其当分は狐火多く︒別に一条の火気衝逆こ

まいよそののちひへたｒどんてんおまよ
と毎夜なりしが︒其後日を経て唯曇天雨夜などにゑるの象︒

今に至ては更に其事なし︒何の故にやと云けるに︒夫こそ

いまいたつさらそのことなにゆへいひそれ

ないしぎつねおんきうら承いまはれそのことさと

弥帷子細を委く語給へ︒又御僧は何国の人ぞと尋るに

いよノ︑あやしゑしさいくわしかたりごそういづくたづぬ

内侍狐の怨気也︒かの怨今晴たれば其事なき也と︒里人

なるが︒師の御坊高野参詣の心有て︒近年当国を廻らんと

ぞ︒旅僧我は木食一派の杜多︒霊験上人を師とす︒我上人

しごぱうかうやさんけいこ坐ろあつぎんねんたうごくめぐ

国より来給ふよやと間ければ︒愚僧は木食霊験上人の弟子

思る些処︒四国九州に祈望すること殊に厚し︒衆生の深志

が︒新船兵司を怨其一族を取殺︒今遠国に勧請せられた

や承まつさいこくしこくきうしうめぐつきしうのち

こ主人︑かたりきかはじめおどるりやうこところおつ

しろたりんはたけや寺．けめゑへ

と思けるが︒義六道心さまでの病もなく︒其年十月正念に
土うじやうとげくわんあ．ち堅うしなひなげきかなし
往生を遂たりければ︒観阿は父を喪たるごとく歎悲み︒

おもひぎだうしんや龍ひそのとししやうれん

後帰国し￥﹂︵挿図鋤︶﹁白多隣太郎畠山家へ目見の図﹂
しかくわんあよくばるたつくわいこくいて
肥ウ的オ﹂ける︒然るに観阿は翌春を待て︒又も回国に出ん

のちきこぐ

せしことゆへ︒思合すること共也し︒旅僧は那智山参詣の

おもひふわたびそうなちさんさんけい

るよし︒細々語間せけるに始て驚き︒両狐のことは所に在
くつしたまいおそれひやうじたうごくしはい
幹ごＬ

おら．ふれひやうじうらみそのぞくとりころしいまおんごくくわんじゃう

の物語にて聞りとて︒那智白狐の娘本宮の内侍狐といへる

吟のがたりきけなちしろぎつれむすめぼんぐうないしぎつね

たびそうわれもくじぎいつぱづだれいげんしやうにんしわがしやうにふ

止がたく︒先西国四国九州を廻て紀州を後にし給ふゆへ・
ぐそうだいさんたまはたうちきただいさんつとめこれ
愚Ⅳオ﹂僧代参を承り当地に来れり︒代参も勤たれは是より
なちもふでしご・ぱうついでもってくわんあしとはところ
那智に詣んとす師の御房序を以︒観阿子を訳しむる処也と︒

て見聞すれば︒別して舌を巻て恐をなし︒兵司は当国支配

おもわところしこくきうしうきもうことちつしゆじようしんし

りやうよるこんたびそうれうしやうにんかうせいしや
両人共大に悦でかの旅椚を寮にと堂め上人の厚情を謝し・
くわんあとひそれがしさきいほりとひたてまつすこふる

観阿又問けるは︒某糾に上人の盧を間奉りしに︒顔

せいぐわいじんそくせつしかきそうましょいつしやうにん
世外にして人足を絶す︒然るに貴僧かの魔所に入て︒上人

しつかへかのそうごもつともふしんぐなふさとすみ

に師とし仕給ふやと︒彼僧御尤の不審也︒愚衲は里に住

していやくはふちたたきくいほりずいじう

て師弟の約をなし︒法を街に問のみ︒かの庵に随従せん

匡くがんおよふと﹄︲一ろかたりひやういょノ︑

と︒肉眼の人の及処にあらずと語けるにぞ︒両人とも弥
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｢那押白糸」
三十八

とりぺのけふりそれはるれうしざんがい
むあんおひせおひちうごくぼつこぐめぐとうごくいたりかうざんれいちいた

烏辺野の煙となし︒夫より春にもなれば寮を仕まひ︒三界

とうかいだうどきないじゆんれいあまれにつぼん

無庵と笈を背負︒中国北国を廻り東国に至︒高山圭地至ら
ずと云ことなく︒東海道より五畿内を巡礼なし︒普く日本
よしうじゆんはいおはりここくぎしうかへりかうやさん
六十余州を順拝終けるゆへ︒又も古国の紀州に帰︒高野山の
みなぷだにへんぜうゐんぱういりげん承つひはうき島ふしぎ

しんしとふごだうぎやうれんにしむかがつしやう

南谷の遍昭院といへる坊に入て︒顕密の秘法を聞・不思議
じゃくしめあＬかなしいあらふねひやうじいちじ承やうもんりよくため

の深旨を問て悟道なし︒行年八十三にして西に向ひ合掌し

てむなしかわちたいしゆはたけやまけけいざうばう
卯オ﹂手を空くせしが︒河内の大守畠山家にては︒慶蔵坊が

おこなはしそんれんめんかりいへはんじやうてんていれつあわれ既

つげちうしぎじくんつかへこＬろいつしのうかあるしり
告にて忠士義六二君に仕ん心あらす一子農家に在ことを知︒
つゐしんかあふせぎしうのうかたづねぽしかわちと咄な
終に臣下に令て紀州の農家を尋しめ︒母子ともに河内に伴
しろたりんくわんしよれうあて
もうしんこ
ひければ︒忠臣の子也とて白多隣太郎五百貫の所領を宛

行れ子孫連綿として彼家に繁昌しけり︒天貞烈を憐給
ありしだいじたおらふねふしんもつごしやいましめ
ふ有がたき次第也︒自他新船が不信を以て後車の戒とし︒
しろたしいちもつどじきかんかうえいうたが

白多が至忠を以て後事の亀鑿とせば︒後栄疑ひなからんと︒
めでたくふでさしおき

て寂を示す︒鳴呼哀かな新船兵司︒一時名聞利欲の為に

目出度筆を閣ぬ

やくへんむやくせつしやうさいがいその私およぶ

しそんだんぜつながふじゆつかう拳やうでいどうづむるいたむ

識需那智の白糸巻之五大尾

ウ﹂

約を変じ・無益の殺生なせし的ウ﹂より︒災害其身に萱のゑ

か︒子孫断絶して永く武術の高名を泥土に埋こと︒悼べ
なげくそのとぎじんじこふろらうこたすけえぶだう

しゆごかうふくひＸくわ坐しそんとこしなへはんじやうかうせい

し歎くし︒もし其時仁慈の心老狐を助得させなぱ︒武道の

英名を伝べかりしを︒誠に毫麓の差千里の謬をなすとは

勉て童蒙を導を嘉す︒然に饗に三国妖婦伝を校し︒

那智白糸校合終て或人云︒足下の往々著述する処

なちしらいときやうがふおわつおるひといわくそつかわうｊ︑ちよじゆつところ

是等をや申べき︒かの木食霊験上人は其後国々を巡て齢

今又此奇談を羽翼す︒其筆する処鄙言但語︒稗史小説

えいめいつたふまことがうりたがいせんりあやまり

守護となって幸福日々に加り︒子孫長に繁昌し後世迄も︒

百余歳﹄行歩壮年の者に増︒後年高野の奥院に入て︒再見

こたへていわくたざいノｉ︑つＬしんでおしへうぐことさうそついでゐたｒしよりん

を作し名を告の誹談を如何︒愚や子が為に菫ざる也と︒

けうゐじんそのころ承やこがたあら

よさしかうほさうねんもの｜蚕きりかうねんかうやおくのゐんいつふたＬぴぶ

︐もの

さくなうるそしりいかんぐしためねがは

いま主たこのぎだんうよくそのひつところひげんりごはいしせうせつ

つとめどうもう象ちびくかしかるさきさんごくようふでんかう

る者なかりし希有の異人也︒こ入に又其比しも都方には新

これらもくじきれいげんしやうにんその典ちくにｊ︑めぐりょわひ

ふれわかたうしろたぎものきたいちうせつおひひやうばんあり

答日多罪々々謹而教を稟︒事早卒に出意唯書林

一端あらぱ以て罪を償に足なんものか︒児女子の会

いったんもつつ承つくなふたりじぢよし皇

こんもう熟つるあるしかれせんのべてやふさぎくわんちゃう

船が若党白多義六といへる者奇代の忠節也と︒追々評判有

の懇望に充に在のゑ︒然ども善を陳邪を閉︒勧懲の

しよたいけこぎやうきしうたづねわれめしか入へしんか

けるゆへ︒諸大家にても故郷紀州を尋させ︒我召抱て臣下
ていはつしゆじんあとおひいでぎ里おのＪ︑

になさんとするに︒剃髪して主人の跡を追出たると聞︒各
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とくおもすべぶんひつがごはぶけそもｊ︑きわこのよ
得を思ひ総て文筆雅語を省り︒抑奇話を好めるは世

西宮弥兵術

訓オ﹂

大和屋文六梓行

浅草北馬道

日本橘四日市

蹄斎北馬大人画

高井閲山先生校

の風︒其俗に就て誠を述るものは害建の寸志也

ならばしそのなら．ばしついいましめのぷしよしすんし

と云高伴寛誌

文化第五戊辰正月発見

東都害建

中村屋久蔵

同所

訂ウ﹂
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