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翻刻﹃忠臣規矩順従録﹄︵二︶

忠臣規矩準縄録

山

本

卓

ヲ云フ口間・死間・生間ソノ道々ニ変化スベシ︒中ニ六

コト也︒反間ハ中古ノタメシヲ引ニ︑中国ノ大江ノ元就

カシキハ反間ナリ︒内蔵介コレヲ用︑軍術大ニタケタル

兵法ニ五間アリ︒所謂生間・死間・反間・口間・郷間ナ

コレヲ用︑陶尾張守ヲ討ツ︒コノ元就ハ纔カナル小身ヨ

忠臣規矩順従録巻之九

リ︒謀略ニ重ク用ユル処︑敵方ヲ間ヲ入レ聞スカシ︑又

リ起リテ弓矢中国ニ秀デテ無︵ ウ︶双ノ良将也︒然ル

ニ思ヒ付テ︑シタシキ家臣アリテハタラカザルニハ必コ

シキ家老ノ智謀アリ︒敵ニアツテムツカシキ人ヨク主君

云フモ間ナリ︒親離ノ間ノ用ヒ様ハ︑タトヱバ敵方ニ親

元就ノ家中ニ間者ニ入置タリ︒元就才智ノ人ニシテ早ク

リ︒然ルニコノ尾張守間者ヲ用︑座頭ノ芸術達シタルヲ

ニシテ︑主君大内ノ家ヲウバヒ逆臣トハ云ヘドモ名将ナ

ニ周防ノ国大内義隆ハ大身ノ家ノ長臣陶尾張守武勇ノ者

︵ニ︶

ハ調略色々ニカワルトモ皆間ナリ︒或ハ親離世ニ風説ヲ

ノ人ニ逆心アリ︒或ハ密々カ様ノコトアリ︒内意我ママ

コレハ間者ト推量シテ︑即時ニ近習ニ呼出シテ伽トス︒

ス唇カレテ歯サムシノ道理ニナリ︑ソノ家サワグ時ニ兵

疑ワセタル時ニハ君臣ハタタニナル︒コレソノ親ミヲ離

ヲ攻ベシト思フニ︑同国︵ オ︶厳島ニ兵ヲコメテ我兵

聞ヲスルヤウニコシラヘテ軍評定アル︒安芸ノ広島ハ城

或時ニ宿老・諸物頭ヲアツメテ︑彼座頭ハ次ノ座敷ニ立

ナリト思ヒ︵

オ︶ヨラザル片脇ヨリ云ハセテ︑主人ニ

1

ヲ発シテコレヲ討︑コノ利ヲ用ユル郷間ト云︒又ハ雑説

2

179

1

広島ヲ攻ルトキ︑味方ヲオソヒ舟ヲカスメ帰路ヲサヘギ

キ︑何ノ気遣ヒモナシ︒身持以ノ外ナリト註進ニ及ビケリ︒

註進一人ハ俄ニ江戸ニ下リ︑大石コト今ハ焼鳥ニヘ緒ト云フベ

ウ︶出入リシ玉ヘト委細ニ申

蔵介工夫シテ第一ノ番頭吉田忠左衛門江戸出︑別段ニ相伺ヒ

ラバ難義ナルベケレドモ︑陶尾張守ハ浅智ノ者ナレバ定
メテコノ謀略ハ知ルベカラズ︒然レバ味方十分ノ利ナル
︵陣︶

悦ンデ家老杉原・完戸・佐々木天飾究竟ノ諸物頭武辺ノ

ト即時ニ尾張守ニ申シ通セリ︒コレニヨリ陶尾張︵守︶

上町ニ居住ケンドンヤナリ︒堀部安兵衛ハ商人ニハ不調法千万

温飩屋ニナリ小春屋清兵衛ト名ヲカヘテ︑両国橋ノ向ヒノ元尾

シフクメ︑自然ノ時ノ用︑吉良左兵衛殿屋敷ニ出入ノ為ナレバ

ベシ︒急ギ陳触スベシト云ヘリ︒彼座頭ヨキコト聞タリ

英士五百余人︑雑兵ハ一人モナク騎兵バカリヲスグリ宮

ナル男ナリ︒壮年ノ大男五尺七八寸骨フトク四角四面ノ角木ヲ

一内心ヲ合セテ吉良殿ノ屋シキニ︵

島ニフカク隠シタリ︒然ル処ニ︵ ウ︶元就大軍ヲ卒シ︑

3

ヲ大勢討レテ︑コノ以後ハ戦ヒ思フヤウニ成ズシテ終ニ

カケ一人モ残ラズ討殺セリ︒コノ故ニ陶尾張守ヨキ武者

広島ハ攻ズ宮島ヲ追トリカコンデ︑鉄炮ニテ山々ヨリ打

冬ハ密柑ヲ︵

故ニ堀部モ江戸ニ出テ本庄ノ緑町ニ纔カナル店カリシテ︑ソノ

男ナリ︒然リトイヘドモ貞実ニシテ大石ガ相談相手ナリ︒コノ

コガシタル如ク利買算勘不得手︑誠ノ武士顔ニテ近比ヨリ付ノ

オ︶荷ヒウリ吉良殿ノ屋敷辺ヲ立マワル︒翌年

滅亡セリ︒コレ反間ノ謀略也︒敵ノ間ヲ反シテ味方ノ間

2

間ニ用ユ︒古今往来通用時代ハカワレドモ軍法ヲ意味深

ニ用ル︒大石内蔵介ハ彼上杉家ノ忍ビ間者ヲ知リテ則反

モニ︑常々銭トラズニウル故ニ次第ニ念比ニナル︒奥田孫太夫

ノ夏ハ西瓜ヲ売リ弥五兵衛ト名ヲカヘテ︑上野介ノ長屋中間ド

ヲ奴僕ノ賤シキニ紛レ︑短カツノ下郎ニマジワル︒天鑑ナドカ

︵褐︶

ハ伽羅ノ油ウリニナリ両国橋辺ニ徘徊ス︒カ様ニ身ヲヤツシ面

オ︶

憐ミヲタレ玉ハザラン︒既ニ大石与力ノ輩江戸ニ出人々ハ吉田

ウ︶飛脚トナリ吉良殿ヲ相伺ヘリ︒

忠左衛門・片岡源五右衛門・堀部安兵衛・礒谷十郎右衛門・奥

中︵

石内蔵介ハ既ニ五十一人ノ連判ハ悉クニ切リ戻ス︒行跡ハト

レバ上杉殿ヨリノ隠シ目付両人ノ方ヨリモ︑櫛ノ歯ヲ引如クニ

田孫太夫・神崎与五郎・前原猪介都合七人在江戸︑外ニ五人道

義士江戸表徘徊之事

良将ノスル処也︒
︵

重ニテ不思義ヲナス︒大石ガ反間ハアツパレ感称スベキ

4

一大リミダス︒定メテ江戸ニモ相聞フベシト思フ︒彼反間ノ謀略ナ

3

4
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書ノ語ニ︑流石ヲウガチ綱檻ヲ絶ツト云ヘリ︒惣ジテ合戦ノ

テ皆善心ハ失フ︒狂乱ニ本心乱ルルコト皆コレ人欲ノ迷ヒニシ

ス︒人善ニ赴ムク時ハ善心ヲ生ズ︒悪ニ赴ムク時ハ悪ニヒカレ

マカニシテ流石ヲ穿ツノ心ニシテ︑成ホド事ヲネツテ本懐ヲ達

一兵コトニ限ラズ物ノ次第ヲ運ビ連々ヲ以テスルコトナリ︒タトヘ

テ君子ノ大ニ戒メ玉︵ オ︶フ︒コノ時ニ悪人ト同座ナレバ日々

上杉殿ヨリ間者上京大石反間之事

バ流石ヲ穿ツトハ山ノカケ端ナンドニ大キナル岩石アリ︒コレ

ニ及バズ︒釣瓶縄ニテ何トモナク毎日毎日タヘズ汲ム廻ス︒別

水車ヲスル藁縄ニテコスリヘラセト云フテモ︑急ニハ中々人力

タキヲコスルニ何百人掛ケテモスリキルコトハ成堅シ︒井戸ノ

オ︶故ニナリ︒又藁縄ヲ以テ樫カ

ククルリクルリトソノ雫マワリテ︑終ニハクツロギコノ岩石打

云ヘドモ︑清水ノ滴リポツリポツリト一滴宛落ル︒イツトモナ

ヲ打カヘサントスルニ︑千人万人ノ歩卒ヲ加ヘテモ中々動ズト

カシ内心ヲ︵ ウ︶明スベキノ旨︑内々ニテ申シフクメテ指上

上杉殿ノ呉服所ノ菱屋ヲ指ソヘテ︑大石ガ不行跡ノ実否ヲ見ス

ナル前野平内ト云フ者ヲ︑間者ニシテ京都ニサシ上セ︑又町人

ヲトロカス物ナリト︑益々用心念ヲ入レテ︑上杉殿ノ家人才覚

坂兵部弥不思義ヲ立テテ︑コレ実義ニアラズ︑ヒトヘニ人ノ心

註進アリ︒上杉殿・吉良殿ヨホド心モ油断ノ起ル時節アリ︒千

大石内蔵介心底アシザマニ︑行跡不埒ノ様子日ヲ重ネテ江戸ニ

ニ悪業ヲツム︒コノ内ニ本心ヲ乱ズ誠ノ丈夫ナリ︒サレバニヤ

リ︒或ハ芸術ノ稽古スルニ︑一年二年毎日働クトモ上手ノ位ヒ

ゴトモ一旦ニハナルベカラズ︒常ニ心ニカクルコトハナル物ナ

ベヤニ常々出入︑売モノ樒柑枝柿ヲステ置テ︑小酒ヲ買フテ中

衛ハ名ヲカヘ弥五兵衛トテ荷ヒ商人ニナリ︑吉良殿ノ長屋中間

セリ︒コノ事随分密事イカガシテ聞出ストナレバ︑彼堀部安兵

返ル︑ヒトヘニ間断ナキ︵

テハダテテコスルコトハナケレドモ︑ドコゾニテハ摺切ル︒何

ニ成リ難シ︒何ゴトモ食ヲクフ箸ノ如ク︑不断タヘズスルコト

山半︵

オ︶分京見物ニ行ク様ナリ︒随分楽ナルコト︑実ハ大

間ヨリ合テ物語リ︑コノ度ノ上京ノ供ニ行ク人ハ仕合ナリ︒遊

テ念比ニスル︒コノ故ニ常住中間ベヤニ居テ入魂ナリ︒或時中

モ知ラザル体︑少シヅツノ小銭ヲトリカヘテカシ︑自由ヲ達シ

間ドモニフルマヒ︑ソノ身モノンデ昼ネシテ荷物ハイカ程トル

6

ウ︶大名人ノ位ニ至ル︒常々心

ハ器用不器用モナク残ラズ︵

ニタヘズスルコトハ成就スルコトナリ︒内蔵介ハ只心ノ永キ随
︵議︶

分丈夫ナル不思義ノ人品ナリ︒
石内蔵介ハ天然不思義ノ才智︑ソノ上ニ心タユマズ気屈セザ
一大ルノ人︑第一ニ事ノ丁寧ナル人ニシテ︑然モヨク人ヲ制シ心タ

7
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6

5

5

ウ︶由沢山誰トル人モナク︑皆我物トナル︒コノ故ニ自由ナリ︒

者前野平内・菱屋何ツゾノ程ニ知ル人ニナル︒両方悪所友達ナ

ハ大トラ物ニテ虚モ実モタワイナシト承リタリト︑弥物語リヲ

前方赤穂落着ノ節ハ何トゾ亡君ノ仇ヲ報ズベシト進ムル人モア

石内蔵介ト出アヒ虚実ヲハカル役トヤラン︒何ニモセヨウラ山

聞スマシテ急ギ委細ニ書中ニシタタメ︑又村松三太夫ニ密事ヲ

リ︒我モイヤナガラソノ如クニ云ツノリ︑世間ニ義士ノ名ヲト

レバ毎日毎日ノ参会︑我ハ大石内蔵介ナリ︒亡君ノ金銀自︵

クワシク語リテ︑早速ニ上京シテ内蔵介ニコノ旨ヲ語レリ︒コ

リ実ハ安楽ヲ思フ内心ハコノゴトシト︑段々入魂ニ信実ヲ物語

シキ指人ナリト云フ︒一人云フハ︑イヤイヤコノ大石ガ町ザタ

ノ故ニ大石ハヨク知リテ︑彼前野平内ト云フ浪人者ノ上京ヲ今

リシテ︑ソノ後ハ山科ノ大石ノ宿処ニ同道シテ朝夕大方ハ山科

レテ万端ノ内心ヲ明ス体︑反間ナリ︒又彼間者前野・菱屋ハ日

ニサシヲキテ︑上杉殿ノ間者ト推察シテ︑帯剣トイテ内ワニ入

ヤ今ヤト相待タリ︒
︵ ウ︶

8

テアリト披露シテ毎日毎夜ノツヅケ遊ビナリ︒然レドモ父子同

ニ︑主税モ同道シテ少シモ名モハバカラズ︑大石内蔵︵介︶ニ

間者ドモノ行ク遊地島原ノ宿ヲ聞クニ︑カタバミ屋ト云処ニ行

座敷ガリシテ居タリ︒内蔵介コノ様ヲ聞スマシテ︑彼上杉殿ノ

一前アヒテ︑大石ガ体ヲ相尋ネ一処ニ出会ント京三条白川橋ノ外ニ

モ女部屋長局ヲ立テテ色々ノ遊女ヲトリ入レ︑行跡以ノ外アシ

ニ下屋敷ノ普請シテ妻ニスベシト内談マチマチナリ︒又宿処ニ

ハヤル小倉ト云ヘル太夫ヲ︑千両ノ金子ヲ出シ請出シテ︑岡崎

都ヨリ白人・白拍子数十人ヨビヨセテ︑殊ニハ島原ノ傾城随一

ナシ︑誠ニ蓬莱山ノ楽ミニモコノ上ナキ有形ナリ︒ソノ上ニ京

オ︶

座ナレバ︑内々ニテ内々乱ルルコトハ少シモナシ︒金銀ノ自由

ク︑コノ比ハハシタ喧䏏ヲ度々シ出シテ︑大勢ヲサワガセ以ノ

本一ノ幸ナリトテ付随フ︒日夜珍膳ヲ尽シ美味ヲモテ︵

ナ︵ オ︶レバ湯水ノ如ク様々ノ遊興︑彼間者ドモニ知ル人ニ

野平内・菱屋両人京着︑先達テサシコシタル間者ト一処ニ出

大石内蔵介上杉殿ノ間者出会之事

7

9

モナルベキトノ仕方︑表ノ店ニ出テ酒盛シ遊女ノアル程太夫・

レ矢ツキ神仏ノ綱モキレ放レ散々︑扨モ人ハ替ル︵

外也︒コノユヘニ母義内室ニモ大キニアキレハテテ︑今ハ弓ヲ

ウ︶物ナ

天神ヲアツメテ大サワギ︑又或ハ宮川町ノ野郎グルヒ︑名ハ四

8

マネテ一風ハヤリ大ウツケノ最中也︒彼千坂ガサシコシタル間

ツトカヘテ今洛中日ノ出ノ大尽︑衣類モ風俗モ一風アリ︒諸人

アラズ︑ヒトヘニ懦弱ニ落究レリト申ツカワストイヘドモ︑千

リ︒コノヤウスヲ間者ドモ江戸ニ註進︑大石コト今ハ全ク義心

9

182

カリケリ︒コノ上ニ前野・菱屋大石ニ尋ネテ︑貴殿ノ御身ノ上

坂兵部一人不同心ニテ未ダ用心キビシク︑中々ユルマル体ハナ

段ハ私一人ニアラズ︑
︵

申ス様ノコト思ヒヨラズ︒モハヤ存ジ切テマカリアリ候︒ソノ

一円トリ合ズ︒度々ニ申シ上グル如クニ︑上杉殿ノ威勢中々討

オ︶大勢ノ家中ノ諸侍皆コノゴトシ︒

ハイカガ計ヒ玉フトタヅネケレバ︑大石悦ビ奥底モナク︑扨々

我ラハフツト武士ニアキ果︑トカク京大坂ノ内ニ遊興仕ルベキ

過分ノコトニテ候︒倅主税ハ何方ニモ仕官仕ラセカセギ申心入︑

一ニ存ズルナリ︒御年ヨリノ入ラザル世話ヲヤカズトモ菩提ヲ

ルコト也︒コノ処ニテ百姓ニナリ︑一生ヲ安楽ニスル覚悟ヲ専

然レバ私一人ノ恥ニハアラズ︒タトヘ親子勘当ハウケテモ成ザ

ノ覚悟ニテ︑金銀ハツクル期アリ︒田畑ヲ調ノヘ︵
︵ 思 召 セ ︶

ヘバ万代不易︑山科ノ大石楠分限ト思シメ召ト︑ウツケノ有ホ
ド云散シ笑ヒニナリニケリ︒
大石之母義内室異見之事
︵スト︶

蔵介ノ母義内室ヒソカニ悔ミ︑度々異見 ト 云ヘドモ一向ニ承

コレ大石殿ヨク聞玉ヘ︒世ノ中ニ夫婦ノ間ホドシタシキ物ハ又

ナシ︒子共サヘ三人ノ親ナリ︒何ニコノ如在ノ候ベキ︒然レド

モコノ近キ比ハ不行跡ノ上ニ好色悪ル遊ビノミ也︒コノ故ニモ

ウ︶異見モ申スヤト思シメサ

アリ︑内室ニ相談アル︒内義モカネガネ左様ニハ思ヘドモ︑サ

セテ何トモ思ハズ︑侍ヒトハ申サレズ︒然レドモ夫婦ノ間ニ男

ンモ恥ク打スギ申シタリ︒ソモヤソモ亡君ノ仇敵ヲ世ニ栄ヘサ

シヤ︑サモシキ嫉妬ノ心ニテ︵

スガニ夫婦ノ間今日マデハ月日モ昏サレタリ︒最早コレ迄也︒

子モコレナク候ハバ︑夫悪心盗賊罪人ニナルトテモ︑夫婦ノ間

︵暮︶

今日ハ異見申シテ是非ノ埒ヲ片付ベキナリト覚悟ヲキワメ︑母

我実子ナラバサシ殺シテ死ベキ命ナレドモ︑継子ナレバ殺スニ

アラタメ︑主人ノ仇ヲ報ジ玉ヘ︒左モナキトキハ親子勘当ナリ︒

ガシテ︑度々ノ異見ナガラ今ハ心ヲトリナヲシテ是非ニ行跡ヲ

スベキ也︒御母義モ何方ヘ成︵

道シテ父石束源五兵衛方ニマイリ︑祖父ニ後見サセテ本懐ハ達

ヲ引立テテ家名ヲ上ルガ親ノ役ト思ヒ候ヘバ︑我ラハ主税ヲ同

アリ︒コノ内ヲトリタテテ亡君ノ仇ハ報ズベキ也︒然ル時ハ子

オ︶ト出ント宣フ︒今一子ノ

忍ビズ︒抑亡君ノ御最期ニサゾヤ残念ニ思シメシツラン︒女ノ

家ヲ出テテ三界ニ家ナシ︒我ラ親子ノコト也︒御同道申シテ養

義内室一座シテ内蔵介・主税ヲ︵

ハソヒハツベキトハ思ヘドモ︑主税・大次郎・大吉三人ノ男子

一内引アラズ︒コノ故ニ今ハ思ヒキリ勘当シテ家ヲ出スベシト用意

ネガヒ玉ヘト︑座敷ヲ出ントシ玉フヲ︑内室シバラクト留メテ︑

オ︶置候

11

ウ︶呼バレ︑母義ハ涙ヲナ

11

10

身ノ浅マシト涙ヲ流サルル︒然レドモ内蔵介ハシゲシゲトシテ
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10

12

スベキナリ︒今生ノ別レ也︒心ヨク盃シテ暇ノ状ヲ玉ヘ︒主税

育スベシ︒女ニハ又道アリ︒暇ノ状ヲモラヒテ明日ニモ出立申

サルベシ︒扨女ドモニハ暇ノ状ヲ指ツカワス︒コレモ路金旁百

不自由ニ候ベシ︒先只今金子百両サシアゲ候︒追々御用ハ仰下

ウ︶如クニマ

ノ申シウクベキ也︒女ニ恥シメラレテ尤ト思シメシ心ヲ改ラレ

用ニ百両別段ニ相ワタス︒又父ノ家ノ由緒諸書相伝ノ刀脇指具

イラスル条︑取リ立テテ本懐ヲ達シ玉ヘ︒子ドモ幼年ナリ︒造

両サシツカワス︒又次男三男二人トモニ望ノ︵

ナバ永ク夫婦ノ縁ナリ︒左モナクンバ暇ヲタベト涙ハ滝ノ如ク

足︑扨家ノ重宝ドモ二男大次郎ニトラセ候︒主税ハ父トトモニ

モ父ト同意ナラバアトニノコリ玉ヘ︒弟共大次郎・大吉ハ我ラ

ナリ︒内蔵介ハイロリトモセズホチリホチリト聞ヒテ︑コレハ

楽マント申条コノ方ニサシヲキ候︒明日出立有ベシトキゲンヨ

アルベキナリ︒夫婦ノ間常々ノ心入モヨク存知申シタリ︒イカ

扨ハコノ度ノ異見ハトドキタリトミヘタリ︒追付目出タキ返答

又例ノ酒モリシテ遊興シテ居ラレケリ︒内義ハ母義ト一処ニ︑

スベキ也ト咳バラヒシ︑サリトテハ憎ツラキ体ニ座敷ニ出テ︑

ナリ︒又侍畜生ノ金ヲモライテ何ニカセン︒年来コノ方ノ金ニ

程大次郎成人ノ時ニ見ゴトニ上野介殿ハ討テ見ス︵

テモナシ︒コレ内蔵介殿ハヨクモヨクモ暇ノ状ハ書キ玉フ︒成

コボサズ︑扨モ親ト云子ト云︑主税ノ侍畜生メ︒大次郎ガ兄ニ

ク申サル︒御袋ハムセザル涙ニ一言モ物イワレズ︑内室ハ涙モ

オ︶ベキ

ニモ貞実ノ人也︑聡明ナリ︒大方心入直リ申スベシト心得シテ

13

ケ女房ニ離別スル迷惑千万也︒トテモトウテモ仇討ノコトハ思

ント申サルルハ︑アツパレ石束殿ノ娘ニテ候︒私ハ御勘当ヲウ

一暫女ドモハ見上タル侍ニテ候︒子ドモヲモラヒテ亡君ノ仇ヲ報ゼ

ハル何ニ望モナシト申サル︒内蔵介ハ金ドモヲ皆トリアツメ懐

見ル目モ笑止千万ナリ︒御袋モ百両ノ金ヲナゲカヘシ︑娘ニ養

トテ︑膝元ニナゲカヘサルル夫婦ノ好ミ言バノ内ニアリ︒扨モ

ガ望ノ如クニ暇ヲツカワシ︑又母人ニモ他人ノ手ニ掛リ玉フ御

中シテ︑扨女ドモハ何カラ何マデ嗜ノヨキ人也︒︵ ウ︶然ラバ

レ母上ハ我ラガ養ヒ申スベキナリ︒コノ金ニテ傾城狂ヒシ玉ヘ

金子アリ︒道中ノ造用ホドハ沢山也︒子ドモハ祖父ガ養ヒ申サ

14

ヒキツテ候︒只命コソ物種ニ候︒コノ上ハ是非ニ及バズ女ドモ

クアリ内蔵介ハ奥ニ来リ母義ニ申サルルハ︑
︵ オ︶扨々私ノ

内蔵介内室離別︑母義旅出之事

テハナシ︒我父上ノ方ヨリ子ドモノ祝義祝義ニサシコサレタル

一大事ノ思案也︒座敷ニ出テ︵

ウ︶工夫シテ追付御返事ハ申

13

居玉フ︒アワレナルコトドモナリ︒

12

大義ナガラ母人ヲモ養ヒ玉ヘ︒コノ金子ハ留メヲキ申スト︑扨

14
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明日ハ何時ニ出立ト尋ラル︒内室申サルルハ︑何ニ心ノ残ルベ

アリ︒汝ガ心モ我心モ同然︒又子ドモハ百人アリテモ不便ハ同

母ハ我妻ナリ︒又祖母ハ我母ナリ︒殊ニ養母ナリ︒一入ニ義利

︵理︶

キ︒モハヤ夜ノ中鶏ノ声ニコソ誠ノ別レノ時ナリト申サル︒内

様ナリ︒五才ノ大次︵

オ︶郎二才ノ大吉別ルルハ汝ガ別レヨ

蔵介ハ座敷ニ出ラルル跡ニテ︑内室ワツト泣出シテ主税ヲトラ

ノ御上国ノ節ハ︑主税ニ御土産御ノリ物ノ内ヨリ玉ハリ︑御心

ニノセラレテ御寵愛御ワキザシヲ下サレ︑ソノ以後亡君内匠様

ヘ引ヨセテ︑扨情ケナノ我子ヤ︒汝三歳ノ時古采女正様ノ御膝

ハ反間苦肉ノ謀略ニテ︑イカニ我不行跡スレドモ︑江戸ノサタ

ズ︒親子妻子ノ別レハカロキ思︑亡君ノ仇ハ重キコト也︒コレ

骨砕身ニナルマデモ亡君ノ仇ヲ討ズンバ︑トモニ天ハイタダカ

リ重キゾ︒一生ノ別レヲ思フ父ガ心底ヲ察セズヤ︒タトヘバ粉

ル母ガ心ヲ推量セザルヤ︒扨情ケナノ心底ヤト涙ハ主税ガ肩ニ

ハ子ハ万年モ目出タカレト思フニ︑主君ノ仇ヲ報ジテ死ネト諫

父上コソ不義ナレ︒ナドカハ心ノナカルラン︒凡人ノ親トシテ

姿アラワルル︒コレ一ヶ条︒又前方ニ妻子ヲカタヅクルハ︑ソ

トヘニ用心キビシ︒コノ故ニ妻子母ヲ追出セバ不行跡ノ実義ノ

ヲキクニ上杉殿ニ千坂兵部ト云者アリ︒且テ心ユルマラズ︑ヒ

ウ︶ナレバ二ヶ条︒又五十一人ノ神文

ノ節ノ難ヲ遁ルル者︵

︵一家老︶

入一入花ヲカザリ︑御家老ト云ハレ︵ オ︶タルハ忘レタリヤ︒

16

シミワタルヲ︑心ツヨクフリ切テ主税モ表ニ出ル節︑内蔵介ハ

15

内蔵介常ニハ主︵ ウ︶税ニアラキ詞バモアラズ不便ガラルル︒

リ︒他人ニ対面モナシ一言ササヤキ心ヨクシ玉ハンヤト申サル︒

ノ前ニ出テ︑アマリ母人ノ悲ツヨク痛ワシクソノ上ニ女ノ身ナ

忘然トシテ只一人坐シ玉ヘリ︒主税ハアマリ悲ミニタヘ兼テ父

念ニアラズ︒ソコ立ノケト扇ヲ持テ背カヲウツテ三度ナリ︒主

レノ悲シクバ今晩速カニ自害シテ身ハ落着スベシ︒ユメユメ残

条重キ心底也︒汝ゴトキノ者アリテハ大キナル害ナリ︒母ノ別

ニ妻子ニモ語ルベカラズト認メタルソノ誠ヲ失フベキヤ︒三ヶ

16

ヲハナサズ︒大義ハ父子相トモニスベシト思ヒシニ︑中々思ヒ

カナ︒汝若年ナレドモ主君ノ御用ニモ立ベキ奴ト思ヒ︑朝夕側

今コノ時ハ眼ニカト角ヲ立テ怒リ声ニテ︑扨不届千万ナル童ハ

同ジ死︵

入︒千馬三郎兵衛ハ始終立聞シテ居タリケルガ︑扨モ浮雲ナヤ︒

クル︒涙セキアヘズ畳モウクバカリニテ前ヲ立テ一間ノヘヤニ

税ハ至極ノ理ニセマリ︑又生出テ以来終ニ打レザル父ノ杖ヲウ

オ︶ル命ナリ︒父内蔵介ト相トモニ忠義ヲ天下ニ残

ヨリモナキ奴也︒父ガ心底ニイカナルコトヲ挟ンデ︑カヤウノ
仕義ナルゾト云コトヲシラズ︒父ヲ指コヘタルコトヲ申ス︒汝

17

スコソハ第一ナレ︒若今晩自害アリテハ笑止也ト相伺フニ︑主
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15

税ハ書ヲキシタタメ︑アラ便ナヤ︒一人ノ母ニハ別レ主君ニハ

内義ハ腹ヲ立テテ︑ヲカシキ人ノ物ノ云様︵

覚ヘテ立身セヨ︒兎角ニ人ハ息災無事ヲ第一ニスベシト申サル︒

出ノ御道シルベ又亡君ノ御礼申スベシ︒コノ度ノ大義主税一人

レト成タリ︒コノ節ノ大石ノ心底サリトテハ察シヤラレテ︑古

郎コノ方ニ来レト手ヲ引テ出ラルル︒コノ年ノ冬コソ一生ノ別

ウ︶カナ︒大次

放レ父ニハ痛ク打レ︑十六才コソ命ノ限リナルラメ︒先立テ死

ナキトテモ成ルマジキニ非ズト︑既ニ切腹セントスルヲ千馬押
︵檻︶

ハ以ノ外不孝︑子ノ道ニソムキ主君ノ忠節ニモウスク︑同︵
ウ︶ジ死ル命少シノ間ヲ待︑父上ト同ジヤウニ本懐ヲ達シ玉ヘ︒
内蔵介殿ヘハ千馬ガヨキニ申シ候ヘシトサシトメテ︑千馬ツレ
出テ内蔵介前ハスマシケリ︒カヤウノ次第ナレバ︑女中ノ方ヘ
ハ露ホドモ知ラスル人コソナカリケリ︒
テ翌日鶏鳴ノ比母義内室ハ思ヒ切テ旅ノ用意ヲナス︒次男大

叶ヒ候マジト申サル︒内蔵介申サルハ︑ソノ方ニハ指スベキ大

小アリト申サルル故ニ送リケリ︒コレハ後ニ大石石束ガ家督ヲ

オ︶願ニテ御免ア

ツギテ京極甲斐守殿ノ家老トナル︒大次郎ハ十五才ニナラバ遠

島トノ仰付ラレナリシニ︑安芸守殿ノ御︵

奥ヲ出ラルル︒世ノ中ノ哀レハコノコト也︒内室ハ主税ヲヨン

アリツレドモ︑兼テ大石ガ心底ハ知ラレタリ︒女中方ニ申サル

モニ石束源五兵衛方ニ送リ返シケリ︒石束モ最初ハ一興千万ニ

ノ男子出産シテ出家シテ八幡ノ滝本坊ナリ︒カクテ母義内室ト

リ︒大石頼母トナノリ千五百石ヲ玉ハリ子孫ノ栄ヘナリ︒懐胎

19

デ︑勘当ナレドモ家財雑具ハ主税ニ送ルナリ︒内蔵介殿︵ オ︶

一角次郎三男大吉五才二才ノ幼稚ノ子ヲイザナヒ︑母義ノ手ヲ引テ

申サル︒主税ハ夕ベニコリテ︑イヤイヤコレハ私ノ指領ニシテ

今大丈夫ノ義士ナリ︒二才ノ大吉ニ主税ガ大小ヲクレテヤレト

18

コンデイダキトメ︑尤ニテ候︒併父ノ折鑑ニ述懐シテ命ヲ落ス
17

現世ノ暇乞ト立ナガラ挨拶アル︒内蔵介ハ御袋ニ向ツテ︑サラ

ルハ︑コノ以後ハ我ラ心入アリ︒子ドモマデモ我ラヨキニ介抱

ナリト内蔵介方ヘ書通︑女中方ウケトリ候︒無事ニ子達ハ我ラ

申ス上ハ︑善悪ニ付テ内蔵介ノ噂ハ申シ出サルルコト且テ無用

扨モ奇特ナル人ヤトソシラヌ体ナリ︒コノ時五才ノ大次郎発明

19

ヤ︒後ニ思ヒ知ラルルコトトハナリケリ︒誠ニ内蔵介ハ前代未

察入候トテコノ方ハ一落著ス︒石束モ内心ニハ略推察モアリシ

︵着︶

ノ孫ニテ候ヘバ請トリ安堵ニ︵ ウ︶候︒重テ通路アルマジト

ナリ︒相カマヘテ成長シテ祖母母ニ孝行シテ父ガ面影ヲモヨク

内蔵介申サルルハ︑老母ノ旅立玉フ故ニ汝ヲ供ニツケテ指コス

ニテ内蔵介ノ側ニヨリ︑コレハ何方ヘマイルコトゾト尋ネラル︒

バデゴザリマス︒内義ニ向テ︑子共ヲ生立テテ本意ヲ達シ玉ヘ︒

18
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聞タクマシキ人ナリ︒
忠臣規矩順従録巻之九終︵

リ︒今古往来懦弱ニ見セテ勝利スルコトノ利ハ︑関東小

田原ノ北条氏康川越ノ夜軍臆病ヲ重ネミセテ敵ノ怠リヲ

見云ハルル子ノ悪事ニ賢キハ謀略シテ︑成ホド常ニシマ

オ︶

兵書ニ云︑我他ヲ制スル者ハ︑人又我ヲ制ス︒只流水ノ

ツニミセテ年久シク親ニ仕ヘ︑親ノ心ヲユルメテアトニ

討︒又或ハ随分古代ノ片律義ナル親ノシマツニシテ︑異

如ク物ニ滞ルベカラズ︒コノゴトキノ意味ヨクヨク勘弁

テ金銀ヲ自由ニシテ︑大キニ親ヲタヲス︒品コソカワレ︑

忠臣規矩順従録巻之十

スベシ︒或ハ大キナルハ国ヲアラソヒ小ハ財ヲ諍ヒ︑又

オ︶ナリ︒或ハ敵強カ

ハ同前ナリ︒タトヘバ辻相撲見物人立ノ場大勢立コムニ︑

スル︑コレ致ガタキコトナリ︒又人ノ心ヲトラカスモ利

ノ堅キハカケ損ズ︒軍法ノアヤハ仮初ノ工夫ニテハ届キ

ズ強キニホコリ奢リ︑油断アリテ大キニ負ケヲトル︒歯

ラバ弥ツヨカラシメ︑ヒタトコノ方ハ臆病ヲスル︒敵必

︵理︶

人ノ心ヲトラカスノ利ハ同前︵

向フニ居タル人頭高ク見ヘカヌル故ニ︑ヒタトノビ上リ

兼ル︒サレバトテ諸事大事ニカケテスレバ︑コノ間ニ狐

22

又邪魔ニ︵ オ︶ナル︒故ニ後ロヨリ︑頭ヲ下︵ゲ︶ヨ

︵理︶

小ナルハ詞ヲアラソフ︒只究メテ成リ難キハ人ノ心ヲ制

20

人イカバカリ我頭コソ邪魔ナルラメ︒コノ方ノ如ク跡ヨ

メニ人ヲ制ス心ヘアルベキコトゾ︒又我ヨリ跡ニ居タル

左リニヨレ右ヘ廻レト︑ヒタト他ノコトヲシカル︒我タ

ラザルコトナリ︒︵

ク定ム︒カ様ノコトナレバ︑千坂兵部モ見切リモニクカ

前後身動キ成ザル様ニナルベシ︒只時節ヲ見切リ疑ヒナ

疑ヲコリテ︑天ニ背クグマリ地ニヌキ足スル様ニナリ︑

ウ︶

リコレヲ制セン︒然レバ大小ニカギラズ何ゴトモコノゴ

蔵介ハ内義離別ノ以後ハ弥不行跡ニナリ︑彼間者前野平内・

芦野三平義死之事

アリ我ヲ討ツ︒コノコトハ何ニテモ滞ル故ニ︑コノゴト

一内菱屋ト朝夕参会シテ︑女房ハ離別カ様カ様ノ次第ト︑アリノマ

トクナリ︒我人ノ弱キハ打擲スレバ︑又我レヨリ強キ人

ク見ザル時ハ退キ立去レバ別条ナシ︒流水ノ如ク物ニ滞

ニ弥︑左ノ如クナリ︒扨ハ内蔵介冷カタマリ︑中々亡君ノ仇ヲ

マニ物語リシテ打クツログ︒両人ノ者心ヘ難ク内証ヲ聞スカス

22
ウ︶制スル

ルベカラズ︒必先我ヲ制シテ︑後ニ他ヲ︵

21

トキハ必ナル︒コノ心ヲ表裏ニシテ人ノ心ヲトラカスナ
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21

報ズベキノ心ハコレナキニ相究マレリト︑江戸註進スル︒コノ

コノゴトクニ候トカキ︑月日芦野三平三十八才トアリ︒内蔵介

霊アラバ必ソノ期ソノ節ハ出テ御案内申スベシ︒御暇乞トシテ

大ニヲドロキ急ギ武林只七ヲ呼テ︑イソギ大津ニ行テ三平ヲ留

以後ハ三人同道ニテ主税モ一ツニ島原通ヒ酒興ニ長ズ︒爰ニ芦
野三平ト云フ人アリ︒前方一乱ノ節︑江戸ヨリ赤穂ニ註進ニ上

メ玉ヘ︒我ラ対面申スベキ条︑コノ方ニ参ラレヨト申シ送ル︒

只七達者ニテ走リ行キテ三平宿ニ行ミレバ︑町中ヨリ合ヒ書置

オ︶タル義士ナリ︒始終大石ト合体也ケルニ︑コノ比内

蔵介内義ヲ離別不行跡ヲミテ︑大キニ悲シミ嘆息シテ︑誠ニ大

ロケンノ節ナリ︒ソノ文章ニハ︑浪人ノ勝手次第ニ不自由病身

リ︵

石ホドノ心底カワルベキトハ思ハザルコトナリ︒又イカナル謀

ユヘニ生害ニ及ブトアリ︒只七モ町内ニ挨拶シテ葬︵

ウ︶送

略ヤアリナントハ思ヘドモ︑夜ニマシ日ニ長ジテ悪道ニ赴ク︑

23

義ヲ進メント一通ノ書ヲシタタメテ︑山科内蔵介ノ玄関ニ来リ︑

ヨキ方ニハ行マジキナリ︒大勢ノ人ノ眼コニナル内蔵介ナレバ︑

死シテ四十九人トハナリケリ︒

セケリ︒五十人ニナリ︑又内蔵介江戸出立ノ節︑橋本平左衛門

シテ帰リケリ︒五十二人ノ内岡野金右衛門・芦野三平二人死失

ヲミテハ進ミ難ク退クハ安シ︒元ハ謀略ニスルトテモ懦弱重ナ

ニ備前ノ松平伊予守殿ノ家老池田玄蕃ハ大石内蔵介実兄ナリ︒

池田玄蕃内蔵介ト対談之事

レバ必臆病ニナル︒義士五十人ニ及ビ貴公ノ下知ヲマツコト久

玄蕃大津ニ旅宿シテ内蔵介ノ方ニ案内︑大石来リテ一夜物語リ︑

オ︶互ヒニ

密談ノ体本懐ヲ達セヨ達スベシトノ相談︑江戸ノ模様ヲ談ズル

又翌日伏見ニ止宿内蔵介モ参ラレ一宿ナリ︒相︵

ケレバソノ内ニ万一吉良殿病死アラバ︑イカニ誰カハコノコト

トミヘシ︒不思義ハ当年ノ冬ニ至リ備前ヨリ歳暮年頭ノ名代ノ

ニ長屋長屋ヲ鎗・長刀ニテヒシトヲサヘタルハ︑慥ニ池田玄蕃

リ在江戸ナリ︒心ヲ付ケテ見レバ不思義ナリ︒内蔵介夜討ノ晩

ヲクヤマザラン︒恥ノ上ニ期ヲ失フ︒又内蔵介殿病死アラバ誰

オ︶

必々昼夜トナク急ギテ人々ノ先達シテ本懐ヲ遂ゲ玉ヘ︒魂魄精

マ リ 今 ハ 色 ニ ヤ 出 ン︒コ ノ 世 ヲ 見 切 テ 御 先 仕 ル ノ 条︑︵

使者︑常ハ番頭下向スルニ当冬玄蕃願ヒテ元禄十五年ノ霜月ヨ

25

カ頭取リスベキヤ︒拙者義ハ兼テ病身ニ︑昼夜コノ一事胸ニセ

コレ本心ニハ非ジト思ヘドモ見ルニ忍バレズ︒凡生死ハ定メ難

一爰コノ比用事江戸ニアリ︑今岡山ニ帰ル︒思慮工夫厚キ人品ナリ︒

テ内蔵介彼書ヲ見ラルルニ︑只一筆短カク︑凡ソ人情難︵ ウ︶

後刻御ランニ入タマハレト大津ノ私宅ニ帰リケリ︒コノアトニ

24

シ︒然ル処ニ日々ノ遊興殊ニ母義内室ヲ石束ヘ送リヤラルル︑

23

24
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シニシタリ︒サル程ニ内蔵介妻ヲ離別母義ヲ追出シ︑行跡以ノ

ナルベシトハ思ヘドモ且テ表ニアラハレズ︒諸人トモニ沙汰ナ

コトニハ成タリ︒然レドモ大石前々ノ評判ナラバ中々ユルマジ︒

杉殿ニテモ手ニアマリ難義故ニ︑本庄ノ屋敷ヘモ折々参ラルル

好ミ遊女ノ召ツカヒヲ好マルル︑ホウトアグミ果タルコト︑上

︵松︶

︵理︶

コノ上ニモ用心怠ルベカラズ︒上杉殿ヨリ侍トモニ付置ルベキ

タヘ果タリ︒コノ故ニ千坂兵部モ今ハ苦シカラザルコト也︒併

コノ比ノ懦落ユヘニカヤウニハ成リタリ︒今ハ内蔵介モノゾミ

外ノヤウス江戸ニキコヘテ︑今ハ︵ ウ︶内蔵介ノ心底モ大概
シレタリ︒横目モソロソロ江戸ニ帰レリ︒コノ様子ヲ見届ケテ
内蔵介武具ヲ調フル用意トモナリ︒
吉良上野介油断安堵之事

人ノ者大石ト日夜参会念比ニ語ル︒コノ比母義内室ツヨク異見

一大坂兵部ト云者︑智恵アツク且テ油断セザル処ニ︑当春註進ニ両

衛殿付ノ諸士四五十人コレアリ︑不時ノコトハアルマジト随分

竟ノ者二十人余コレアリ︒惣ジテノ諸士二十四人︑又家督左兵

大須賀次郎右衛門︑用人ニハ清水一角・佐藤与右衛門其外ニ究

ナリ︒吉良殿ノ手前ノ家老小林平八郎・鳥井︵ オ︶利右衛門・

シテ︑亡君ノ仇ヲ報ゼズンバ皆他出スベシト申サル︒コノ故ニ

ニ念ヲ入レテ︑月ノ内ニ二三度ハ本庄ニ参ラレ︑後々ハジリジ

石内蔵介不行跡日々ニ重ナルト註進アレバ︑上杉殿ノ家老千

内蔵介妻離別シテ︑舅ノ石束源五兵衛方︵ オ︶ヘ送ル︒老母

来吉良上野ハヲゴリ者ナリ︒コノサタヲ聞テ疵ハイユル︑大キ

ベキ者究メテコレナキ段御心安カルベシト委細ニ申シ送ル︒元

コノゴトキノ上ハ跡々ノ諸士ヲ聞合候処ニ︑誰一人頭トリ仕ル

テ武士ノ心ハ絶ハテテ候︒物ノ用ニハ立ベカラズ︒コノ内蔵介

モ同道幼年ノ子ドモ両人モ付送レリ︒内蔵介心底ハ弥懦弱ニシ

量ヨキ召カカユベキト︑申シ通シテ関所女切手ハ三河領分者ニ

ウ︶京都ノ菱屋方ニ申シ送リテ︑京都ニテ白人或ハ奉公人ノ器

ニ長ズル︒コレゾ誠ニ天命ノツクル処ナリ︒ソノ上ニ今度︵

又遊女アソビ成難キ故ニ︑心ママニナルタメ妾ヲアツメテ乱舞

ノ外ノ家老ドモ︑行義正シク折々諫言スレバ︑ウルサク思ハレ

リ本庄住居ニ成ルベキ様ナリ︒コレハ上杉殿ニテハ千坂兵部ソ

26

︵ノ手形︶

ニ安堵シテ又例ノ持病発リテ︑上杉殿ノ方ニテモ表方ニ出テテ

トハ成タリ︒

シテ召連ルベシ︒モハヤ京都ノ隠シ目付モ仕マヒ申ス様ノ首尾
ウ ︶ フ ベ キ︒

佞人ノ働ラカルル︒コノ故ニタトヘ世間ニユルマリテモ︑実義
ヲ云ハバ︑何トシテ上杉殿ノ屋シキハ放レ玉︵

早水藤左衛門娘吉良殿ニ間者ニ入事

27

26

家中領地ノ仕置事ニサシ出テテ剰サヘ奢リ長ジテ︑常々美食ヲ
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25

都間者ニ居タル前野平内並ニ菱屋両人方ニ申シ来ル︑最早目

夫ニ付貴辺ノ娘我ラモラヒ候テ︑主税ト夫婦ニスベキト兼々存

君ノタメ夫ノタメ一命ヲ捨ベキノ時節モハカリ難シ︒ソノ節モ

ル処ナリ︒然リトイヘドモ一言ノ約束有テモ武士ノ娘ナリ︒主

ヨキ次手ナレバ女奉公人吟味ノ上︑召カカヘ来ルベシトノコト

来ラバ身ヲステ忠義ヲ尽サレンヤ否ヤ︑コノ義覚悟ヲ尋ヌ︒速

一京付モ入ラザルノ条︑京都ハ引払ヒ皆々江戸ニ帰ルベキナリ︑又

也︒︵ オ︶前野思案シテ︑コノ義ハ大石定メテ手ヒロク知リ玉

貞実ノ侍同意ノ内ニ速水藤左衛門ト云フ人アリ︒赤穂付ノ役人

頼メリ︒内蔵介コレヲキキ日本一ノ幸ヒナリト屹ト工夫︑爰ニ

フラン︑世話シ玉ヘ︒モシ気ニ入ルト一家一門浮ミ上ルコトト

ジ申ス上ハ︑タトヘ大山ノ根継︵ ウ︶キ大海ノ埋草ニナサル

ト相ミヘタリ︒月ニモ花ニモ思フ娘ナレドモ内蔵介殿ノ方ヘ進

水夫婦大ニ悦ンデ︑何カ扨娘一人ヲ持ツニ彼女幼年ヨリノ願ヒ

28

哥道物書利発古今ニ珍シキ女中ノ年ハ十六才也︒イカナル方ニ

天然ト美君ノ想アリ︒系組花作リスベテ女ノ手業ハ希代ノ器用︒

ナリシニ娘一人持タリ︒誠ニ容顔美麗ニシテ又世ニ並ブ者ナシ︒

忍ビニ入ルベシト思フ︒如何同心有ベキヤト尋ヌ︒夫婦悦ビ涙

ニシテ︑ソノ上ニテ上野方ニサシコシテ内証ヲ聞スタメ︑間者

上野介コノゴトクニ女奉公人ヲ尋ヌル︒コノ度娘ヲ主税ト夫婦

ルトモ一言ノ御恨ミナシト云︒コノ時ニ内蔵介ヒソカニ物語リ︑

リ娘メノ生レ付ヨキ故ニ内蔵介申サルルハ︑コノ娘ハ我ラ養ヒ

イラル︒又藤左衛門夫婦トモニ大石方ニ念比ニ出入セラル︒余

住メリ︒前方赤穂繁昌ノ節︑内蔵介入魂ニシテ折々速水方ニマ

仕立テテ付テサシコシ申スベシト三人密談シテ︑扨娘ヲヨンデ

義ノ謀略ノ間者ナリ︒若年ノ娘バカリモ心元ナシ︒母ヲ下女ニ

ヲ流シテ︑扨人モ多キ内ニ拙者ガ娘コソ冥加ニ叶フ幸ナレ︒大

オ︶ニモラヒテ主税ガ妻

内蔵介申サルルハ︑兼々申ス如ク︵

モ縁付ベキニ子細アリ︒ソノコトナク大津ニ父母ト同︵

︵糸︶

ウ︶

29

テ主税ト夫婦ニスベシト常々申サル︒コノ娘モ我夫ハ主税ナリ

28

母ニハ朝夕尋ネケリ︒内蔵介キツト思ヒ付ケテ︑大津ニ来リ速

動ニヨリ沙汰モナシ︒常々コノ娘モ主税ハイカニ成リ玉フト父

ト思ヘリ︒近年ノ内ニ引トリ婚礼モスベキ処ニ︑去年当年ノ騒

日比ノ願ヒト云フ︒ソノ時ニ内蔵介申サルルハ︑女ニテモ十五

シ︒我娘ニナランヤト相尋ヌ︒娘大ニ悦ビ︑コノ上ニ外ナシ︒

ニスベシト思フ︒我ラモ子ドモ二人ヲ離別ニソヱ送リテ便少ナ

根本トス︒同心ニ於テハ山科ニ同道スベシト云フ︒娘ハ幼年ヨ

才ニアマリテハ主君ヘノ忠義モアリ︒命ヲステテ義ヲ立ツルヲ

30
オ︶ユルマリ

水夫婦ニ対面シテ越方ノ物語リ︑江戸ノサタ︵

タル様子天運来リ︑ヤガテ本望達ルノ時節モ近々ニアルベキ也︒

29
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道ニテ山科ニ帰ラルル︒一宿シテ︵ ウ︶翌日主税ヲヨビ出シ

安キコト︒兼テ思ヒモウケタル悦ビナリト︑親子三人内蔵介同

リ心ニ願フ処ナリ︒悦デ母ニ向テ︑今ニテモ命ヲスツルコトハ

衛ガ方ニ落付︒コノ弥五兵衛ヲ伯父ト披露シテ江戸ニテノ諸人

下女ニナリテ一所ニ下リ︑兼テノ相談本庄裏店小商人堀部安兵

介殿ヨリハ三州者ニシテ手形判形相調ヒテ︑江戸ニ下ル︒母モ

ノ悦ビナシ︒ソノ日ノ祝モスギ暫クアリ内蔵介ノ申サルルハ︑

テ︑カリニ夫婦ノ盃祝言アリ︒誠ニ女ノ身ニトリテコレヨリ上

奥方ノ内縁ハ悉ク委細ニ通達シケリ︒弥五兵衛モコノ以後ハ屋

宿元ニシテ︑通路ハ自由ニシテ屋敷ヲ出ケリ︒コノ故ニ上野介

オ︶

敷モ広ク奥台処ニモ出入リ自由ナリケリ︒︵
︵利︶

爰ニ急ナルコトアリ︒内蔵介親子ノ者ハ大義ヲ思ヒ立テ亡君ノ

願ヒテモナキ首尾間ヲ入ベキ時節ナリ︒上野介ノ住居案内用心

ドモ旦夕ニセマリ来レリ︒上野介殿方コノ度カ様カ様ノ次第也︒

出入ニシテ︑両替屋江戸前為替金ヲ相ツトムル︒然ルニソノ身

一爰士モ中々及バズ︑義信ノ強キ人アリ︒元来浅野先祖采女正ヨリ

ニ大坂宿老十人ノ内︑天野屋利兵衛ト云フ町人随分貞実︑武

天野屋理兵衛事

ノ意味在宿ノ次第シレガタキコト也︒ソノ方コト屋敷ニ奉公ニ

ノ不調法ハナケレドモ︑親祖父ヨリ不勘定ニテ既ニ万両ニ及ビ

仇吉良上野介ヲ討ント思ヒ立︑暫ク見ツクロフコトアリト云ヘ

出デテ夫ノタメ也︒八ツザキニ合︵ オ︶フトテモ他言ハ有マ

32

日ト延引申ツ︒既ニ夫婦ノ盃シテ望ハタレリ︑事ヲ延スベキニ

速ニモ世ヲモ去ント思ヘドモ︑父母ガ嘆キノ深カラント一日一

打ワラヒテ︑何ゴトカ大事ソウニ仰ラルル私モ速水ガ娘也︒早

ジ︒未来ハ一蓮詑生ナレバ︑何ト同心有ベキヤト申サル時ニ娘

ナリ︒︵ ウ︶コノ故ニ天野屋内蔵介ノ厚恩フカク︑内匠様ノ慈

上ニ人品ヨキ者ユヘニ十人扶持ヲ玉ハル︒皆コレ内蔵介ノ作略

ハソノママニ天野屋ヲ立テ︑金銀ノ引込ノコラズ免サレ︑ソノ

引負不足アリ︒既ニ断滅ニ及ントス︒コノ故ニ両替用事ハ名代

ミモ来ラバモシヤ名残ノ惜マレテ万一心怠ルベキヤ︒一夜モ千

モソハスベキト申サル︑娘聞ヒテ︑悦バシキコトナガラ︑名ジ

非ズ︒トクトク仕立テ玉ヘトススム︒シバラク滞留シテ主税ニ

人ユヘニ内談ハ悉クシレリ︒夜討スベキ節入用ノ武具ドモノ用

品ヨキ人故ニ大坂町中入札ニシテ宿老ニシタリ︒コノ人格別ノ

愛ヲウケテ︑常ニ他念ナキヲ知テ内蔵介モ入魂ニセリ︒随分人

ル武具ドモナリ︒鎖リノ着コミ並ニ鉢巻兜頭巾五十人前・一丈

意︑皆天野屋一人ウケトリテ諸方ニアツラヘル︑様々カワリタ

32

歳ノ心ナリト急ニ用意︑誠︵ ウ︶ニ女中ニハ珍シキ賢女ナリ︒
︵ナシ︶
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30

31

サレドモマボロシクノ夢ノ世ノ中ゲニヤアワレナリ︒角テ上野

31

如キ笛五十挺・鉄ノ槌四ツ・半弓二張常ヨリ大也︒矢柄矢ノ根

ノ手鎗五十本・鎖付ノ鎌二十・鶴ノ觜ノ如キ燭立二十本・簫ノ

江戸ニ註進アル︒関東ニテ評定アリ︑近比売人ニハ奇特千万ノ

シト申シ上ル︒奉行所ニテモ感ジ入リ︑私ノ下知如何ト委細ニ

サレテ殊ノ外ホメ玉ヒテサワリナクサシユルサル︒家財諸道具

者也︒別テモ御咎メコレナキ段申シ来リ︑則天野屋利兵衛召出

来ス︒皆不思義ニ思ヘドモ町ノ宿老ノ申付ラル故︑早々出来シ

ハ妻子ニ下サル︒ソノ身何方ニモ勝手ニ住居スベシトノコト也︒

カ︵ オ︶様ノ類︑諸処ノ職人ニ分ケ分ケニアツラヘ急ギテ出

テ天野屋ニ相渡シテ以後︑諸職人ドモヨリ合ヒ︑兼テ不思義ノ

ウ︶ノリ隠遁者ニナリ︑京都六条松原通リニ蟄居セリ︒世ノ人

利兵衛ハ妻子ニ家財ヲ渡シテ跡ヲ立テテ法体︑松原土斎ト名︵

トイヘドモ宿老ノ下知故︑延引ソノママハ如何ト諸方ヨリ職人

殊ノ外貴ミ隠徳ノ名ヲアラワセリ︒カ様ノコトヲ見テハ内蔵介

︵陰︶

ドモ皆︑奉行松野河内守殿ニ註進アリ︒誂ヘ主ハ宿老天野屋利

人ノ目利ヨク︑町人ナガラ密談ニ及ブ恥カシキ人心ナリ︒

︵譜︶

不破数右衛門之事

匠殿普代ノ家来ニ不破数右衛門ト云人アリ︒コノ者ハ二百石

︵譜︶

オ︶

故ニ︑先吟味相スム迄ハ籠者申付ラレ︑色々ノ糺明タヅヌルト

︵訟︶

状申上ベキト披露スル故ニ︑急ギ召出サレ御尋ノ節天野屋申ス

屋コレヲキキ獄屋ノ番人ニ申スハ︑去年コノ方御糺明ノアヤ白

介本望ヲ達スルノ沙汰シキリニテ︑籠ノ内ニモ評判アリ︒天野

サルベシト申ス︒内匠殿大キニ立腹アリ︒ワタリ歩行十五人追

シテ直訴ノ願ヒヲ上ゲ皆暇ヲ申シ請ベシ︒数右衛門モ御暇ヲ出

キコトト云フ︒コノ故ニ頭ラトシテ取次申サレズ︒不埒ト徒党

歩行中ノ願ヒハ承リトドクベシ︒外様ノ渡リ者ノ願ヒアルマジ

テテ一向ニ訴詔スル︒数右衛門且テトリ上ズ︒普代ノ︵

ハ︑大石内蔵介ニ頼マレ皆夜討ノ武具ニテ候︒拙者ハ内蔵介ト

コノ上ナキ悦ビニテ今ハ隠シ申シテ詮ナシ︒同罪ニ仰付ラルベ

コトナリ︒然ルニコノ度歩行屋敷ヲ出ル節ニ︑悪言雑言シテ数

放アリ︒数右衛門ニ少シモ御構ヒナク︑相ツトメ候ヤウニトノ

35

︵ オ︶ハ殊ノ外入魂ニ候ユヘニ︑コノゴトク本意ヲ達セラル︑

是非ヲ申サズ︒コノ故ニ先堅ク牢者申付ラレケリ︒扨翌年内蔵

然ル処ニ渡リ歩行ドモ十四五人不勝手ノ由︑拝借ノ願ヒヲ申立

34

一内ノ知行ヲ玉ヒ近年目付役ヲ兼︑歩行頭ナリ︒随分貞実ノ者ナリ︒

︵ ウ︶ヤト尋ネ玉ヘドモ︑少シ子細コレアリ申上ガタシト申ス

出シテ︑イカ様ノ子細アツテカ様ノ武具用意︑誰人ノアツラヘ

兵衛ナリト申出タリ︒コノ故ニ松野河内守殿急ギ天野屋ヲヨビ

武具アツラユルハ奉行所ニウツタヘ申スベシトノ御触也︒然リ

33

云ヘドモ︑且テ一言モ申サズ︒水火木馬ノ責ニナルトイヘドモ

33

34
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チラシテ出タリ︒数右衛門コレヲ聞︑彼ラ大勢ニシテ我︵ ウ︶

右衛門遺恨アリ︒討果スベシ︑屋敷ヲ出ヨ︑時節ヲマテト言ヒ

存ニテ大学頭方ヘ去年御内意仰出サレシ如クニ︑内匠頭服忌父

キモコレアル義ト御心ヲ付ラレ︑相続クモ仰付ラルベシ︒御内

別レニ奉公シテ何ノサタモナシ︒コノ故ニ近々帰参モ申付ベシ

リト︑是非ニ御暇ヲネガヒ世間徘徊スルニ︑渡リ歩行ハ皆別レ

ヲネラフ鼠舞スベキ様ヤアル︒屋敷仕官ニテハ主君ノサワリア

論ニテ候トノコト也︒ソノ上ニ御内意今年六月世間モシヅマリ

モ申シ上候如ク内匠子ドモコレナキ故ニ︑私義服忌請申ス義勿

ノ如ク改メテ今日ヨリ請申スベシト御内意大学御請ニハ︑去年

オ︶

テ仰出サレハ︑今度内匠頭跡式仰付ラルベシ︒家中ノ︵

一抑勇タクマシク殊ニ和順ヲ常ニ好ム良将ニテ︑太閤秀吉ト徳川殿

浅野ノ家筋ハ元祖弾正忠長政凡下ヨリ起リ︑大功ヲ立テテ武

ハ心ノ動カザランヤ︒凡武士ノ報禄ハ大山ノ重キナリ︒外ニカ

仕リ候ヘトノコトナリ︒誠ニ内匠殿ニハ義士ナリ︒コノ節誰カ

吉良上野介・左兵衛ニ︑以来意恨フクミ申スマジキナリノ神文

女家筋︑御奉公仕リタル筋目コレアル条コノゴトシ︒然ル上ハ

諸士ドモヨビ出シ候様ニ仕ルベシ︒先祖弾正コノ方本家並ニ采

37

ノ和睦ヲ相調︵ オ︶ヘ︑又ハ朝鮮征伐評定ノ節ツヨク諫言ヲ

浅野大学頭方ヘ御内意之事

君ノ仇ヲ報ズベシト常ニ心ガケタリ︒

トノ御サタノ時︑今度ノ騒動不破大ニ残念ニ思ヒテ︑是非ニ亡

35

奉リ︑万民ノ労苦ヲ救フノ心常ニアリキ︒嫡子左京太夫幸長相

ナルニ大学殿ノ御請ニハ︑有リガタキ仕合ニ候︒申シ上ベキヤ

ユル物ナシ︒生涯ノ望ミハ福貴ナリ︒義ハシリナガラ心ノ迷フ

ウ︶ジキ段︑度々上意ヲカフムリ成ホド畏リ奉リ仕候ヘドモ︑

ウモコレナク候︒併吉良一家ノ者ドモニ遺恨フクミ申スマ︵

ツヅヒテ軍功アリ︒関ヶ原合戦ノ節︑瑞竜山ノ一時ノリ御当家
︒ソ
北条氏直
ノ後家

ノ子ハ将軍秀忠公ノ甥ナリ︒御一家ニツラナリ又大坂御陳ノ節︑

タトヘ神文血判仕リ候トモ︑折ニフレ時ニヨリ参会見ウケ候節︑

無二ノ忠節タリ︒ソノ嫡但馬守長晟東照宮ノ御聟ナリ

但馬守泉州信達地ノ合戦忠節旁以テ︑元和六年芸州四拾五万石

意恨果スマジキニモ非ズ︒然ル時ハ上意ヲウケ神文仕リ候トモ︑

︵陣︶

ヲ玉ハリ彼地ニウツレリ︒又采女正ハ前方ヨリ軍忠モアリ︑但

相ソムキタル時ハ武士ノ本意ニアラズ候ヘバ︑御ウケ仕リ難シ

トノ義ナリ︒コノ以後ニ何ヶ度上意ヲ蒙リ候トモ︑右ノ通リ相

︵陣︶

馬守舎弟ニテ東照宮ノ御近習ニアリ︒大坂御陳ニ御旗本︵ ウ︶
ニテ茶臼山ノ真田ガ手先ニハタラキ︑ソノ時ノ加恩ヲ播州赤穂

カワラズト申サル︒公義スジ以ノ外不首尾ニナリ︑既ニ断滅ス

36

五万石ヲ下サレ︑相続カレコレ由緒モダシガタシ︒彼ラ一家歎
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37

36

柄モ入ラザル物ト思ヘドモ︑立ユク月日ノ廻リモ年ノ矢

アリテ︑分散別ルル人間ハ立ユク月日ニモ義節アリ︑ソ

義ハ日月トモニ朽ベカラズ︒コレ則チ日月ノ如︑記録ニ

オ︶

兵書ニ︑日月歳ノ矢早シト云ヘドモ分数ハ乱レズ︒武名

相残ルナレバ︑人ノ家名ハ日月ト相トモニ朽ベカラズ︒

皆ソノ分数アリ︒何十何刻ト云フハ︑タトヱバ一石入ル

ズ︒四季ニ替リ昼夜短長アリ︒春ハ日長ク秋ハ夜長シ︒

行クコトハ光陰矢ノ如シト云フ︒コレハ弓ヲ射ル矢ニ非

ト云ヘドモ︑終ニソノ身モ懦落ニナリ今ハ遊興ニ身ヲ捨

ニ赤穂モ静ニ波風モナク︑又大石ガ党亡君ノ仇ヲネラウ

四日内匠頭殿生害︑カレコレ騒動ニ及ブト云ヘドモ︑終

励ムベキハ武士ナリ︒既ニ光陰ハ矢ノ如シ︒去年三月十

短替リテ立テテ置︑何程ニ月日ノ早ク立ツモコノ棒ノ刻

刻出ル︒六時ニハイカ程夜ハイクツト分ケテ︑四季ノ長

ソノ刻ミ段々ニアラハルル︒然レバ昼ノ内一時ニ何ツノ

ケテ︑真中ニ棒ヲ一本立テテ百ノ刻ヲ付ケテ水ノ落ルニ︑

誰レ云ヒ出ス人モ勿リケリ︒
︵ ウ︶

間ニモ出ラルル︒又左兵衛殿ノ首尾モヨク︑移リ替リテ

悉クサメ果テテ︑吉良上野介殿モ隠居アリ︒ソロソロ世

ル︒ソノ外ノ面々モ何ノ沙汰モナク︑既ニユメノ如クニ

合ズ︑ミ︵

ウ︶ナコレ羊ノ歩行ナリ︒然ル時ハ功名モ

昨日ハ今日ノ往昔ナリ去リテ帰ラズ︒今月今日ニハ再ビ

云フナリ︒コノ年ノ矢ノ立ツ内人間ノ生死ハ只有為転変︑

︵ナシ︶

浅野大学頭広島ニ流刑御預之事

桶ニ水一盃入︵

オ︶レテ︑日夜ニ落ツクル程ノ穴ヲア

40

罪ノ沙汰ニモ非ズ︒又安芸守殿ヨリ道中不自由ニモコレナキ様

外々ノ預ケ人トハ違ヒテ義信正シキ人ナレバ︑流石キビシク流

一浅月 十 八 日 ニ 松 平 安 芸 守 ニ 御 預 ケ︑配 所 領 三 千 俵 相 ソ エ ラ レ︑

野大学頭義公儀ヘノ御請宜シカラズ︑ソノ侭ニ指置レ難ク七

40
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ベキトノ御評定ニハ成ケリ︒
忠臣規矩順従録巻之十終︵

浮雲ノ如シト云ヘドモ墨跡アリ︑貴ムベシ︒日月万代不

既ニ四百年ニ及ブト云ヘドモ︑楠正成ノ勇義ハ今ニ残リ

ノ程ハ守ルベシ︒ヒタト人間死替ルト云ヘドモ︑武勇忠

朽コノ語ノ如︑武名ハ只義ヲ守リ後代ノ高名ニアリ︒日

諸人ノ心感称シ︑ソノ人︵ オ︶ヲ見ル如シ︑貴ムベシ︒

忠臣規矩順従録巻之十一

月ノスギ行ク事ハ只マボロシノ如シ︒惣テ物ノ早クスギ

38

ザハ相替ラズ︒コレヲ年ノ矢ト云フ︒昼夜ノ廻リ早キヲ

39

只浮雲ノ如シ︒何ニコノ辛労入ラザル物ト云フ時ハ︑手

39

︵ オ︶不破数右衛門ハ内匠殿旧恩ノ者ナリ︒大学頭殿ハ分地配

スベキヤト思フ者ドモ大ニ力ヲ落シケリ︑只忘然タリ︒然ル処

サレケリ︒今迄ハ大学頭殿出世︑或ハモシ家督モ半々ニモ相続

ニシテ︑広島ニ指下サル︒又播州赤穂ノ城ハ永井伊賀守領ニ下

トモ有ケン︒万一障リニモナリ跡式ノ邪魔ニモ成時ハ︑臍ヲカ

レ頼母シク︑又亡君ノ御跡目モ立ツ時ハ家来中ノ思ヒ忘ルルコ

仰付ラルベキヤ︒且亦赤穂ノ城未ダ何方ヘモ下サレズ︒カレコ

ト旦夕ニ練リ尽シ︑今日ヨ明日ヨト思ヘドモ大学頭殿ニ御跡目

ナク残念ナリ︒志シノ見ヘガクレニ御跡ヨリ只一人ハルカニ送

当シテ主君ノ弟ナリ︒今流刑ノ節普代ノ侍一人モ供スル人コレ

江戸表ハ日々ニ油断ニナル︒殊ニコノ比大学︵

広島ニ下リ赤穂ノ城ハ永井殿ニ渡リ︑今ハ早コレ迄ト思ヒ切テ

ムノ恨ナラント月日ヲ待ツニ︑既ニ大学頭殿御預ケノ身トナリ

ウ︶殿御預ケ

リ伏見ニ着ノ節︑数右衛門ハ山科ノ大石ノ宿所ニ行︑只今大学

迄ノ見送リナリト聞ヒテ︑不破ハ大汗ニナツテ伏見ニ来リテ内

内蔵介ハ貞実ノ人ニシテ早先達テ伏見ニ出テ︑御預ナガラ大坂

頭殿流罪広島ニ下向︑拙者モ御送リニ忍ンデ来ル由ヲ告ゲタリ︒

介ハ臨済宗ナリ︒内匠殿ハ曹洞宗ナリ︒扨大勢寄合ベキ場所コ

ヒ︑コレラノ町請ハ皆大徳寺ノ院内

催スベキト大坂ニ居合セケル人々十三人︑京都ノ旅宿ニイザナ

弥油断ニナラメ︒何ニコノ時日ヲ延バスベキヤ︒イデイデ急ニ

ヲ感ジテ一党ノ列ニ入︒先達テ江戸ニ指下シテ吉田・堀部・片

節大石ハ大坂天野屋利兵衛方ニ逗留シテ数右衛門ニ対面︑心底

セスベシトテ内蔵介先達テ案内アリ︒島原ノ片バミ屋ニ申スハ︑

レナキ故ニ兼テ島原ニ通ヒナレタルコトナレバ︑島原ニテ大ヨ

オ︶入レテ大騒ギ申スベ

田舎ヨリ歴々ノ客来ヲ請ケタリ︒コノ処ニシテ一日一夜馳走申

オ︶ヲ慎

43

入ル内ニ︑相 言 バアルヒハ筆紙ニシテ色々ニシテ打寄リ打寄リ︑

︵コト︶

ビ和田酒盛ト名ヅケテ︑遊君大勢集メテ酒宴シテ遊女ハ勝手ニ

面々︑上下四十人斗リ外交ラズニ島原ニユキテ︑二夜三日ノ遊

リ・提 灯 持 チ・挟 箱 モ チ ソ ノ 外 ノ 下 僕 ト 見 レ バ 皆 同 意 一 統 ノ

シト︑内意ヲ申シテ日昏スギニナリテ︑客四五人供ノ侍草履ト

︵暮︶

岡・磯谷・奥村・村松・前原・神崎方ヘモ宜シク申通ジテ︑是

ク聞合セ玉ヘト密々ニ申シ送リケリ︒
諸侍江戸下リ評定之事
ニ始終アリ︒首尾合体スルハ少ナク︑殊ニ終リ︵

42

ハ彼速水娘ノ伯父ト披露アリケル︒堀部内外通路自由ナリ︒ヨ

サン︒家来ドモ皆々田舎者一処ニ︵

妙心寺ナルベシ

麒麟菴ナリ︒内蔵

蔵介ニ対面ニ及︑角テ大学殿ハ芸州ニ下︵ ウ︶ラルル︒コノ

42

非ニ近来下向スベキノ条︑随分聞合セ玉フベキナリ︒別テ堀部

41

一物ムハマレナリ︒然ルニ内蔵介ハコレマデ亡君ノ仇ヲ報ズルノコ
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41

出ケリ︒

石内蔵介ハ嫡子主税ヲヨンデ︑我同道スベケレドモ父子相並

ハナリタルヤ︒年老タル者ダニモ命ハ惜キ習ヒナリ︒月ヲモ花

︵陣︶

岡島八十右衛門・倉橋伝助以上六人︑二十五日ニ発足ノ人々岡

人々千馬三郎兵衛・貝賀弥左衛門・吉田沢右衛門・大高源五・

報ズベシトノ心底ヨリ全ク他念ナシ︒何ニコノ月花モ何ナラン︒

ノ名残ニ江戸物見仕レトノコト心外ニ候︒只一念ニ亡君ノ仇ヲ

ス︒先達テ江戸ニ下リ敵方ノ案内ヲ聞合セ︑父上ノ御迎申セト

十六才マデ生スギタリ︒去年コノ方憂世ノ中ホトホトアキ果申

45

野金右衛門・村松喜兵衛・杉野︵ ウ︶十平次・勝田新右衛門
ソノ外ノ面々モ跡先ニ悉クニ出立シケリ︒皆静ニシテ人知ラズ

44
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前後ノアヤ江戸ニ下リテノ住居ノワケ諸事相談ヲ究メ︑京都ノ

ウ︶リ︒然ル上ハ各面々ハ先達テ江

名残楓見ト名ヅケ高雄ノ山林ニテ重々ニ申談ジ︑扨上杉・吉良
ノ見当ニスル者ハ我ナ︵

又ハ両国ノ小春屋ト云フ吉田忠左衛門ニ聞合セ︑内蔵介下向ヲ

ヲモ見尽シタル者ダニコノゴトシ︒況ヤ汝ヂ十六才ノ身トシテ

合ヒタリ︒宿執ノ因縁ナラメ︒又イカナル縁ニテ亡君ノ家臣ト

一大ンデ下ラバ人目如何︒扨汝ヂモ如何ナレバ内蔵介ト親子ニ生レ

待玉ヘ︑コノゴトキ寄リ合徘徊延引セバ︑沙汰広クナリテ計略
一丈

今迄江戸ヲモ見ズ︒未来ヘノ物語リ且マタ一生ノ楽ミ︑セメテ

ムナシカルベシ︒武具ノ内第一要用スベキ打柄ノ鎗

オ︶ノ静カナルニ︑江戸モ徘徊シテミヨカシ︒

扨モ短カノ命ヤ︑今更不便ノ体ヤト落涙シ玉フ︒主税承ハリ︑

ハヤコノ比下シ︑コレハ池田玄蕃ノ道具ニシテ指下セリ︒ソノ
外ノ武具ハ先達テ吉田忠左衛門・片岡源五右衛門・堀部安兵衛

イヤイヤ私ハ父上ノ御供仕リ参ルベシ︒御先ニハ下ルマジト云

︵各︶

コノ面々ノ内ニテ縁アル方ヲ頼ミ入︑人知レズノ用意ナリ︒外

諸士発足︑大石主税出立之事

初陳︑笛吹峠ニテ高名セリ︒兼テ最期ハ覚悟ナラズヤ︒父ト一

︵陣︶

テハ十六才ニシテ初陳ニ立ツ︑甲州ノ甘利藤蔵ハ十三才ニシテ

処ニ下ラントハ大ニ臆シタルヤト忿ラルル︒主税承ハリ謹デ申

・

五日ニ発足ノ諸士間喜兵衛・近松勘六・矢田五郎右衛門・大石

一九原宗右衛門・潮田久之亟・赤垣源蔵・間瀬久太夫以上五人︑十

︵ ウ︶スハ︑左様ノ心ニ非ズ︒十六歳マデハ短キ世ヤ︒コノ世

月十日ニ発足ノ諸士︑大津ヨリ出立之人々堀部弥兵衛

瀬 左 衛 門・中 村 勘 介・菅 谷 半 之 亟 以 上 六 人︑二 十 日 ニ 発 足 ノ

安兵衛
養父

武士ハ異国ノ李将軍ハ八才ニシテ父ノ敵虎ヲ射コロス︒日本ニ

ヱリ︒内蔵介眼ヲイカラシテ︑不届千万ノ童カナ︒臆病千万凡︒

45

別替ル荷物モナシ︒右ノ︵ オ︶通談シテ既ニ早出立ニ及ビケリ︒

来 月 ハ 小 春︵

三十五本

戸ニ下リソコソコニ立隠レ︑本庄ノ堀部安兵衛方ニ夕ベヨリ︑

43

44

足スベシト申渡サル︒同道ハ小野寺十内・間喜兵衛・冨森介右

レハ汝尤ナリ︒然ラバ先達テ下リ案内仕レ︒来ル十月二日ニ発

ノ義ニ候ハバ︑畏リ奉リ候ト云フ︒内蔵介聞ヒテ打マボリ︑コ

御供ニテ下ルベキニ候ト︑同ジク暇ゴヒシテ独リ跡ニ残レリ︒

七ハソロリソロリト旅用意ヲ仕マヒ︑私ハ御跡ヨリ内蔵介殿ノ

下向対面ニ及ブベシ︒アラ便リナノ身ヤト歎キ玉フヲ聞テ︑只

名ヲ立ラルルヤ︒然レドモ相互ニ亡君ノ仇ハ同ジ追付︑我ラモ

止メタル分ニテ中々留ルベカラズ︒内蔵介ハヨク人心ヲ察シテ

︵ヲン︶

衛︵ オ︶門三人ヲ頼ンデ︑道中 隠 便ニ頼入ルトノコトナリ︒
中ニ小野寺十内ハ七十有余ニシテ博学能筆ニシテ貞実︑亡君ノ

屈伏人徳ノアル人ナリ︒

冨森助右衛門始終之事︵ ウ︶

仇ニ偏ヘニ思ヒ入タル人ナリ︒又シヲラシク歌人ナリ︒コノ老
人ニ主税コトヲ万事頼ミ申サル︒外ニ組足軽随身随分貞実ノ寺
下僕三人︑十内小僕一人主税九人明朝山科

一コシテ前方ハ祐筆役ナリ︒近年書役ニナリ立身シテ礒谷ト同役ナ

ノ度主税同道ノ冨森助右衛門ハ普代相伝ノ人︑百五十石ヲ領

与太夫トモ云フ

ヨリ出立ノ用意ナリ︒爰ニコマリ果タルハ武林只七ナリ︒今晩

リ︒赤穂落着以後ニ老母ヲ同道シテ︑大津ノ町医針立中村利斉

坂吉右衛門

主税ノ旅立用意悦ンデ︑唯七モ明朝同道申スベシト菅笠・足袋・

ト云フ人ノ方ニ来レリ︒コレハ助右衛門老母ノ親里ニテ︑利斉

見玉ヒテ︑唯七モ下向ニヤ︒随分無事ニ行キ玉ヘ︒扨内蔵介ハ

内蔵介モ門送リニ出ラルル時武林モ旅用意シテ出タリ︒内蔵介

ニ我ラトムベシ︒ソノママニ置玉ヘトノコト翌朝主税出立ノ節︑

バズ︑内蔵介ニコノ体ヲ云フ︒内蔵介申サルルハ︑明朝出ガケ

足同ジ道ナリ︒誰人モ無理ニ止ムベキ様ナシト云フ︒是非ニ及

人別ニ非ズ︒待チ玉ヘト云フニ更ニ同心ナク︑是非ニ我ラモ発

朝江戸ヘ出立申スナリ︒随分御無事ニヲハシマセト云フ︒老母

既ニ早明日出立ニ究マリ是非ニ及バズ母ニ告テ申スハ︑私ハ明

モ︑一紙連判誓約ニ親子ノ間ニモ他言スマジキトノコトナリ︒

ズ︒常々老母ニコノ度ノコトヲ告ゲ知ラセント思︵ オ︶ヘド

大石ノ方ニ行ク︒或ハ大坂・伏見・京ヲ歩行テ中間ヲ進メ怠ラ

冨森常ニ殊ノ外母ニ孝行︑又少シ隙ノ時ハ母ニ断ハリ常ニ山科

ハ母ノ弟助右衛門ガ伯父ナリ︒彼ノ方ニ母子トモニ居住セリ︒

︵只︶

随分因縁ノ悪シキ者ナリ︒年モ老ニナリ願ヒハ大キナリ︒手足

草鞋道中ノ用意シキリナリ︒人々申スハ︑明日出立︵

︵只︶

ウ︶ノ

47

聞ヒテ︑近比不思義ノコトニコソアレ︒トクニモコノコトヲ語

46

オ︶杖柱ニ

モ不自由ナラン︒父子ノ約アレバセメテ只七ヲ︵

47

大望モ成ベシト思フニ︑ナサヌ間ユヘニ我レヲステテ自分ノ功

48

ラズ︑明日ノコトヲ今日申スハ不届ナリ︒中々叶フマジト申サ
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46

ベキトノ内蔵介ノ頼ミ︑拠ナシト云フ︒老母大キニ立腹アリ︑

ル︒冨森申スハ︑急ナルコトナリ︒大石主税江戸出ヲ送リ申ス

大ニ悦ビ驚キ︑扨ハ左様ノコトカ︑悦ビコレニスギズ︒武士ニ

最期ノ跡ハ利斉夫婦ヲ頼ミ入ルト涙ハ滝ノ如クナリ︒老母聞テ

オクレ奉リ今ハ老母一人ナリ︒イカ様ニモ孝行ニ仕ベシトハ思

マヘテ老ノ身ノ母ヲ心ニ掛クルコト勿レ︒コノ度未練ノ働キス

難シ︒又主君ヘノ忠節ナリ︑名コソ惜ケレ︒助右衛門ヨ︑相カ

ハ守ルベキノ道アリ︒義ノ重キ内蔵介殿ト談ジタルコトヤブリ

フ心ハナク︑他人ノ頼ミニヨリ剰サヘ前方ニ我ニ相談ニモ及バ

ルコト勿レ︒親ノ身トシテイトシキ子モ義理ヲ立サセント思ヘ

汝ヂ大キニ我ママナリ︒既ニ父ニハハヤク離レ亡君ニハ︵ ウ︶

ズ︑明日ノ旅立ヲ今晩ニ至リ申スハ︑第一親ヲ何トモ思ハズア

バ︑千載一処ニ居タルモ同前ゾヤ︒必︵

オ︶母ヲ心ニ掛ケ玉

ナドル心底︑不届千万相叶フマジキナリ︒又ヨシヤ亡君ノ仇ヲ

48

ラルル︒冨森大キニ迷惑シテ︑今ハ是非ニ及バズ︒サレバニテ

ヒ門送リモ申スベキゾ︒自分ノ旅立フツト相叶フマジト申シ切

討ベキトノ旅立ナラバ何ガ扨老ノ身モ悦ビ︑目出タク首途ヲ祝

ヨケニ打掛ラレタリ︒樊噲出陳ノ度毎ニコレヲ着︑今ノ母衣ト

門ニ形見ニ送ル︒唐シノ樊噲ノ母ハ︑軍ニ出ル時衣ヲ一重ノ矢

小袖モ相同ジ︑娵トリ申サバ参ラセント思ヘリ︒コレヲ助右衛

フナ︒我若キ時ヨリ秘蔵シタル小袖アリ︒曽我ノ老母ノ形見ノ

リテモ老母ニ仕ヘンヤ︒某一人ノ臆病ハ又連中ノ邪魔ニモ成マ

ヨシヤ主君ヘノ忠節ニハハヅレ諸人ニ笑ハレ︑世ニナシ人トナ

存ジ奉リ︑又名残モ惜ミ惜マレ申スベシ︒私一人ノ母親ナリ︒

レシテ内義ノ部屋ニ入リ玉ヱリ︒書置相シタタメカミソリニテ

フ︒寒気ニモナル肌ニ着玉ヘト渡シ︑目出タク盃シテ親子ノ別

云ヒ伝ヘリ︒我ニソウト思ヒテ着玉ヘト緋ヂリメンノ小袖ヲ玉

ウ︶故ニオドロキ走リ入テ見レ

深ク約諾ス︒今更変改スベキ詞モナシ︒前方ニ申スベシト色々

未練ノ働ラキスルコト勿レ︒心ニ掛ラザル様ニ先達テ冥途

コノ度ノ旅立イカ斗リ悦ビコレニスギズ︒母ニ心ヒカレテ

バ自害ナリ︒書置ヲミレバ︑

存候ヘドモ︑コノ度ノ連中ノ外ニハ一言モ申スマジト︑堅ク神

意相調ノヒ︑下向仕ルニ究マレリ︒只御名残ヲシク今生ノ御暇︑

ブラセタルハコレ我誤マリ也︒又老ノ身ノ跡ニ残リ何ニ月

ニテ待請申スベシ︒又内蔵介殿ト申シ約シタル神文ヲ︑ヤ

50

文血判仕リ黙止難ク延引︑兎角上野︵ ウ︶介ヲ討ツベキノ用

既ニ武門ト生レ亡君ノ仇ヲ思フコト深ク︑ソノ上ニ大石殿密謀

自害シ玉ウナリ︒声聞ユル︵

︵陣︶

候︒今日ハ申スベキヤ︒明日ハ物語リ︵ オ︶仕ルベキト常々

50

ジキナレバ苦カラズト︑コノ比ハ色々ニ工夫仕ルト云ヘドモ︑

49

49
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日ヲ送ルベキヤ︒必ズ皆連中ニオクレズシテ︑主君ノ仇ヲ

ニ橋本平左衛門トテ随分貞信ニシテ忠節深キ︑取次役二百石

ナガラ去トテハ武勇ノ人ナリ︒死シテ我子ニ武勇ヲ進メ玉フ︒

家内大キニオドロキ兎角サハグニ助右衛門少モオドロカズ︑母

玉ヘ︑病気モ能クバ兼テ同道スベシト思ヒシニ残念ト申サル︒

介参ラレ︑兼々ノコト究マリ明日出立申ス︒追付吉左右ノ噂聞

腰ヌケ足立ズ︒是非ニ及バズ早明日出立ニナリ︑大津マデ内蔵

一爰ドリ︑内蔵介モ万端致サルル人ナリ︒当春ヨリ中風ノ煩ヒニテ

何トコノ心ヲ水ニスベキヤ︒トカク少シノ遅速ハアリトモ同ジ

橋本ハ大キニ残念ナル体ニテ︑何カ扨是非ニ御供申スベシ︒魂

報ジテ名ヲ残シ玉ヘト一筆アリ︒
︵ オ︶

死ノ道ナリト︑ソノ夜急ギ葬送ノコトイトナミテ︑ソノ足ニテ

魄精霊モ︵

ウ︶アル物ニテ候ト暇乞シテ出ラルル︒ソノ跡ニ

直ニ山科ニ行旅立スル︒コノアワレヲ見テ利斉︑扨モ憂世ナリ︒

マジト︑出家シテ禅衣トナリ助右衛門跡ヨリ江戸ニ下ル︒夜討

我助右衛門ト同前ト思ヘドモ主君ニ非ズ︒定メテ連中ニモ入レ

主税江戸出 並小野寺十内詠歌之事

勢ヨクモ揃ヒタリ︒不思義ノ人々ナリ︒

テ自害シテ死ニケリ︒誠ニ見ルモ聞クモ残念ナル︒扨モ義士大

テ終ニ云ハズ︒コノ故ニ若殿原ノ悪説ニ遊女ノ小袖ヲ着タリト

終ニ放サズ︑シヒテ問ヘバ︑聞ヒテ何ニカシ玉ハント無口ニシ

ヲ申シテ終ニ放サズ︑又御預ケノ方ニテ色々ニ申スト云ヘドモ

最期マデ肌ヲ放サズ︑仙石伯耆守殿ニテ御預ケ人ニナル時モ断

ハ大津戒律ノ尼ニナレリ︒コノゴトキノ次第ノ小袖ユヘニ冨森

ニマヒラセ助右衛門ニ対面︑永ク連中ノ菩提ヲ弔フ︒利斉内室

大キニ不思義シテ︑近比心ヱズ︒幸右衛門ハ年若キ者ナレバ︑

妻ト娘一人宿ニアリ︒然ル処ニ今度十内江戸出ノ用意アリ︑妻

女 中 ナ リ︒ 先 比 一 子 小 野 寺 幸 右 衛 ︵

リ︒妻ハ近衛殿ノ奥方ニツトメタル人ニシテ︑随分シヲラシキ

哥人ナリ︒前方京都屋敷留守居役公方公家方随分知リタル人ナ

一今十内ハ︑七十余歳ニシテ貞実ナル人柄ニテ学才アリ︒能筆ニテ

度主税下向ニ付︑道中江戸表万端後見ニ頼テツカハス小野寺

オ︶門ハ江戸出シケリ︒

云ヱリ︒コノ義アタラ武士ノ孝心ニ疵ナリト太守安芸守殿不便

シテ明ケノ朝両国無縁寺ノ前ニ居ル時ニ︑蜜柑ヲ︵

ウ︶連中

52

身上ノ片付ニモ江戸出有ルベキコトナリ︒ソレトモニ今更二君

51

ナリ︒富森ガ忠孝末世ニ残スベキトテ︑
︵ オ︶別シテ不便ヲ加
ヘ玉ヘリ︒
橋本平左衛門最期之事

ニ仕ユルモ好マザルコトナリ︒十内殿ハ七十ニアマリ今引篭リ

53

隠居アルベキ節ニ︑今ノ江戸下リ以ノ外宜シカラズ︒平ラニ止
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51

52

キ物ヲ

ト書返ス︒

誠ニ秀歌ナリ︑ヨク詠ジタリ︒角テ九人ノ面々江戸着十月十五

来春ハ早々帰京スベシ︒少シノ内ナリト云フ︒内義モ尤ノコト

道ノコトヲ頼マル︒日比内蔵介ノ入魂今更イナトモ申シ難シ︒

ル方アリ︑シバラクアリ︒大石ノ下向マデハカナタコナタニ五

岳寺ニ参詣シテ一日滞留シテ︑ソレヨリ八丁堀ノ与力屋敷ニ知

ニ止宿ス︒働ラキ男ニナル︒小野寺ハ主税同道ニテ最初芝ノ専

︵泉︶

日ナリ︒冨森ハ片岡方ニ行ク︑間喜兵衛ハ小春屋清兵衛吉田方

ナリ︑然ラバ無事ニテヤガテカヱリ玉ヘトテ旅ノ用意シテ︑下

日七日ヅツ 昏 シテ︑池田玄蕃ノ世話ニテ本庄砂村少シノ畑屋敷

200

リ玉ヘト申サル︒十内申サルルハ︑成程我ラモ右ノ心底ナリ︒
去ナガラ拠ナキ子細アリ︒内蔵介嫡子主税コト今度江戸ニ下ラ
ルル身上挊ノタメナリ︒道中若︵ ウ︶年ノ人ナリ︑我ラニ同

僕両人召シツレテ山科ニ参ラル︑一期ノ別レ心底察シヤラルル︒

ヲトトノヱ︑十内ハ医師ニナリ針立ニナリ︑百姓家ヲモト︵
オ︶メ主税ト同宿シケリ︒

︵クラシ︶

内蔵介兼々用意待ウケテ︑十月二日上下九人旅立シテ江戸発足︑
瀬田マデ来リ︑流石ニ妻女ノ跡ニテ恨ミモ如何ト︑小僕一人ヲ

忠臣規矩順従録巻之十一終︵ ウ︶

二葉ノ時去ザレバ必ズ斧ヲ以テス︑悪行ヲ積ムコト勿レ

忠臣規矩順従録巻之十二

京都ニモドシテ文ノ内ニ何トモコトバ書ズシテ︑
︵ オ︶
︵ハ︶

十内ト書テ

必身ヲ害ス︒コノ語ノ如ク三才ノ児モコレヲ知ルト云ヘ

オ︶ムベキナリ︒儒書ニハ︑アヤマツテ改ム

ルニ憚ルコト勿レ日々ニ新タ也トアリ︒コノ心ヲトリ兼

方ニ慎︵

物ゴトノ悪事ソノ人々ノ志ノキザス処ハ随分考ヘテ︑前

斧ヲ以テモタヤスクハ切レズ︒何百人ノ手間ニカカル也︒

モ二葉ノ時ニハ小指ニテモツマミキル︒大木ニナリテハ

語ヲ思ヒ知ルベキコトナリ︒タトヱバ楠樫ノカタ木ニテ

京都ニ送レリ︒十内妻ハ器量モアル人ニシテ哥ノ心ヲ察シテ︑

筆ノ跡ミルニ涙ノ時雨来テイイカヘスベキ言ノ葉モナシ
ト書テ送レリ︒

ウ︶重ハ恋シ

56

又文ニ何トモ書ズ︑

ドモ︑八十ノ翁モ用ユル事アタハズ︒凡ソ人情常ニコノ

55

扨ハ年来ノ本懐ナリ︒珍重コレニスギズト即時ニ人ヲ仕立テテ

思ヒ出テバ音羽ノ山ノ秋ノ色ヲ別レシ時ノ袖ゾトモ見ヨ

54

道中赤坂ノ縄手ニテ追付キコノ文ヲ渡ス︒十内立ナガラ矢立取
リ出シテ︑
限リアリテ返ラント思フ旅ニダニナヲ九︵

54

55

53

イヤナルコトハスルガヨシト書キタリ︒コレヨク合点ス

好法師ツレヅレ草ニ︑面白キト思フコトハセヌガヨシ︒

切腹ヲ聞ヒテ歎息シテ︑遁世︵ ウ︶者ノ如クニナル︒子細ノ

若年ナレドモ女房ヲ後見トシテ指オキタリ︒コノ宗伴内匠殿ノ

日本一ニシテ︑近年月日ヲ重ネテ幸ヒアリ福者ナリ︒一子アリ

アルコトナリ︒コレハ先采女正殿ノ小姓上リニテ服部宇内ト云

︵宗︶

ル時ハ身ノ為ニヨシ︒何ニテモ片寄テ好ケバソノ損失ア
リ︒殺生ヲスケバ寒気ニ山林ヲ歩行︑風邪或ハ思ザル怪

シ者ナリ︒当年三十五才ニシテ内蔵介ニ十ノ年ヲトリ也︒十五

嘩ヲ好ケバ強キ人ニ出会テ半死半生ニナル︒万端悪行ノ

アマ竜ノ小柄ヲ求ムルニ慥ニ祐乗ナリト見キワメ︑ヨホド金ヲ

レ付不思義ニ道具好ヲシテ︑然モ勝レタル目利ナリ︒无赤銅ノ

︵宗︶

我アリ︒川漁スレバ舟ノ破舟風波或ハ淵川ニ身ヲ損ズ︒

年以前ニ大石内蔵介イマダ三十才ノ比ナリ︒宇内ハ二十才前後

積ザル内二葉ノ時ニ去ルベキナリ︒面々心ハ利発ニシテ

出シテ相調ユル︒常ノ人見テハ何ノ役ニモ立ザル様ニ見ユル︒

︵宗︶

又ハ寒湿ヲウケ病人トナル︒酒モヨキ程ナレバ慰ミ養生

ナリ︒内蔵介在江戸ノ時同ク勤番セリ︒然ルニコノ宇内天然生

悪事ハ知ル故ニ︑不善ハ隠シテソノ善ヲアラハス︒然レ

オ︶小柄ヲ元ニシテ︑目貫・カウガイ・

然ル処ニ宇内ソノ︵

行ヲミテモ構ハザルハ不仁ナリ︒成ズトモ是非ニ人ヲ善

テ強ク異見ヲスル︒コレ元来賢徳ノ善人ナリ︒他人ノ悪

世ニ先生ト云ハルル程ノ人ハ︑悪ヲミテハ人ノ悪ヲセメ

気筋物事サハヤカニシテ︑凡ソ家老ノ身トシテ家中ノ諸侍中ノ

リ︒コノ様子ヲ内蔵介聞及ビテ︑イマダ三十前後ノコトナリ︒

三ッ物・似セ物ヲ仕立テテ五十両ニ売タリ︒不思義ノ手ヅマナ

道ニ道ビク︑悪︵

︵宗︶

イサムルハ自然ノ善ナリ︒

︵宗︶

︵宗︶

出ノ留守ニ御台所ニ申シ付ルハ︑服部宇内亭主方当春切リニ餅・

菓子・吸物・酒肴フルマヒ俄ニ申付タリ︒台処ヨリ宇内ニ申通
58

モ走リ廻リテ相スミタリ︒ソノ上ニテ内蔵介ハ広間ニ出テテ︑

︵宗︶

ニ江戸池ノ端ニ鍔屋ノ宗伴ト云フ者アリ︒ソノ身福分ノ者ナ

ズ︒合点行ヌコト︵ ウ︶ナレドモ︑内蔵介ノ指ヅナレバ宇内

服部宇内事

ナリ諸人道具好トナル︒今ノ内ナリトテ︑アル時ニ内匠殿御他

悪ハ異見申スベキ筈ナリ︒又近習ニ左様ノ人アリテハ町人心ニ

︵宗︶

ドモ智徳ノ人ノ眼ニハ人心移リテ見スカサルル︒兎角ニ

ニナル︒スグレバ︵

ウ︶内損酒狂ノ疵アリ︒ハシタ喧

57

オ︶道ニ行カザル様ニ人ノ悪ヲミテ

58

一爰レドモ︑去年以来ハ隠遁者ノ如ク法体禅衣ニナレドモ︑褊裰ニ
テ茶ノ湯者ニナリ鞠・立花ヲモ功者ニシテ︑然モ諸道具ノ目利

201

56

57

子ヲ持チ福者ニナリ目利者ノ道具屋ニナリタリ︒コノ故ニ大ニ

心ニ覚ヘ玉ヘ︒今ハ恥辱ノ様ニ立腹有ベシト思ヘドモ︑凡ソ武

タルハ是非ニ及バズト遁世者トナレリ︒コノ心ユヘニ深ク心ニ

主君ユヘニ今度ノコトヲ聞ヒテ大キニカナシミテ︑今町人ニ落

ニ発明トミヘタリ︒コノ度利ヲ得テ定メテ面白クナリ︑段々コ

外ナリ︒今若年ノ心オソロシキ目利也︒元来貴殿ノ心利買ノ方

上ニ立ツ︒今若輩ニテ商売ニカシコク利分ヲトリ悦ブ心底以ノ

ソロソロ入魂ニ付ケ入リ色々ノ道具ヲミセ︑探幽ガ三幅一対ニ

モテアゾブ諸道具ヲ求メタガルヲ知リ︑幸ヒニ宗伴道具屋ニテ︑

シテ︑先上野介殿ニ立入ル工夫︑吉良殿ハ茶ノ湯好ニテ︑常々

ウ︶ヲ進上申シ︑飛鳥川ノ肩付ノ茶入

モ浪人アリ︑町人ノ道具屋ニナリ玉ハン︒以来道具ノ扱ヒフツ

ヘニ常々御伽ニ出テテ茶ノ湯相手ニナリ︑宗伴ナクテハ朝夕ス

ヲ売代金ハ借シ捨ニシテ大ニ気ニ入リ︑ソノ上ニ諸芸ニ通達ユ

︵譜︶

ト無用︑心ニ覚ラルル様ニト今日ノ通リト申サル︒惣テ諸士ノ

マザル程ニ取リ入リ︑茶ノ湯フルマヒノ時ハ相伴取持ニナリ出

︵カ︶

テ富士一山ノ出来絵︵

浪人マデコノ事ハ嗜ムベキノコト︑元来武士ナレバ町人ノ功者

頭︑常々立入ルユヘニ︑堀部安兵衛西瓜ウリニナリ︑重荷ヲ持
歟

チ毎日毎日長屋ニ入リコミ︑或ハ台処ニ来ルヲ見︵テ︶イタハ

買

テヤルソノコト︑僻︵事︶ニナリ後ハ道具屋ニナル︒中次口次

シク涙ヲ流シテ思ヘドモ︑堀部ハ且テ見知ラズ︒扨ハコノ面々

︵宗︶

ハセザルコトナリ︒ヒシト異見申ス︒止メ玉ヘト申サル︒宇内

心入アリト気ヲ付ミレバ大高源五ハ針医ニナリ立入︑又両国ノ

カナ云ヒ出スコトモ成ラザル体ユヘニソノ儀ナク︑折々町方徘

︵義︶

赤面シテ四五年モヤミケルガ︑元来好キニテヒタト目利スルニ

売

ヨリ武︵ ウ︶士ノシロウトガマシ也︒コレニヨリ人ニ目利シ

60

小春屋ハ吉田也︒
︵ オ︶出会物語リセント思ヘドモ︑イカナイ

武士道立難クシテ︑六年以前ニ赤穂ヲ出奔シテ江戸ニ出テ︑妻

61
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︵宗︶

ヒソカニ宇内ヲ呼ンデ大ニ異見申サルルハ︑コノ比大キナル目

我身ヲ恥テ︑前方大石殿ノ異見的中不思義ナリ︑好ケル道トテ

︵譜︶

利シテ似セ物ヲコシラヘテ︑夥シク金モフケ致サレタル由一段

士タル人ノ利買ノ心コレ有ハ近比比興千万ナリ︒侍ヒハ士法ア

コメ︑我今長袖ナレドモ心底ハ元ノ武士ナリ︒身不肖ニテ自力

オ︶ノ如シト大ニ感ジ︑普代ノ

リ︒主君ニ仕ヘテ相応ノ俸禄アリ︒貴殿二百石ノ知行アリ︒武

ニ相叶ハズ︒時節到来何様ニモ大石殿思ヒ立ルベキナリト思案

コノゴトシ︒大石殿ハ仏神︵

士ハ義信ヲ守︵ オ︶リ武芸ニ達シ主君ノ用ニ立テ︑農工商ノ

ノコト︑貴殿ノホリ出シノ悦ビニ今日ノフルマヒナリ︒慥カニ

60

ノコトノコウジタル時ハ町人心ニナリ︑大方ハ普代ノ主君ノ家

59

ハヅサズ︒ソノ上ニ似セ絵ヲ肝煎シテ高金ヲトリテ︑家中ニテ

59

リソロソロ付キシタガフテ︑本庄砂村ノ家マデ来リ十内ニ対面︑

徊聞合スルニ小野寺十内ニ犇トアフ︒主税同道ニテ帰ルサ跡ヨ

庄住ノ内然ルベシト︵

テハ全ク上杉殿ノ作略ナレバ︑中々六カシク有ルベキノ条︑本

ラルベキニ相究マリ︑普請ノ目論ミアリ︒コノ屋シキ引出サレ

ウ︶堀部安兵衛方ヨリ注進︑ソノ外ノ

大ニ泣涙シテ内蔵介ノコトヲ相尋タルニ︑大事ノ義ナレバ且テ

知レリ︒吉良殿ニ志シアラバコノ人ヨリ先ニ取テ出スベキナリ︒

始終知ルベキナリ︒既ニ屋敷ニ出入ニ堀部安兵衛出入リスルヲ

以テ云ハズ︒宗伴申スハ︑疑ヒ玉フ尤モナリ︒何様拙者ノ心底

具ハ下ス手ハヅハ取ル︒又諸士中ハ下ル︑一子主税モ下着︒ソ

テハモシモルルコトモヤト急ニ発足ノ用意トナレリ︒兼テ諸道

シ来レリ︒カ様ニ割符ノ合フハ偏ヘニ天道ノ冥助ナリ︒永ビキ

面々ヨリ申シ来︑殊ニ主税モ江戸着ニテ宗伴方ヨリノ通路モ申

通路スル︒扨ハ上野介ノ屋敷ヲ絵図ニシテ︑長屋長屋ノ人別マ

ノ以後帰リテ主税方ヘモ入魂ニ常々ヲトヅルル︒内蔵介方ヘモ

コノユヘニ隠スニ及バズ︑コノ度ノ下向ノ次第ヲ物語リス︒ソ

ナリ︒寺西弥太夫︵

リ︒コノ度ノ同道ハ武林唯七・奥田孫太夫両人家老ナリ︑組頭

本懐ヲ達スベキトノコト︑残ル方ナク大石ノ心底天晴ノ勇士ナ

ノ上ニ老母コト妻ハ石束方ニヲクル︒今ハ身一ツ心掛リモナク

オ︶中間五人道具・挟箱・草履取リ・具

︵只︶

デ委細ニ表方︑台所マデノコト隅々ヲ記シテ内蔵介ニ送リ︑堀

ソ ノ 節 ニ 来 ラ バ 拙︵

ウ︶者モ忠誠仕ルベキナリト他念ナク︑

62

立出ムカヱテ忠節シタリ︒ソノ夜速水藤左衛門娘ト母ヲ同道シ

入魂ニ申通ス︒居間ノ方ノ案内ハ宗伴ナリ︒夜討ノ晩ニ手燭ヲ

部安兵衛ガ書付ニ毛頭相違ナク︑扨ハ真実ナリトソレヨリ追々

レハ元祖浅野弾正忠伏見住居屋シキ跡長政ヲ稲荷ニ勧進ス︒前

コノゴトクナリ︒扨京都出立ノ節伏見ノ浅野稲荷ニ参著ス︒コ

ノ荷札ニテ下ル︒九条殿ハ安芸守殿ノ聟ナル故ニコノ縁ヲ以テ

足箱・合羽篭︑ノリ掛一駄ハ三人ノ乗合ヒニシテ京都ノ九条殿

助クル︑皆大石ノ忠節ニヨリ幸ヒモ有リケリ︒
内蔵介京都出立ノ用意ノ事

リ︒浅野稲荷ト云ヱリ︒大︵

ウ︶石コノ稲荷大明神ニ深ク祈

等サシ上︑内蔵介逆修ニ小サク立タリ︒コノ処長政ノ屋敷跡ナ

内匠殿ノ石塔兼テ用意︑コノ節造立シテ焼香年忌年忌ノ御仏供

︵具︶

ノ町ハ弾正町ト云フ︒コノ処ニ浅野家元祖ヨリノ石碑等アリ︒

︵詣︶

テ立去︑後室瑞泉︵ オ︶院殿ヘ立ノキタリ︒コレ天道ノ誠ヲ

63

誓ヲカケタリ︒コノ節本懐ヲ達シタル以後ニ︑何方ヨリト施主

63

戸ヨリ注進段々申シ来リ︑時節到来上野介ハ上屋敷ニ五七日︑
一江本庄ノ屋シキニ五七日ヅツ替ル替ル住ミ玉フ︒本庄ハ湿フカク
又用心モ心元ナシ︒当年中ニ麻布ニ上杉殿ノ屋敷普請シテ引移
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61

62

ハ分明ナラズ四十七人ノ石碑立チタリ︒芦野・橋本・岡野ガ石

ノ沙汰モナシ︑似セ荷トミヘタリ︒然レドモ役目ノコトナリ︑

御名ナリ︒不思義ヤ︑摂家方ハ伝馬ニテ先触アルコトナルニ何

武士︵

オ︶ノマネスル町人荷ト悪口シテ︑ソノ上ベニ荷物貫

馬ハ出セドモ不肖無性ナリ︒只七立腹ノ時節馬士荷ヲツケテ︑

塔モ後ロノ方ニアリ︒何様太守ノ立ラレタルニ有ルベシト諸人
云ヘリ︒
内蔵介道中難義江戸着之事

目ヲマシ駄賃一倍出シ玉ヘト云フ︒只七大キニイカリ︑武士ヲ

但シ十一月二日

ヲ片付ケシカリ問屋並ニ馬士ドモニ色々ニ詫言︑我ラノ世倅常々

アヤウキ節︑内蔵介跡ヨリ走リ来リ大勢ノ中ニ押シ入リ︑只七

ル︒コノユヘニ狼藉者ト大勢立集マリテ︑棒ヅクメニナリ既ニ

眉間ヲハリタリ︒処悪シク大力ニハラレテ目ヲマワシテ鼻血出

内蔵介山科ヲ発足︑留守ハ老母

禄十五年十二月二日

母カレコレ四五人アリ︒川村善介ト云フ大石普代ノ家来七十︵
オ︶有余近年病身ニテ歩行成リ難ク︑コノ善介ヲ一人サシ残セ
リ︒村ノ名主頭ラ百姓ドモニ書付ヲ封シテ相渡シテ申サルル赴
ハ︑江戸着以後ニ若自然替ル左右モコレアル時ハ︑世帯ヲカタ

︵金五︶

剛強度々ノコト道中ノコト了簡ト様々立合テ︑疵付タル︵ ウ︶

馬士ノ療治代トシテ 小 両出シテ︑ヤウヤウニ相スンデ通ラルル

付ケノコト頼ミ入ル︒人間ノ生死ハ計リ難シ︑シバラクノ旅出
ナレドモ万端申シヲキ候ト念比ニ云︑コノ足弱ドモハ少々田地
︵暮︶

十一月十一日ニ江戸着

但シ

オ︶シト焼香終

リ︑武林ト奥田両人ハ砂村主税・十内方ニ指コシ︑ソノ身ハ寺

ト無事ニ退キ申候︒天道ノ照覧コレアルベ︵

色々ニ存ジ奉リ候ヘドモ深ク存ジ究メ候︒大事本意ヲ達スベシ

ノ内蔵介︑赤穂ノ御城ヲ相渡申ス義御機嫌ニ相叶ヒ申スマジト︑

ナリ︒先泉岳寺ニ参詣御墓ノ前ニテ大キニ歎キ︑誠ニ不忠不義

ソレヨリ喧嘩モナクシヅカニ︑十二月

テ少シノコトニ仕損ハセヌコトト申サル︒只七大キニ迷惑シテ

ニ︑只七ヲ一言モ咎メズ︑常ノ道中ニテモナシ︒大事ノ身ヲ以

65

︵譜︶

見損ジテ近比ノ悪言ト喧嘩ニナリ︑只七握リコブシニテ馬士ノ

65

一元ノ介抱スル面々寺西弥太夫妻・前原伊介老母・矢頭右衛門七老
64

ヲ分ケ︑当座ノ片脇ニ菴室ヲ作リ朝夕昏スベキ模様ヲ書残セリ︒
人誠アレバ又誠アリ︒ソノ後ハコノ屋敷ハ尼寺ニ取リ立テ繁昌
セリ︒内蔵介発足先伊勢両大神ニ参宮︑ソレヨリ山田小林ノ奉
︵ ウ︶行浅野隼人殿ニ忍ンデ対面︑コレ兄弟ノ縁コレアルユヘ
ニ︑コノ度本懐ヲ達スベキノ諸事密談アリ︒コノ処ヨリ勢州津
ニ一宿シテ四日市宮ニ泊リ舟渡シテ︑鳴海ノ宿ニテ不慮ノコト
︵只︶

アリ大キニ難義ニ及ブ︒先達テ武林唯七乗カケ馬ニテ行︑鳴海
︵着︶

ノ問屋ニ著キ早ク馬ヲ継ゲト云フ︒問屋ミルニ荷札ハ九条殿ノ

66

64
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朋輩ドモ大勢江戸ノ町ニ徘徊仕リ候由後々如何難義仕ルベキヤ︒

ニ残リ夜半マデ物語リ︑身上ムキノコトニ江戸出仕リキ︒又古

ニアリ︒何程ニソノソナヘアリテモ︑大将愚昧ニテハ埒ノ明ヌ

故ナリ︒合戦モ通利ハ同前ナリ︒大小貴賤ニ限ラズ小家ニ相応

ウ︶三州吉良西条ノ

コトナリ︒爰ニ吉良上野介殿ノ家筋ハ︵

一生ノ渡世片付ヲモ仕ラセ申スベキノ心入︑又主税ハ当地ニ居

才智ノ者故ニソノ覚悟勿論手厚シ︒諸士少クシテ吉良殿討レタ

家筋ニテ普代相伝ノ家来モアリ︒又上杉弾正殿ノ家老千坂兵部

︵譜︶

皆々同道召シ集メ同道ニテ上方ニ越︑百姓田地ニテモ配分仕リ︑

申仕官仕ル様ニ仕リタク候︒御且方ノコト御入魂頼ミ入リ候︒

ルニハ非ズ︒上野介隠居附ニハ家老小林平八郎・斉藤宮内︑用

︵華︵
︶懺︶

︵旦︶

且又内蔵介自分ノ弔ヒトシテ︑法花䧱法ノ御布施物ヲ指上ゲ暇

人左右田孫兵衛・岩瀬舎人︑上杉殿ヨリ目付清水一角︑給人中

戸着ナリ︒一左右次第ニ集マリ申サルベシト相フレタリ︒コノ

落付タリ︒ソノ翌晩ハ砂村ニ来リ四十七人ノ面々ニ︑内蔵介江

テ案内ハ仕置タリ︒寺西弥太夫一人ヲ召ツレテ池田玄蕃ノ方ニ

メ伊藤弁右衛門・松山三左衛門・
︵ オ︶永松九郎兵衛・加藤市

宮石所左衛門︑取次役清水段右衛門・斉藤十郎兵衛︑中ノ間詰

老ハ松原多仲︑用人鳥井理右衛門・糟屋平馬・須藤与一右衛門・

小姓ハ大須賀次郎右衛門ヲ頭ラトシテ十二人︑家督左兵衛ノ家

ニ取立ルコトトハナリケリ︒

故ニ堀部ガ方ヘ速水ガ娘ノ註進宗伴ガヲトヅレ︑聞合ドモ急々

乞シテ︑家僕ハ皆武林ニ預ケ︵

ウ︶テ砂村ニ指ツカハシ︑兼

67

左衛門・石川彦右衛門・山好新八郎・天野貞之亟・堀江勘左衛

小塚源次郎︑祐筆鈴木庄右衛門・小笠原長次郎︑上杉殿ヨリ付

門・杉山与五右衛門・宮石新之亟・新谷弥七郎・斉藤清右衛門・

書ニ云ク︑気心ハ主将ノ如ク手足ハ家臣ノ如ク時用合戦ノ如

ケ人ニハ榊原平右衛門︑剣術ノ達人和久半太夫・星野八左衛門・

中心ハ大将ニシテ︑眼ハ見ル鼻ハカグ耳ハ聞ク口ハ吸フ︒ソレ

物頭・物奉行ナリ︒惣身ハ士卒ナリ︒カ様ニ相働ク時ハ皆ソノ

コトニ引下ゲテ用ユル時ハ眼耳鼻口ハ家老ナリ︒左右ノ手足ハ

面々ノ隔番ニ相勤︑役所役所ノ書付モ究マリ︵

レコレ二百人ニ及ブ︒上杉殿ノ後見故ニコノゴトクナリ︒凡ソ

軽・中間八十九人都合百四十人︑ソノ外女中或ハ手廻リ出入カ

若松新右衛門諸士ノ家名知ルル分都合五十一人

ウ︶随分相守

小役人ドモ

歩行・足

ゾレニ分ツテ心ニツグル︒然ル処ニ心ノ扱ヒ悪キ時ハ惣体悪ニ

︵陣︶

一兵ク将中心ヲ司ドル︒コノ語ハ軍法︵ オ︶ノ内方円八陳ヲ常ノ

上杉殿・吉良殿両屋敷評定之事

68

ルト云ヘドモ︑第一ノ大将上野介殿不埒ナル人ナレバ︑兎角油

67

赴ムク︒或ハ好色・酒宴・諸勝負我ヲ害ス︒コレ心ノ大将悪キ
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66

68

断ガチニシテ心元ナシ︒然リト云ヘドモ上杉殿ノ指図ニテ麻布

ヘ註進ス︒兎角十四日ノ晩ハ上野介殿必定在宿ニ究マリタリ︒

速水ガ娘方ヨリ堀部安兵衛方ヘ註進ス︒又宗伴方ヨリ小野寺方

ナリ︒千坂兵部コノ由ヲ聞︑以ノ外コノ方油断ナリ︒兼々コノ

老ドモ聞出シテ︑大石内蔵介在江戸ニテ相伺フノ由風説シキリ

月九日ニ店ヲ明ケテ浪人ノ上ニ又流浪ノ身トナリ︑朝夕ハ両国

リト︑内々ヲ以テコノ旨ヲ触レ流ス︒去ル程ニ堀部安兵衛ハ極

オ︶ハズストモ︑コノ十四日ノ晩ハ是非上野介在宿ニ究マリタ

大石委細ニ聞届ケ︑コノ度ハ天道ノ冥加ナリ︒大地ノ槌ハ︵

ノ普請モ出来スルノ由︑十一月下旬ヨリハ何カト祝言ゴト相ツ
︵シテ︶

大石内蔵介ハ智謀深ク勝レタル人ト聞ク︒去年以来ノ彼レガ懦

橋ノケンドンヤニテ食ヲシタタメ日ヲ送リ︑上野介殿ノ屋敷ヲ

ヅキ上杉殿ノ屋敷ニアリ︒然ル節如何 ノ 聞出シケン︑上杉殿家

落ハ大方謀略ト察シタリ︒急ギ麻布ノ新︵ オ︶宅ニウツリ玉

大勢アリ︒隣家相トモニ用心ヨシ︒屋敷ノ外辻番マデモ随分念

フベシ︒彼地ハ兼テコノ方ノ家中長屋ニアリ︒足軽・中間マデ

ヌ一夜ヅツカナタコナタニ流浪スル︒第一砂村ニ通ヒ兼テ用意

ズ︒又吉田忠左衛門・神崎与五郎皆々店ヲ仕マヒテ︑何地定メ

聞合セ毎日蜜柑ヲ荷ヒテ行ク︒然レドモ十二日切ニシテ入来ラ

ニ申スト云ヘドモ︑少々風邪ナリ︑殊ニ十三日ハ煤払ナリ︒隠

ノ比大野九郎兵衛ハ在江戸シテ︑福貴ヲ求メカナタコナタト

︵ズ︶

入レ申付ベシ︒ソノ内ニ万一ノコトコレアラバ早速ニノキ玉フ

ノ武具ヲコシラヘケリ︒
︵

ウ︶

様ニ︑抜ケ道ノ穴蔵道ヲ両所ニ用意シテ中々キビシク︑タトヘ

居初メテ新宅ニ移ラルル旧宅名残リノ祝ヒナレバ︑家督左兵衛

良左兵衛殿ヘ申シ入ルルハ︑浅野内匠頭家老職仕候ヘドモ︑拙

一コ世間ヲ徘徊スルニ︑扨アルマジキコトハ︑御旗本中ヲ頼ミテ吉

大野九郎兵衛最期之事

殿ヘ祝義振マヒコレアリ︒カ様ニ延引ニ及ブハ︵ ウ︶本庄ニ

バ何万人ニテ取マクトモ︑討レザル様ニ仕スマシテ移ラルル様

70

川豊前守殿並ニ御心安キ衆中四五輩︑彼䷜屋ノ宗伴伽相伴ニ呼

ノ名残ニ茶ノ湯フルマヒアリ︒客人ハ高家衆大友近江守殿・品

ニ必麻布ニ引移ラルルニ相究マリタリ︒コレニヨリ十四日旧宅

未ダ妾ドモコレアリ︑又心楽ミ故ニカレコレ延引︑来ル十六日

オ︶ニ仕ルベシト申シ送ル由︑堀部安兵衛聞出シテ大石ニ物語

ヲ改メ︑或ハ大石ガ余類ヲタヅネモトメテ︑仇ヲ仕ラザル様︵

仕ル︒拙者ヨク存知申ス条︑常々ニ玄関ニ罷リアリ出入リノ人

モ百人斗リ︑只今在江戸ニテ徘徊仕リ吉良殿ノ御屋敷ニ出入リ

者義大石トハ大ニ意恨候ヒテ不和ニテ候︒彼ラ一味同心ノ者ド

︵鍔︶

ルル︒宵ノ程ハ料理・茶ノ湯・酒宴ノ催シナリ︒コノ由委細ニ

69

70

71

69
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スベキノ処ニ遁シヲキタル残念ナリ︒何トゾ付出シテ闇討ニス

リス︒武林只七コレヲ聞︑人畜生メ︑キヤツ目赤穂ニテ討コロ

云フハ︑己レコノ口ニテ上杉殿ノ家ヲ望ミ︵

立ルト切殺スト云フ︒大野大キニ恐レ︑御免アレト云フ︒武林

ノ手ヲ捕ヘタリ︒村松三太夫ハ向フザマニ立掛リ︑汝ヂ息ボネ

ウ︶テ吉良殿ニ

ベシト云フ︒大石聞ヒテ︑大事ノ前ノ小事ナリ︒且テ無益ナリ

ノ晩ニ︑浅草ヨリ吉原ニ行ント思フニ︑因果ノメグル処︵ ウ︶

ト武林只七・冨森助右衛門・村松三太夫三人同道シテ極月七日

吉原ニ通ヒケルトノコトヲ知リ︑天運ナリ︑首途ニ討果スベシ

ト止ムルニ︑天命ナリ︑誰知ル人モナク年老云ハレズ︑大野ハ

小便ヲ面ニ仕カケテムクレバ能クムケル︒四方ニ切リ目ヲ入レ

キタリ︒目ヲマワシ半死半生ナルヲ打タヲシテ面ノ皮ヲハグニ︑

フ︒色々詫ビルヲ両手ヲ掛ケテ切リ目ヲ入︑左右耳本マデ引サ

参リ︑我々ヲミ出サント云フ︒人畜生目マヅ口ヲ引サカント云

72

トヲ止ムル合点ナリ︒大野早クモ見ツケ大キニ驚ロキ何トゾ忍

浅草観音ニテ犇ト逢フ︒三人ハ見ヌフリシテ行スギタリ︑扨ア

犬馬ノ餌食ニナル︒生涯ヨリ畜生道ニ落入ル未来モ思ヒ知ラレ

左リノ方両ノタンボ葭原ヘナゲコンデ︑誰人ノ死骸トモ知レズ

テムクリスマシ︑一太刀トドメヲ指シテ心地ヨシト丸裸ニシテ︑

野気ノ毒ニ思ヒテ息モ立ズ︒然レドモコノ処ノナラハシニテ︑

ク思フベシ︒イカニ幸ヒヲ好メバトテ︑無法ニ義理ヲタガヱ赤

預ケ人ノ内タヅネラレテ物語リシタリ︒惣ジテ人間ハ義理ヲ強

︵西︶

ビヌクル合点︑カレコレト立カクレテ見ラレザル様ニ思ヒテ吉

タリ︒コノコト且テ露顕︵

オ︶ハ勿リツルニ︑冨森助右衛門

原ニ行クニ︑同クソノ家ニ行キ唐紙一重隣リニ仕コンダリ︒大

刃物大小ヲトリ上ゲ無刀ナレバセメテノ便リニ思フ︒然ル処ニ︑

忠臣規矩準縄録

十三至十六

︵外題︶

忠臣規矩順従録巻之十二終︵

ウ︶

シナムベキハ人間正道ノ義理ナリ︒

穂ヨリ以来ノ悪逆︑扨モヨキ気味シタリト諸人ノ笑ヒ草︑只タ
オ︶

三右衛門中橋町人ヲ同道シテ︑帰ルサ土手堤ニ指

カザリヤ

兵書ニ︑凡ソ密謀ハモルルニ破ル鬼神モ伺フベカラズ︒

忠臣規矩順従録巻之十三

林只七ズツトヲドリ出デテ︑九郎兵衛殿久シク候ト云フ︒大野

夫密謀ハ包メバ破レ蓋ヘバ香モルル︒包ニ袋ナク蓋フニ

カカル︒然ル処ニ三人堤ノ横腹ニカクレ居テ待付ケテ︑先ヅ武

ハ白銀屋

ルベキモ知レズ︑忍ブベシトソノ跡ヨリ大野モ出テ帰ル︒同伴

ラメト打ツレテ帰リケリ︒イヤイヤ又コノ処ニ帰リ来︵

アラ嬉シヤ︑三人トモニ︑モハヤ帰ラント云フ︒又明晩コソ来

73

73

ヲドロキ逃ントスルニ右ノ手ヲ捕ヘタリ︒冨森助右衛門ハ左リ
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72

フタナシ︒包ンデ破レズ蓋フテ香ノモレザルヲ第一ニス
レ︵

マデニ残ラズ返納仕リ︑赤穂御城付ノ金子過分ニコレアリ︒コ

モ伺フベカラズト云程ノ心持︑軍旅ノ謀略ハ旨トスル処

サシ上申候︒マダコノ外ニ武用方御金ノ残リ一万両余コレアリ︒

ヤウニ分限相応ニ配当仕リ候︒残リ金只今マデ私預リ居申候ヲ

オ︶ハ御家中ノ諸士ドモ退散ノ節路銀︑又ハ飢申サズ候

ベシ︒常々日用ノ心入レモコノゴトクナリ︒胸中ハ仏神

ナリ︒大石内蔵介コノ度御後室ノ前︑忍ビ難キ処ヲ随分

コレハ重ネテ勘定仕ルベク候︒先帳面ノ通リ一万両余サシ上ゲ

申スト戸田ノ局ヲ以テ申シ上ル︒コノ節内蔵介ヘ御料理下サレ︑

ズ落涙致サレタリ︒古殿ノコトヲ思ヒ出シ︑又御子ト︵

何ニ御不自由ノ体モミヘズ以前ノ如クナリ︒御料理皆精進ナリ︒

ハ芝ノ泉岳寺ニハセアツマルベキノ由申シ︑約ヲ相トトノヘ︑

テモコレナキヲ今更ノ愁傷ナリ︒扨戸田ヲ以テ瑞泉院殿ノ申シ

テ大石内蔵介ハ︑来ル十二月十四日ノ晩ニ本懐ヲ達スベシト

同十一日ニ内匠殿ノ御後室瑞泉院ヘ参上申ス︒コレハ浅野式部

出サルルハ︑内蔵介ヨクコソマイラレツ︒又兼テ御預ケノ金子

ウ︶

少輔浅野土佐守殿ノ伯母ナリ︒コノ節ハ常々土佐守殿ノ御中ヤ

モトリ立サシ上ラレ悦ビ入候︒併内匠様御在世ノ時ハ︑女ナガ

オ︶

タメニスクヒワタシ玉ヘト仰出サルル︒大石重テ申シ︵

付置候︒赤穂退散之節取立相調ヒ申サズ延引ニ及ビ︑今年十月

又先年殿様御預候御用金ノ内︑御領下町方在々村々ヘ拝借申シ

処︑一乱以後ニ病身ニテカレコレ延引ニ及ビ候キ︒コノ度ハ第

トリモ仕ラザル者ドモノ難義ニ及ビ候者ドモヘ︑亡君ノ菩提ノ

リサシコサルル上ハ︑別テ金銀入用コレナシ︒普代ノ侍中主人

︵譜︶

入用ノ金子望ミナシ︒当分コノ巳後モ土佐守殿・式部少輔殿ヨ

ラ公辺ツトメモアリ諸入用モアリツルガ︑今コノ身ニナリ別テ

2

上ルハ︑赤穂ニ於テソレゾレニ配分仕リ︑サシアタリ難義路道

メイワク仕リ候︒去年赤穂出払候節早々御キゲン伺ヒ申スベキ

ノ比江戸出仕候ヘドモ病身︑又道中ノツカレユヘカレコレ延引

ウ︶御後室ハ格別ノ義︑御キゲン伺ヒ申タク参上︒内蔵介義コ

面シテ︑表土佐守様ヘハ浪人ノ私ユヘ遠慮仕リ候ヘドモ︑︵

シキニ住居ナリ︒コノ方ヘ伺公仕リ戸田ト云ル女中頭御局ヘ対

内蔵介心底ニ扨ハ御後室モ常精進ト察シテ大キニナゲキ︑思ハ

大石内蔵介御後室瑞泉院殿 江暇乞申事

ツツシミフカキ心底感ズベシ︑誉ベキノコトナリ︒
︵ オ︶

2

一角日取リヲ究メ︑十三日ノ晩ヨリ皆々宿処ヲハラヒテ︑十四日ニ

1

一御キ嫌ウカガヒ︑第二ハ少シノ御用ノコト候ヒテ江戸出仕候︒

1

ソノ節申上ベキ条︑ソノ比マデ恐ナガラ御蔵ニ預ケ申タク存奉

ニ立申ス者モコレナク御心安カルベシ︒重テ難義仕ル者候ハバ

3
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アリ︒又随一ノ家老ニシテ︑出頭シテ兄弟ノ如クニ︵

ウ︶別

シテ御入魂ナリツルニ︑諸人ト同ク病身ユヘニ江戸ヘモ出マジ

リ︑サシ置レ候ヤウニ願ヒ奉ル︒コノ故ニ願ヒノトヲリ戸田請
トリ奥ノ御蔵ニ入ケル︒コノ節内蔵介御ネガヒ申上ラルルハ︑

キトヤ︑扨モミカギリハテタル人ヤ︒赤穂ノ城ヲ渡サズトノサ

浮世ニ思ヒ残スコトモナク死失タク思ヘドモ︑忌日月忌ノ弔ヒ

私義殊外病身ニナリ江戸出仕ルモ不自由︑コノ度上リ申候ハバ

モ誰スル人モナキヲ︑セメテノコトニ漸々ナガラヘ申シタリ︒

タ女心ニ何方ウレシク思ヒシニ︑今ハソノコトモタヱテ︑何ニ

ニモ存奉ル条︑何トゾコノ度ハ御目見ヘヲ願ヒ奉リ候ト戸田殿

扨モウタテシノ大石ヤト座ヲ打テ大ニナゲキ恨ミ︑シバラクア

中々下リ候義ハ不定ニ御座候︒生老病死ノ習ヒニ候ヘバ︑何ト

ヘ達テ申サル︒瑞泉院殿聞シメシテ︑内匠ドノ御存生ノ内ハ度々

リテ涙ヲ押ヘテ︑カヤウニ申スト云ヘドモ成ザルワケモ能知リ

ウ︶

ニ対面申セドモ︑今更何ノ用モコレナシ︒然レドモ亡君ノ御家

タリ︒上杉殿ノ父トシテ家来ミチミチテ賑ワヒ︑
︵ オ︶中々小

勢ニテハ相叶ハザルモ聞及ビタリ︒コレハ女ノ愚痴ナリ︒今ハ

キニ相ハテ申スベキモシレガタク︑今生ノ御目見ヘ納︵

臣一ノ人ナリ︑コレ私ナラザルコトナリ︑急ギ召出サレケリ︒
内蔵介御前ニ出ラルルト︑瑞泉院殿御ランジテ大ニ御落涙アリ

大切ノ内蔵介ナリ︑セメテ古殿ノ御墓マイリモ︑誰人万人マイ

ニ御最期前ニハ神ヤヒキケン︑一向ニ貴殿ニ対面アリ度トノ御

アリトモ︑大石ヨ内蔵介ヨトウワサノ出ザル日モナカリキ︒殊

︵鳥︶

テ御言バモナシ︒内蔵介御歎キヲ見奉リ今更ノヤウニ涙滝ヲ流

ランヨリ貴殿コソハ悦バセ玉ハン︒御在府中モ烏ノナカヌ日ハ

対面アリツルゾヤ︒古内匠殿御生涯ノコトハ定メテ知ランズラ

コト今キク様ニ思ハルル︒コノ上ハセメテ京大坂ニモ内蔵介ア

オ︶

ン︒又相手上野介ハ無事ニシテシカモ隠居アリ︒首尾ノ上ニ首

リトキカバ︑古殿ノ名残リトモ思フベシ︒女ノ身思フニ甲斐ナ

ナク︑赤穂ノ城モ事ユヘナク渡シスマス︒皆ソレゾレニ立退ク︒

ニヤミヤミト只一人死失セ玉フニ︑仇ヲ討ント思フ家来一人モ

申サル︒内蔵介ハコノ節少シ頭ヲ上テ︑上意御尤ニハ候ヘドモ

局脇ヨリ︑コノ御心入ハ内蔵介殿モ感ゼラルベキ物ヲト念比ニ

︵害︶

尾ヲ重ネタリ︒只ハカナキハ亡夫也︒生涯ノ内ハ一城主ニテ家

シ︒何ヲタヨリニスベキヤト大ニ歎キ︵

ウ︶玉ヘリ︒戸田ノ

臣ミチミチテ皆恩ヲ蒙ムル︒君臣上下ノ礼義ヲタダス︒然ル処

蔵介殿︑貴殿ハヨクモヨクモ︑何ノ面目アリテ我ラニ︵

スガ如クナリ︒ヤヤシバラクアリテ御後室ノ仰ニハ︑イカニ内

5

御類葉中様ノ御サワリニモヤ︒且又中々力タラズ候ヘバ時節ヲ

5

コレハ下知スル人コレナキユヘナリ︒貴殿ハ古内匠殿ノ御縁モ
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4

3

4

オ︶勝手ノ諸侍

ル︒女中方大勢目ヒキ袖ヒキ︑扨男ブリニ似ヌ大臆病者︑腰ヌ

御弔ヒ専一ニ存ジ奉リ候ヘト︑ソシラヌ体ニテ御暇申上退出ス

ニ付今日御寺ニテ餞別ノフルマヒ仕リ度候︒コレハ内匠頭三年

出仕ルモハカリガタシ︒我々四人ハ当地ニノコリ居申候︒ソレ

ドモ三四十人申合セ︑明朝上方ニ発足仕申候︒シカレバ又江戸

五ツ比来リテ申サルルハ︑内蔵介並ニ国元︵

ケ侍ヲ見ヨト立カカツテ笑フ︒然レドモ内蔵介マジリマジリト

忌ヲ引コシ一周忌モ相トモニ弔ヒ︑幸家来ドモミナ非時ヲタベ

マツ間ニ月日モクレナン︒ヨシヤ今ハオボシメシ切テ︑来世ノ

シテ︑イカナイカナ大丈夫︑心少シモヒル︵ オ︶マズ︒トテ

ベキニテ候︒コレハソノ節各封ヲキリ御前ニサシ上ゲ下サルベ

出テ戸田殿ニ申ハ︑重ネテ二三日ノ内ニ封シタル物ヲサシアグ

モ叶ハザルコト女中方ノ何ヲシラヌコトヲ申サルルトテ︑表ニ

寺役ノコトナリ︒又ハ且方ノ御家人ナリ︒兼テ又ハ内蔵介江戸

御料理︑日中ノ御法事ヲタノミ奉ルト金五十両ヲサシ上ケル︒

古主内匠ヘノ名ゴリニ候ヘバ︑終日ユルユル居候ヤウニカロキ

ウ︶シ口上モアリ︒旁

着ノ比ノ最初ニ︑物語リノ節頼マレ︵

家老ドモマデヨソナガラヒソカニ御機嫌ヲウカガヒ御暇乞申上︑

住持モ心ヨク相心ヱ申候︒誰カ御家中ニ御弔ヒ申ス人モコレナ

十四日ノ夕ニハ鎗ソノ外ノ武具ヲソロヱテ︑本庄御船蔵ノ方ニ

コレ夜討ノ兵具也︒扨砂村ノ宿処ニハ寺西弥太夫ヲノコシテ︑

一元トノヘ︑駄荷一駄小半櫃一ツヲ用意シテ︑旅ノ具ト見セタルハ

来レリ︒道中︵

達テ堀部弥兵衛・大高源五・片岡源五右衛門・磯谷十郎左衛門

一午助右衛門・堀部安兵衛・村松三太夫・奥田孫太夫同道ナリ︒先

ノ時ニ大石内蔵介泉岳寺ヘ参ラル︒同道ニハ武林只七・冨森

オ︶荷物ノヤウナル物四五箇ホド方丈ノ椽ノ

カクシヲキ︑時節ヲ相マチ申スベキ旨下知シテ︑程ナク十四日

ミケリ︒

時ノ用意︑法事ハジマリ出師問答ノ法事ハジマリ朝ノ内ニ相ス

名残ニ候ヘバ︑御馳走モ申スベシト︑俄ニ寺ニハ五十人前ノ非

キニ︑近比痛マシク感ジ入候︒シカレバ御家中ノ諸士一入ノ御

ク忍ビタリ︒

京都ヘ帰リ候ヨシヲ申置タリ︒誠ニ古今無双大丈夫ノ内蔵介ヨ

7

喜兵衛・小野寺十内挟箱ヲ持セテ四人同道ニテ︑芝ノ泉岳寺ヘ

ニナリタリ︒去ホドニ十四日ノ朝大石主税・吉田忠左衛門・間

リ︒コノ節法事以後ニ供廻リ大勢ニテ︑御焼香ノヤウスニ見ヘ

下ニツミ入ヲキタリ︒扨同意ノ面々何カニ四十九人相ソロヒタ

8
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7

キ 由 ヲ 申 シ テ︑ ソ ノ 日 ハ 安 芸 守 殿 ・ 土 佐 守 殿 ・ 式 部 少 輔 殿 ヘ ︑

6

禄十五年十二月十三日︑内蔵介ハ悉ク道中ノ荷物ノ用意相ト

内蔵介泉岳寺ニ集会之事︵ ウ︶
6

テ来リ︑シバラク内蔵介トモノガタリシテ返ラルル︒察スルニ
ソノ以後ハ︵

後ニ膳部ヲ上ラレヨ︑アトニテユルユル御酒ヲタベ申サント︑

ウ︶銚子バカリヲノコシテ膳ヲアゲ枕ヲ乞︑碁

池田玄蕃ト相見ヘタリ︒内蔵介実ノ兄ナリ︒ソノ後内蔵介方丈

近キ親類トテモコレナシ︒以来ハ年忌月忌ヲ弔ヒ︑香花ヲソナ

ハ︑内匠頭義子モコレナシ︒弟大学頭義ハ広島ヘ御預ケニナリ︑

ニ案内︑住持迎ヒニ出ラルル︒何カ物語リ終リテ大石申サルル

ハ申サズ︒年来ノ本望今晩ニセマリ切タリ︒今コノ処ニ出座ノ

ト忘レハテタルテイナリ︒大石内蔵介申サルルハ︑今更クドク

レズ︒コノ処殊ノ外ニシヅカナリ︒寺ニモ後ニハ客ハ返リタル

盤・将棋盤ヲ所望シテ︑座敷ヲヒシト立フサギテ一人モ人ヲ入

タクワヘモコレアリ候ユヘニ︑無用ノコトニ存ジ候ヘドモ︑拙

候節︑城付ノ金子面々配当申ニ付︑拙者ハ高知ヲ申シウケ又少々

扨ハ先ハ第一︑吉良殿ノ屋 数 中ノ諸侍ノ員数人別ヲシリ玉ヘ

シヅ下知ニ応ジ玉ヘ︒手組手分ケ手クバリノ書付ヲ出シ申ベシ︒

面々誰人カ一人死ヲ究メザル人ハナシ︒然レバ万端内蔵介ガサ

野介屋敷ノ絵図ヲミセテソノ手分ヲ申スベキナリ︒吉良屋敷東

︵シキ︶

者辞退仕ルトキハ大勢ノ諸侍ドモヘ妨ゲニナリ申ス故︑人々ノ

︵ オ︶ト︑都合イカホドアリトコノ帳面ヲミセテ︑ソノ後ニ上

二百五十両封ノママニ今ニサシヲキ候︒旦那菩提ノタメサシ上

表門西ハ裏門東西五十間金南北三十五間︑東ノ前ハ廻向院︑北

︵儀︶

申候︒御寺破損ノ節ニ用ヒラレ候ハバ本懐ニ候︒住持︑則当寺

ノトナリハ本多孫太郎・土屋主税︑西ハ中ニ通リアツテ牧野一

法事随分ユルユル御物語リ︑諸士中ヘハワザト対面ニ及バズト

タクト申サル︒住持モ心ヨゲニ︑何ガ扨師且ノ間内匠頭殿ノ御

トモ打立︑時節マデ随分密談ヲキワメテ扨法令ヲ出シテ申シ︵

居クマグマヨクコレヲ覚ヘ玉ヘトミセテ︑扨諸道具ヲ持テ手分

リ抜門三口アリ︑図ヲ出シテトクト見セテ︑扨玄関ヨリ内ノ住

︵余︶

ノ記録ニノセ寺僧中ヘ披露申サル︒扨今日ハ古郷ヘノ暇乞︑古

学屋シキナリ︑南ハ高堀ナリ︑西東ハ長屋ナリ︑三尺ノ大溝ア

申サル︒ソノ以後ニカナタコナタヨリアツマリ来リ︑ゲニヤ一

密談評定一決之事

ウ︶渡サレケリ︒

︵旦︶

朋輩ドモ︵ オ︶一処ニ方丈ヲカリ受︑物語リ終日ナグサミ申

︵ニ百五十︶

異 見 ニ マ カ セ テ 父 子 ノ ア タ リ マ ヘ 役 義 ノ ア タ リ 前︑ 配 当 金

︵カヱ︶

ヘ申者トテ︵ ウ︶モアルマジク候︒ソレニ付去年赤穂立サリ

9

十八人車座ニ居ナラビテ座シヅマリ︑膳モ上折々銚子ヲ乞ヒ︑

10

10

言ノ約ニ義ヲタガヘズ皆コノ処ニアツマル︒近比タノモシキ武
︵バカリ︶

︒ソノ
皆禁酒ニシテ皆
手水バチヘアク

士 原 也︒亭主方トシテ大石主税・吉田忠左衛門・堀部安兵衛
コノ面々走リマハリ︑料理相スンデ酒数献出ル

一四
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8

9

︵第︶

弟一ヶ条一四組ニ相分ツ面々︑兼テノサシヅ下知堅︵

︵存︶

コレ古法ナリ︒弟六小袋ニ

ウ︶息切レノ節コレヲ用ユ

ノ身ノ上ノコトナリ︒人口ニカヤウノコトモアラバ口オシキ次

ヘ雑言ヲ云フ︑古人ダニコノゴトクナリ︒況ンヤ当代カロキ面々

兄弟イカニ貧福ニヨルベキ人ニ非ズト云ヘドモ︑コノ人々ヲサ

ニ︑一入仇ヲムスブ最期モヨシト云︑大キニアヤマレリ︒曾我

手分・手配リト三段アリ︒先︵ オ︶手分ト云ハソレゾレニ人

フカキ人ナリ︒コレヨリ手組ノ書付ヲ出ス︒スベテ軍法︑手組・

益勇猛ノ心ニナル︒少シノコトニテ人ニ義ヲ進ム︑大石ハ謀略

トアリ︒各コレヲ見鉄石ノ如キ人々涙ヲ流シテ是非ヲ云ハズ︒

11

ニアラズト︑コノゴトクニ覚悟致サレタリ︒弟二法令ヲ出シ候︒

第︑又面々ノ骸弔ヒモヲサムルニ︑人ノ厄害ニナルベキモ本意

ソノ組々ヲソコソコニ分ケ或ハ遠方ニ手ヅカヒ又前後左右ニ兵

使番ナド品々ヲ分ル︒手組トハソノ手分ヲクンデ一組ニ都合ス︒

ヲ見立テ︑大ナルコトニハ旗奉行・鎗奉行・足軽大将或ハ目付・
︵第︶

随分ニ相守ラルベキナリ︒兼テ小野寺十内コレヲカク能筆ナリ︒

13
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オ︶ク

相守ラルベシ︒面々一分ノハタラキ無用︒連中同一体ト云存ゼ

︵第︶

シテ評定スルニ︑長屋ノヱヅ並ニ上野介居間ノ奥勝手マデ︑残

ラレ︑内蔵介相図ヲ相守リ申サルベキノ事︒弟二勝負ノオハリ

︵第︶

ル方ナクヱヅヲ覚ヘテ内蔵介各連中ニ申サルハ︑今晩本懐ヲ達

ハ夜明ト兼テ覚悟ヲ究メ︑心早立申サルマジキコト︒弟三三寸
︵糸︶

スルニ紛レナシ︒然ルニ各面々某マデ皆討死シタルアトニテ︑

バカリナル笛ニ細キ系ヲ付︑面々ノヱリニユヒ付テ︑上野介ヲ

速ニ弓ノ弦・鎗ノ穂先ヲ切オリ申スベキコト︒弟五山ノ問ヒ川

︵第︶

︒弟七白布ヲ面々ノ両袖ニ付味方ノ相シルシ
人参半両ヅツ袋ニ
入︑口中ニ入

薬ヲ入レワタス︒ハタラクトキ︵
ベキ也

︵第︶

子用意仕リタリ︒人一人ニ付金五両ヅツ一歩判ニシテ奉書ノ紙
︵姓︶

晩討死ト書シタタメテ相ワタス︒内蔵介︑コレ尤至極ナリ︒世
ノ人ノ人口ナレバ人ニヨリ曾我兄弟ヲダニ評ヲ付ル︒彼兄弟モ

ニ用ユベキコト︒並ニ銀ノ短尺紙ヲ出シ候条︑コレハ羽織ノヱ

リニ付姓名誰トカキ付玉ヘトノコト︑右之通相心ヘ申ベキノコ

ヲ知行セバ左モアラジ︒三界無菴ノ

浪人継父曽我太郎ニヤシナハルル貧苦他ニスグル︒当代ニ至リ

ト︒元禄十五年十二月十四日︑内匠頭判大石内蔵介殿諸侍中ヘ

本領五ヶ所

12

貧乏ナル人ハ曽我殿ト云︒コノユヘニ浮世住︵ ウ︶ウキユヘ

舟木・伊藤・川津・宇佐
見・木郷五ヶ処ナリ

相コトバハ夜毎ニカワル古来ノ姿ナリ︒
ソノ上ニ立スグリ居スグリ皆夜々替ル

ノ答ノコト

︵第︶

︒弟四玄関ニ切リ入ル人ハ早

︵第︶

彼ラハ浪人ノ渡世タヅギモナク︑死物狂ニトノ世上ノ人口ニ合

討トル人コノ笛ヲ吹ベキコト

呼子鳥ト
名付タリ

︵ オ︶ン︒草葉ノ陰マデモ恥辱ナルベシ︒コノ故ニ各懐中ノ金

酒ハ皆手水鉢或ハ器物ニ入レ椽ノ下ニ入︑碁石ヲ以テ人数立ニ

12

ニ包ミテ︑ソノ上ニ面々ノ性名書テ︑元禄十五年十二月十四日

11

手

間十次郎

先

大石内蔵介良雄
手

武林只七

先

堀部弥兵衛
片岡

武者奉行

原惣右

ヲクバル︒コレ手クバリナリ︒コノ度ノ夜討ハ四組ニ分タリ︒
手

寺坂吉右衛

火トボシ

神崎与五郎
︵陣︶

冨森助右衛門
付

以上十七人︑外ニ後陳ノ心

目

寺西弥太夫

松村喜兵衛

先

表門追手惣大将
衛門
源五右衛門
門︵ ウ︶
︵陣︶

ニシテ速水藤右衛門半弓ヲ持テ入︑先陳ノ惣棟梁ハ片岡︑
先衆ハ武林・冨森・大高源五・近松勘六・間瀬久太夫・

頭

吉田忠左衛門

番

杉野十平次

菅︵

目代後陣シマリ

衛門

ウ︶原半之亟

千馬三郎兵衛都合四十九人也

村松三太夫

奥田孫太夫

奥田定右衛門

村松三太夫 両

一夜討ノ晩取ツムル節︑近隣土屋主税殿・牧野一学殿・本

多孫太郎殿三所ヘノ使者

寺西弥太夫コレヲモツ︒

人ツトムベキノ旨究メタリ︒

一内蔵介側ニ小太鼓ヲ持セ

オ︶下知仕ル上ハ︑面々随

石内蔵介惣連中ニ申渡サルルハ︑今更申スニ及バズ候ヘドモ︑

一大亡君ノ上意ヲウケ奉リテ内蔵介︵

小

安兵衛・冨森助右衛門両人マイラレ四方ヲ見廻リ︑静リタル節

ヒナシ︒遁スベカラザルコトハ必定ナリ︒先達テ物見ニハ堀部

分ニ相守リ年来ノ宿意ヲ達シ玉ヘ︒今晩ハ上野介在宿ニウタガ

奥田

コノ方ヘ註進アルベキナリ︒面々用意御舟蔵ノ前両国橋ノ辺ニ

ラザル時ハ夜込ト︵

ウ︶云フニナルノ条面々相心ヘ︑浅野内

シ︒内ニ下リルハ屋根ヨリ鎖リ鎌ヲ下ゲテ下ルベキナリ︒名ノ

鎗ヲ組合セテ上リ梯子トシテ︑門ハカケヤノ槌ヲ以テ打破ルベ

相マツベキナリ︒扨惣人数追トリマキ拍子木ヲ打ツト︑即時ニ

跡

中村孫九郎

弓

赤羽源蔵

間新六

礒谷十郎左衛門

都合十

潮田又之亟

半

武者奉行

矢頭長介・矢頭右衛門七・間十次郎コノ面々ハ表門ヨリ

芦野和介

毛利小平太

大石主税

押ツムル︒玄関前ヨリ押破ルベキ也︒
一裏門西口ノ惣大将ハ
︵陣︶

野寺十内 先陳六人ハ

オ ︶備 ハ

孫太夫 三村次郎右衛門
︵
二人

一東ノ方末ノ長屋ヨリ押詰ル一組ハ頭取

岡

匠頭家来ドモ主君ノ仇ヲ報ズルト︑名ノリカケ名ノリカケ打入

倉橋伝

モ︑手ノ下ニ討落スベキハ眼前ナリ︒扨長屋長屋非番ノ面々︑

スベシ︒逃ル者ハ必追ベカラズ︒タトヘ百千雷ノ勢ヒアリトテ

ルベキナリ︒定メテ役処役処小勢成ベキナリ︒相働ク者ハ討落

大石瀬左

横川勘平

小野寺幸右衛門

不破数右衛門

堀部安兵衛

貝賀弥左衛門

勝田新左衛門

吉田沢右衛門

矢田五郎右衛門
野金右衛門

岡島八十右衛門 以上九人

木村岡右衛門

一裏西ノ端長屋ヨリ押詰ル頭ドリハ
介 前原猪介
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15

13

14

15

14

用意シテ出タル時ニハ大ニ六カシカルベシ︒コレハ長屋ノ口々

夜ニ腹中スキテハ如何ナリ︒各連中相トモニ堀部安兵衛日比入

ノトキニ働キ︑或ハ自殺アルベキナリ︒又コノ処ヲ出立シテ寒

安兵衛先達テマイラレソノ用意然ルベシ︒又上野介ヲ討スマス

魂ニマイラルル︑両国ノ三河屋ノウドンヤニテ支度アルベキ条︑

前ニ究竟ノ兵士︑皆鎗・長刀ニテキツトヲサヘテ︑面出シ成ラ
ザルヤウニコレヲ防グ者コレアルベシ︒コレハ我ラ同意ノ者各
オ︶勢ト云ニハアラズ只守ルベ

時ハ天下ノ御下知ヲウクベキ道理ナリ︒先年退散ノ時公儀御存

忠誠ノ見マヒナリ︒且テ加︵
シトノ約ナリ︒扨惣門四方トモニ拍子木ニ合セテ一時ニ押コミ︑

知ノコトナリ︒大目付中ニ申シ達スベシ︒ソノ節ノ使ニハ片岡

トアル時ハ︑是非ニ呼子鳥ヲフクベキ条早速聞ツタヘ聞ツタヘ︑

料理・吸物等出酒数献アリ︒コノ節内蔵介方丈ニ申入ラルルハ︑

カ様ニ下知アル節ハヤ入鐘ヲウツ︒コノトキ後段出ルソバ切・

︶

諸処向ハレタル処ロ処ロヨリジリジリト押入︑外々ニ助ケ合コ

源五右衛門・礒谷十郎右衛門マイラルベキナリト︑漸日モクル

ヨリアツマルベキナリ︒女中ニハ一切取合ベカラズ︒又茶道ガ

面々宿処ハ仕マヒ旅ノ首途今晩夜ガケニ出申候条︑戌時五ツ前

虎 口

トハ堅クアルマジク候︒上野介ヲ討トメ候人誰ニテモ呼子鳥ヲ

ル︒旅立ノ︵ ウ︶義ハ方丈ニ申入ルル条︑各装束致サルベシ︒

マシキ人手燭ニテ迎ニ出ベキナリ︒相言バツタヘ置候条討ベカ

ニ旅立申スベキ条︑惣連ハ御目ニカカリ申スマジキト申入後段

ナリ︒前方ニ必セキ立ベカラズ︒面々ソノ覚悟専一ナリ︒夜モ

コト延引ニ於テハ且テサハグベカラズ︒勝負ハ夜明ト心得ベキ

々用意ノコトナリ︒彼四箇ノ荷物或ハ面々荷物ヲ開キ兵具ヲ

オ︶シテ拝領︑不動国行ノ刀ヲ下ニ

ハラフトモ定メテ追々大勢カケ来ルベシ︒ソノ節ハ細心バセニ

面々下ニ白絹ノ袷臑胖ヲ渡テ着用也︒打カヘニ薬ト金トヲ入タ

シテ皆上作物バカリ也︒皆切柄巻

内︑一腰ヅツ御遺物ト︵

手ヲ束ネテ討ルベキ様且テアラズ︒随分面々心ノママニ相ハタ

リ︒上ノ小袖ハ面々物ズキ次第︑各キ込ノ鎖ヲ着スト云ハ全ク

サナダ片
手マキ也

︒用道バカリノ拵也︒皆

ラクベキ也︒ソノ節ハツカレ武者ナリ︒生捕リニナルハ放レ放

18

左様ニアラズ︒皆々素肌ナリ︒股引ハ浅黄ノ紬ヲ一様ニ着タリ︒

アケバコノ騒動ニ上杉殿ヨリ是非人数ヲ出サルベシ︒一応ハ追

一兼相渡ス︒今度忠節ノ一連中カネテ内匠頭殿ノ道具・刀・脇指ノ

モヒケタリ︒

ラズ︒速水藤左衛門娘並︵ ウ︶ニ内義ハ人アツテ退クベキ条︑

17

︵

吹ベシ︒ソノ節ニ寄アツマルベキ也︒惣テ人数アツマルベキコ

16

留ムベカラズ︒日比ノ宿意随分相ハタラカルベシ︒上野介ヲ討

16

レニナルトキハア︵ オ︶ブナシ︒一処ニカタマリ我ラサシヅ
17
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新法ヲ立ツルユヘナリ︒
︵ ウ︶兎角ニ古キ法ニヨルベシ︒

夜合戦・夜軍・夜討・夜込ミナ古戦ノ法アリ︒然レドモ

脚半ニハ臑アテニ麦ワラ筋ノ細鉄ヲ入タリ︒コレハ諸処越アル
キ屋根伝ヒノ為ト聞ヘケリ︒各相揃コノ以後装束シテ出立︑比

世ニアリフレタルコトニシテ皆人信ゼズ︑ソノ用ユル処
︵タスム︶

︵チ︶

ニ 善 悪 ア リ︒タ ト ヱ バ 碁 ヲ 打 ニ 何 程 下 手 ノ ウ ツ 碁 モ︑

ル時ハ事物悉ク破ブル︒コノ語ハ常々心ヲ入レテ相守ル

兵書ニ︑凡ソ古法ニヨル時ハ事物相調フ︒私ノ新法ヲ立

シノコトニテ生死アリ︒碁盤ハ漸三百六十目之内ニダモ

上手モ下手モ同ジコトナリ︒ソノ用ユル処跡先アリ︒少

竹ノ節・ケヒ馬・立テキル︑カ様ニ究マル碁ノ手アリ︒

ウ︶

ベキノ第一ナリ︒軍法ニ限ルベカラズ︒諸事ノ法令ハ古

コノゴトシ︒況ヤ生死ヲ争ソヒ存亡ニカカルコトヲヤ︒

コズム・ノビル・押ユル・ハネル・ノゾク・シトヤウ・

人ヨクソノ道ヲ立テテ︑神道ニハ宮号・社号・大明神・

内蔵︵ オ︶介用ユルノ作法皆々古法アリ︒夜討ノ次第至

五戒アリ︒国師号・大師号・僧正・阿娑梨・和尚・長老

思義ノ智謀厚キ人ナリ︒

テヨシ︒古今カ様ノ次第ヨキコトヲ聞カズ︒内蔵介ハ不

ハコノ道具ハヤシ︒食喰フ椀ハ四ツニシテ形モ数モナヲ

スルニハ十露盤アリ︒物ノ重サヲ様スハ秤アリ︒ソノ利

羽織ナリ︒各ヱリニ銀ノ短尺ヲ付ケ家名ヲ書付ケタリ︒皆屋敷

一羽ノ打チガヒヲ一ツ宛白ク付ケ火事羽織ノ如ク︑内蔵介ハ袖ナシ

織残ラズ一様ナリ︒紺ノ木綿ノ単ヘ羽織︑後ロノ紋所鷹ノ羽

︵議︶

色衣ノ極マリアリ︒又教エノ道ニモソノ法アリ︒士農工商

ソノ外諸道
五ツ六ツモコレナシ

前ニテコレヲ付︒ソノ内ニ間喜兵衛ガ付ケタル短尺ニ自筆ニテ

シテ宜シカラズ︒古来ヨリ四ツ椀

具︑随分利発ナル人色々ニシテモ古来ノ姿ヨシ︒日用ノ雑

ウ︶恥アル世トハ知

カナ

20

矣暁天霜雪 ノ風︑月日

ナル

哥ヲ書ケリ︒都鳥イザ事問ハン武士ノ︵

時

ヲ

具ダニコノゴトシ︒況ヤ生死ヲ諍フ軍法ヲヤ︒古来ノ良

一

ルヤ知ラズヤ江州蒲生氏ト書タリ︒又木村岡右衛門短冊ニハ自
ワタル

酒 ヲ躋 二幾年
レ

将法ヲ立置レタリ︒今新タニナヲシテ新法ニスルコトハ

テ

筆ニテ︑看 レ花 ヲ呑

︵タメ︶

内蔵介出立之事

︵ダニモ︶

権現或ハ供物・祭礼究マリアリ︒仏法ニハ女犯・肉食ノ

忠臣規矩順従録巻之十四

忠臣規矩順従録巻之十三終︵

ハ六半五ツ時ニ及ケリ︒

19

皆貴賤上下ノ差別ア︵ オ︶リ︒常ノ事皆作法アリ︒算用

20

悉 ク 亡 ブ ヨ キ 鏡 ナ リ︒武 田 四 郎 勝 頼 ・ 北 条 氏 政 皆 滅 亡︑
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18

19

家名ヲ書ケリ︒扨面々ノ槍ニ銀ノ短冊ヲ付ケタリ︑残ラズ家名

スベキ条︑左様ニ御心ヱ御暇乞コレニテ申シ候トテ出テ行ク︒

オ︶ニハ誰レ知ル人モナク扨モ静カニ出ラレタリ︒兼

寺内︵

テ禅宗ハ旦方ニサノミ立サワギモセズコノ節ハ知リ知ラズノア

︵ミダ︶

ヲ書ク︒扨月代ハ今朝ミナソリタテ︑コノ処ニテ髻リヲ乱キ伽
羅ヲタキ込タリ︒引サキ紙ニテ皆ククリ兜頭巾皆鉄入ナリ︒残

ヤ︑併住持ハ大概ニモ推量モアリシト以後ニハ物語リモアリ︒

六半過ニ出立シテ︑鉄炮洲ノ元屋敷ノ前ヲ通リテ永代橋ヲワタ

去程ニ内蔵介ハ諸士同道ニテ内匠殿ノ墓ノ前ニ出テ︑一礼シテ

︒

内匠殿陳中ノ
下着ナリ

︵陣︶

︒上 ニ ハ 諸

モヱギ

リ︑新大橋ノ東ノ方ヲ通リ御舟蔵ノ前ニ来リ寺西弥太夫ヲ尋ル︒

オ ︶着 タ リ

士ト同様ニ木綿ノ袷羽織ヲ着タリ︒鎗ハ持チ朱釆ハ腰ニハサマ

割リ符ヲ合スル如クニコノ処ニテ出会タリ︒コノ内堀部・武林

ウ︶二

レタリ︒刀ハ白鞘ニヒキハダヲ掛ケ貞宗ノ二尺四寸︑脇指ハ備
︵竪︶

挺・金テコ二本・鎖付ノ鎌等各面々ノ役付ノ通リニ請取テ︑皆

両国ノ橋ヅメニ持出タリ︒皆火消役人ト思ヒテ不思義ヲ立ル人

︒主税ハ願ヒニヨリテ去ル十一日ニ

元服︑勿論若年ユヘ物ゴシハ若輩ナレドモ器量ハ勝レタリ︒主

堀部温飩屋認用意之事

ノ日黄昏比ニ︑堀部安兵衛両国尾上町ウドンヤ三河屋久兵衛

思ヒツ︒又律義ナル人ト常々誉ル︒先ハ馳走心ナリ︒コノ︵

置テ両国橋マデ二十七人指コシタリ︒又岡路ニハ堀部安兵衛ヲ

六半比ニ内蔵介和尚ニ対面シテ申サルルハ︑只今出立仕リ品川

オ︶節堀部申スハ︑兼テ申ス如ク我ラ江戸ニテ商不調法︑中々

リ︒久々ノナジミ近キ比マデ三ツ目ニ住居︑荷商人ニテ慥ニハ

マデ罷コシ候︒重ネテ京都ヨリ御礼申上ベシ︒自由ナガラ方丈

渡世ナリ難キニ付︑又古郷ニ帰リカロキ足軽奉公ニ国屋敷ニツ

一コ方ニ来テ物語リ︑又常々堀部来リ朝夕ケンドンヲ食ス︑念比ナ

ニテ相調ヘ候︒荷物皆々サシコシ候ヘドモ︑相残ル分方丈ノ縁

トメ︑明朝出立ノツモリ︑夜半ニ当地ヲ出相組中残ラズ二三十

指コシテ支度ノ用意シケリ︒ソノ次ニ十三人両国橋ニ指コス︒

ヲ頭取リト︵ ウ︶シテ︑昏六半比ニ寺ヲ出テ︑兼テ舟ヲカリ

︵暮︶

着ニシタリ︒各常ノ草鞋ヲハク︒扨諸士ノ内吉田・片岡・礒谷

モ勿リケリ︒イマダ亥ノ時ニハ少シ前四ツ前ナリ︒

ルル︑秋山ワラヂ

22

税ハ下着ノ小袖モ諸士ト同前ニ白半切︑コレモ拝領ノ小袖ヲ下

草履ニシテ跡ハ
ワランヂナリ

ハ大力量ユヘニカケヤヲ持チ来ル︒ソノ外諸道具斧︵

諸 士 ノ 了 簡 ニ 依 テ 羅 紗 ノ 半 ビ ヲ︵

︵臂︶

内匠殿ヨリ拝領ノ熨斗目ノ間ニ羊ノ腹ゴモリヲ着タリ

ラズ内蔵介用意シテ渡サルル︒内蔵介下タ着浅黄ノ半切袷︑古

22

前忠吉一尺九寸ナリ︒懐中ニ公儀ヘノ書置一通立テ文ニテ入ラ

21

側ニサシヲキ候︒コレハ重ネテ明朝ニモ品川ヨリ馬ヲ指コシ申

23

21
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人上リ候ニ︑見送リニ来ル者モアリ︒新参ノ中間振舞ヲセガマ

兵衛殿ヨリ酒ヲ玉ハリ︑賑カニ長咄シ︵

宴遊興ニ長ジテ︑本庄ノ名残リナリトテ︑家中ノ諸士ドモヘ左

ウ︶ニアリテ皆々酒

ル︒貴殿モナジミナリ︒旁今晩コノ処ニテ︑ウドン・ソバ切・

ニ沈酔シテ︑四ツ半比ニナリテ客衆モ帰ラル︒ソノ夜ノ当番モ

頭家来ドモ年来ノ主君ノ仇︑吉良上野介ヲ︵

オ︶今晩討果シ

門番ドモニ申システニ︑口上ハ御屋シキニ申上ゲ候︒浅野内匠

屋主税殿・本多孫太郎殿・牧野大学頭殿三人ノ屋敷ニ参ラレ︑

︵一学︶

奥田貞右衛門・中村勘介両人ヲヨンデ︑兼テ申ス通リニ両人土

︵助︶

森註進ニ及ブ︒内蔵介︑コノ時節ゾ︒スワヤ打立ツベシト︑先

取リ入リタルハ夜半前ナリ︒漸々鎮マリタルトノコト堀部・冨

冷ヤ食・吸物・酒五十人前︑面々モリニシテ四ツ比ニ支度仕ル

ウ︶相渡シ候︒相応ニタノムト云フ︒亭主相心エ︑商売ノコト
ナリ︒日比入魂ナリ︒取掛リ四ツ比ニ御出デ待チ申スト相別レ
テ帰リ︑各御舟蔵ノ前ニテ四ツノ鐘ヲ聞ヒテ各同道シテ堀部先
達テ︑只今参リタリ︒時節ガラ皆火事装束ナリ︒必サワグベカ
ラズトズラズラト座敷ニ上ル︒大石座上ニテソノ外大勢並ビ居

レ卒忽コレナキ様ニ仕リ候︒御届ケ申ストノコトナリ︒コノ付

申候間︑必御出合成サレ下サレマジク候︒勿論火用心等ハ念入

テ︑各支度シテ湯茶ヲノミ腹ヲ繕ロヒ︑九ツノ鐘ヲ打ト即時ニ

届コレナキ時ハ︑騒動何事ゾ又火事ヤト︑即時ニ駆合コレアリ

ウ︶ソ

コノ人何方ヨリ来ルヤ且テ知レズ︒大方ハ池田玄蕃ノ人数見マ

バメ押ヘタリ︒屋シキヨリ退ク人モアリヤ︵ト︶遠目ニ相伺フ︒

面屋敷ヲ追トリマク︒辻番ニハ五人究竟ノ武士鎗ヲ︵

悟ト見ヘシ︒コノ使帰ルト内蔵介下知シテ︑ズラズラト四方八

図ヲ相マチ手間ドル内ニハ︑コノ方ノ本懐ハ達シスマストノ覚

ニシテ︑如何有ルベキヤ兎角ニ支配方目付中ナドヘ付届ケ︑指

テハ大キニ六カシク外々指構フ︒カ様ニ断リタル時ハ評定区々

皆一礼云テ出タリ︒何ニモセヨ家内大キニ驚ロキ︑怪カ︵ オ︶

ル︑武具ハ火事道具トミヱタリ︒亭主出テ挨拶ノ内ニ段々出シ

25

ハ短カキユヘ夜半立ノツモリ頼ミ入ル︒造用代金三両只今︵

皆々泊リ番ノ外ハ帰ル︒皆々ネイリ長屋長屋モ静マリテ部屋ヘ

24

様ニ頼ミ入ル︒ソノ外ノ肴モ少々用意タマワルベシ︒昼ノ道中
23

ラザル者ドモナリ︒又カヱリ来ルコトモヤト戸ヲ指カタメテ︑
空ネイリシテ跡ハ知ラズ︒コノ三河屋︑以後ニ町奉行所ニ呼レ
タル時ノ口書コノゴトクナリ︒
内蔵介吉良殿屋敷ニ押入次第之事
石内蔵介下知物見両人堀部安兵衛・冨森助右衛門上野介屋敷
一大ヲ相伺︒吉良上野介殿ノ屋敷ニハ今晩大友近江守殿・品川豊前
守殿ソノ外客来四五輩アリ︒宵ノ内ハ茶湯夜ノ更ルニ従ヒテ酒
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25

24

ヒカ︑浅野ガ家人ノ者ナルベシヤ︒大石内蔵介ハ大手表門主税

破レト申サル︒上野介殿ハ玄関ニ当︵

防ギ止メ玉ヘト呼ワリカクル︒内蔵介下知頻リニシテ玄関ヲ打

魔モ及バザル︑義士ドモ一ヅニ思ヒ入︑勢ヒハ項羽・樊噲モコ

ヒトシク︑バラバラト鎗ヲ階子ニ組ンデ︑乗リ入ルル有形ハ天

コノ騒動ニ大ニ驚ロキ起上リ動転スル︒ソノ内ニ新谷弥七郎大

善右衛門四人︑中間足軽三人坊主絵師鈴木松竹泊リ合セタリ︒

ナミナ寝番ノ輩天野貞之亟・新谷弥七郎・石原弥右衛門・古沢

オ︶番ノ諸侍ドモ︑ミ

ハ搦手裏門ヨリ押詰ル時ニ︑拍子木ヲ一時ニバタバタト打ツト

レカヤ︒年来ノ宿意今晩相果スニ取詰メタリ︒

音ニテ︑何ニコノサワグベカラズ︒兼テ覚悟ノ前ナリ︒立合テ

方ノ先手ドモ鎗ヲ組合セテ階子トシテ︑武林只七・中村勘介・

火トボシノ燭ヲ指カケ指カケ玄関ノ戸ハ︵

内ニ︑武林只七玄関ノ戸ヲカケヤノ槌ニテ打破ル音ハ雷ノ如シ︒

防ギ止メヨト寝道具ハ足ニテマクリステテ︑刀追トリ尻カラゲ

大高源五・近松勘六・冨森助右衛門・片岡源五右衛門長屋ヲノ

ワリタリ︒心ノ剛ナル人品ニハヨルベカラズ︒長袖絵師ノ鈴木

ノ節何方ヨリトモ知ラズ︑火事ノ時ノ竹階子三脚東西ト南ノ

リコユルト︑即時ニ武林只七カケヤノ槌ヲ持テ門ノ貫ノ木ヲ打

松竹無刀ナリケルニヨリ︑床ニカケタル薙刀引ハズシテ式台ニ

ウ︶七ツ八ツニ打

放スコト三度︑ソノ音偏ヘニ雷ノ如ク即時ニ左右ニサバケタリ︒

ヲドリ出デテ刃向フタリ︒片岡源五右衛門手近ニアリ︒立合テ︑

ツ番人ヨク番セヨト︑腰縄ニテシバリ上ゲテ門ノ柱ニククリ付

次ニ天野貞之亟式台ニ出ルヲ︑中村勘六・矢頭右衛門七両人立

ゴシニ切ツタリ︒松竹ガ肩先ヨリ乳ノ下マデ切サゲタリ︒コノ

憎キ坊主入ラザル僧ノ櫛ダクミト︑払フ長刀ニノリコシテ及ビ

ケ︑今一人ウロタヱ夜討入タリト呼ハルヲ武林追カケ︑己レ逃

ハサンデ三ヶ所手疵ヲ負セ式台ニマロビ落︑石垣ニタヲレ伏ス︒

ウ︶

ゲバソノママニ逃ハセデ声ヲ立ツル︒蛙ハ口カラ呑ルル王藤内

ンデ門内ニ入ルト村松・原惣右衛門ツヅイテ残ラズ押入声々ニ︑

ハ今コノ時ゾヤ︒武士ノ上コノ処ヲ逃ノビイツマデノ命ヲ期セ

レ入ル︒実ニヤ人心カカル時サゾヤ命ノ惜カラント︑道観ノ哥

28

浅野内匠頭家来ドモ主君ノ仇ヲ今晩報ズ︒吉良殿ノ家来衆出テ

︵灌︶

オ︶人ト思ヒテ︑打ステテ玄関ニ乱

片息ニナリタル故ニ死︵

呼ハリ走リ廻ル︒大高源五十人ノ小僕ヲ捕ヘテ︑コイ︵

27

ガ跡追セフト真二ツニ切テ打倒ス︒堀部弥兵衛老体ナレドモ進

26

門ノ扉左右ニ開クルトソノ侭ニ門番二人大音ニテ︑狼藉者ヨト

身拵ヘスル︒天野貞之亟モ追トリ太刀ニテ出合ントスル︒ソノ

夜討働之事︵

オ︶

27

一コ方ニカケテアリ︒又向フニ下リ階子ヲモ掛ケタリ︒追手内蔵介

26
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ヲ固ンデ居タリ︒臆病至極ノ青侍ドモ皆々小屋ニウヅクマリ︑

︵囲︶

ンヤ︒中ノ口ヨリ逃出デテ庭ニ出︵テ︶木ニ上リ︑無刀ニテ高

内ヨ︵ ウ︶リ戸ヲ押ユル有 形 ナリ︒実ニヤソノ勢ヒハスサマ

テアリシスコヤカナル男ニテ︑玄関ニ立フサガリテ太刀真向ニ

人ナキカト思ヘバ︑新谷弥七郎三十二歳ノ壮リナリ︒供小姓ニ

軽三人以上五人ハニゲ失セケリ︒爰ニ天野貞之亟ハ討レモハヤ

乱入︑当番ニテ居合タル面々取次役斉藤十郎兵衛・堀江勘左衛

七・大高源五・近松勘六進ミ入︑寺坂与太夫燭ヲ立テテ広間ニ

部弥兵衛・片岡源五右衛門・武林只七・中村勘介・矢頭右衛門

ジキ体ナリ︒コレヨリ殿中ノ案内ハ兼々絵図ニテ知リタリ︒堀

︵サマ︶

塀ヲシノビコス︒石原弥右衛門・古沢善右衛門頭取リシテ︑足

指シカザシテ︑中村︵ ウ︶勘介ガ立チ上ルヲ眉間ニ打付タリ︒

29

殿原立合テ早ク討落セト云フ︒武林只七コレヲ聞︑心ヱタリト

カケ︑中村働キ強キ故ニカレコレ手間ドル︒片岡声ヲカケ︑若

鉢板少シ切レテカスリ疵ヲ負ヒタリ︒然レドモヒルマズタタミ

武林︵

ニテ駆ムカフ︒先ニ進ンダルハ堀江・斉藤両人ナリ︒大高源五・

衛門・剣術ノ達人和久半太夫四人ノ者ドモ起合ヒテ追トリ太刀

門︑並ニ上杉殿ヨリ見舞用心ノタメニ付置レタル物頭鳥井利右

オ︶只七進ミ出向フサマニ無体ニ切リコンダリ︒武林

関ノ孫六ノ二尺五寸アリシ刀ニテ︑力ラニマカセテ横ナギニシ

スル︒原惣右衛門︵ オ︶指ヅシテ寺坂与太夫燭ヲ立ツル役ナ

ノ床ノ弓ノ弦ヲキツテ放シ鎗ノホサキハ皆切折リケリ︑悉破却

後ニハ玄関ニ出合フ人ハ勿リケリ︒堀部弥兵衛老功ニテ︑玄関

タリ︒アバラ骨三枚切リ上ゲノツケニ倒レ重ナリ伏ス︒コノ以

グル︒爰ニ和久半太夫ハ剣術名ニ高キ人ナリ︒柳生古流十兵衛

堀江三ヶ処手負セテ倒ルル︒皆止メ一ヶ処ヅツ指捨ニシテ打ス

付クル︒斉藤十郎兵衛眼ノ上ヨリ切下ゲラレウツ伏ニ倒ルル︒

ガ太刀ハ大ワザ物ナリ︒又大剛力ノ打ツ太刀会釈モナクマクリ

30

蔵介ハ高塀ヲ打ヤブリテ書院広間ノ縁ヨリ上ラルル︒小屋ヨリ

長屋ノ方ヘモ下知ヲ伝ヘテ︑四方トモニ皆大石ノ下知ナリ︒内

レバ︑白昼ノ如クナリ︒内蔵介ハ表門ノ東ノ方ヨリ相ツヅク南

ノ如ク横ニマゲテ手燭ヲ押込如ク︑火ノ用心モヨク三四挺立ケ

リ︒ズラズラト壁ニ指シマワルニ︑コレハ鉄ニテ蝋燭立鶴ノ觜

マレテ指少々手負タリ︒然レドモ少シモカマハズ相働ラク︒中々

部弥兵衛老体ナガラ指ムカヒテ相働ラクニ︑堀部柄中ニ切リコ

出デテ︑座シキハセマシ相手次第ゾト大庭ニヲドリ出タリ︒堀

コノ半太夫心モ剛ニシテ︑即時ニ尻カラゲシテ広︵

レ師匠タリ︒上野介殿ヘ用心ニ付置レタル三百石ヲ玉ハレリ︒

殿ノ弟子大布浅右衛門免ジノ弟子ナリ︒近年上杉殿ニカカヱラ

ウ︶間ニ

駆出ントスルニ︑誰カハ知ラズ鎗ノ穂先ヲ並ベテ長屋長屋ヲ前
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28

29

30

来リ息ギレ相叶ハズ︑水一口呑ムベシト泉水ノ際ニ来リウツム

与太夫三人都合六人折リ合相タタカヒ︑果ツベキトモミヘズ︒

井理右衛門ハ剣術不調法ノ老人ト云ヘドモ︑心ハ大剛ノ者ニ

六人ハ心ヱタリト座敷ニ踊リ上ル︒唯七ハ大音上ゲ只一討ト思

人請トリ打トムベシ︒ハヤハヤト太刀指カザシテ和久ニ向フ︒

ヲウケテ上野介ヲ討テ︑六人トモニ退ゾケ︑コノ相手ハ只七一

右衛門縁ヨリ飛下リ後ロザマニ大ゲサニ打放ス︒鳥井白洲ニ倒

ヘドモ︑鳥井太刀先アラクシテ大庭ヲ走リマワルニ︑片岡源五

肩先ニ打コンダリ︒十次郎兼テ死ハ覚悟ナリ︑ツヅヒテセリ合

フ︒鳥井一文字ニ打コム︒太刀十次郎ガ小耳ノ根ヲ切リカスリ

︵只︶

フニ︑半太夫至ツテ剣術名人ユヘ︵ ウ︶ニ以テ開ヒテ打込ム

32

寒風疵ニ入︑今ハ早タマルマジキト倒レサマヒフミコンデ薙上

如クシバシノ内ニ又唯七ガ小耳ノ上ニ二寸斗リモ切リコンダリ︒

戦フ︒去ル程ニ半太夫剣術達者ニテ人間トハ思ハレズ︒天神ノ

ニ︑武林ガ肩先小ケサガケニ切リコンダリ︒少シモヒルマズ相

常々上野介殿ヘ諫言モ申ス程ノ者ナリ︒下人ドモハ皆フシカガ

ガケモアリ︒三︵

発明ニシテ又勇アリ︒上野介殿ヘ忠節ノ志シモアリ︒剣術ノ心

立ススミ入ル︒爰ニ南長屋ニ家老ノ小林平八郎アリ︒コノ者ハ

レタリ︒今ハ広間ノ方ニ一人モ人コレナキ故ニ︑手燭ヲ押立押

33

︵只︶

ゲタリ︒半太夫ガアバラ骨三枚乳ノ下マデヒバラヨリ切上ゲタ

ミテ出ズ︒長屋ノ入リ口戸ノ前ニハ鎗先ヲソロヱテ相マツ︒又

オ︶十八才ノ壮年究竟ノ男ナリ︒ソノ上ニ

リ︒半太夫アヲノケニ倒ルル時︑只七トビカカリ一太刀打テ咽

只今殿中ニ押込ム最中ソノ音大地ニヒビキ震動スルニ︑夜討ノ

︵ニ︶

ブヘ指ツラヌキ︑扨ウレシヤト広間ニ上ラントスル︑眼闇ミテ

31
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オ︶ズ︑太刀ヲ杖ニツキテ心斗リ縁ノキワマデ

太夫ガ太刀電光ノ如ク︑勘介ガ肩ニ一ヶ処手ヲ負フセ難義ニ見

キナリ︑水一口ノンデウント云フテ倒レテ泉水ノ端ニ倒レ伏シ

是非ニ及バ︵

ユル︒矢頭右衛門七来リ三人ノ中ニ追トリコメテセリ合フニ︑

タリ︒惜キカナ当二十九歳半死半生虫ノ息ノ通フ斗リナリ︒コ

和久ガ太刀先荒クシテアヤウシ︒中村勘介走リ来リ相戦フ︒半

右衛門七モ前髪ノ上ニ一ヶ処手負ヒタリ︒半太夫ガ働ラキ三人

ノ節只七働ラキ仕トメズンバ今晩ノ夜討ノ大邪魔ナラン︒誠ニ

然ル処ニ武林只七来リ︑只一人ノ相手ニ大勢カカリ大キナル邪

ジト荒言シテ︑
︵ ウ︶縁側ニ仁王立ニ立ツタリ︒間十次郎立向

一鳥シテ上杉弾正ノ家来鳥井理右衛門ナリ︒我ニ指向フ者ハアマサ

只七ガ働ラキ大キニ勝レタリ︒

ニテ中々討トメ難シ︒片岡源︵ オ︶五右衛門声ヲカケ︑シレ

32

魔者ナリ︒皆々急ニコノ相手ヲ打ステテ進ンデ︑大石殿ノ下知

者ゾ︒若者ドモ折アヘヤト呼ハル︒近松勘六・大高源五・寺坂

31

ウ︶同ジ枕ニ射伏セタリ︒矢ノ下ヨリ大高源五・冨森

呼ハルヲ聞スマシテ︑利発ナル男ニテ太刀ヲ小脇ニハサミテ尻

手ニキリ伏スル︒ソノ内ニ宮石・山好ハ深手ニテ倒ルル︒須藤

助 右 衛 門・矢 頭 右 衛 門 七 走 リ 入 リ︑一 人 ヅ ツ ウ ケ ト リ 弓 手 馬

ク︒
︵

カラゲ脇指斗リノ如ク見セテ︑下人ドモノ逃ル中ニ長屋ヲ飛ビ

ハ打死スル︒又コノ居間ニモ手燭ノ立ツラネ白昼ノ如ク︑大石

諸士口々ニ︑下人ドモノニグルニハカマハズニガセニガセト︑

出テクグリヌケテ︑広間ノ庭ニ出デテ大音ニテ︑当番ノ詩侍オ

内蔵介広間ニ入︑益々水モモラサズ打トメヨト下知スル内ニ︑

夜討ニ入リタルナリト呼ハル︒コノ声届キテ奥方マデ一時ニ扨

只 今 ナ リ 急 ニ 打 破 レ ト 四 方 一 時 ニ ア ミ ヲ シ メ ル 如 ク ニ︑

裏門北ノ方ヘ申ツタヘ主税・小野寺・吉田・磯谷ノ面々ヘモ︑

忠臣規矩順従録巻之十四終︵

ウ︶

矢声ヲカケテ四方一度ニ打マフルワスサマシカリケル次第ナリ︶

ハト心付キタルナリ︒内蔵介コレヲ聞︑コノ者ハ家長トミヘタ

シメヨセシメヨセ働クベキト︑矢 声 ヲ カ ケ テ 打 破 ル 最 中 ナ リ ︒
オ︶

︵シメヨセヨシメヨセヨトハタラケハタラケト

リ︒遁サズ討トレト采幣ヲフル︒早ク雄ノ若殿バラ矢頭・岡野・

︵

小林秘術ヲツクセドモ︑思ヒ切タル兵士四人タタミカケテ︑手

忠臣規矩順従録巻之十五

ト思︵

オ︶ヒ究メタル時ハ︑中々心モ清ク往生モ正念

病ニ伏︑我レト我病ヲ知リテ︑コノ病苦ノガルベカラズ

全ク恐ルルニタラズ︒身ヲ抛テハ働キ死コレ勇也︒或ハ

情ニ死ヲ究メテハ︑大山ノクヅルルモ日月ノ地ニ落ルモ

ヲ知テコレ叶ハザル場ナリト考ガヘテ死ヲキワム︒凡人

ザル場ニ出会フカ︑又死ナデ叶ハザル時ニ当ル時ハ︑死

臆也︒コノ語万端ニ通達スル︒節ニノゾンデ死ナデハ叶

兵書ニ︑死ヲ知テ死ヲ究ムルハ勇也︒死ヲ知テ死恐ルハ

疵八九ヶ所負ヒ尻居ニ倒ルルヲ打捨ニシテ︑岡野ガ胸先ヲツキ
カクルガ留メニナリテ死失ケリ︒内蔵介下知シキリニシテ︑急
ニモミ立ヨ︑
︵ オ︶打破レト皆一同ニ十五六人座敷表ノ居間ニ
押コンダリ︒コノ次ノ間ニ寝番ノ者ハ永松九郎兵衛・宮石新兵
衛・須藤与一右衛門ナリ︒又爰ニ非番ニテ長屋ニ居タル山好新
八郎︑常ニ心ガケモアル男ナリ︒一番ニ長屋ヲ出デテ居間ノ入
リ口ニ並ビカカリテ︑一人ウチノ廊下ヲサシ堅メタリ︒堀部弥

35

35

︵リ︶

間瀬・村松四人ノ者カケヨツテ︑真中ニ追トリ込メテ打カクル︒

︵諸︶

キ合セヨ︒奥︵ ウ︶方ヘモ通ゼヨ︒コノサハギハ浅野ノ家人

34

ナルベキニ︑何トゾノガレンノガレント思フトキハミレ

36

兵衛コレヲ見︑細廊下面倒ナリ︒コノ節ノ用ニ立テント思フタ
メナリト︑早水藤左衛門半弓打ツガヒテ切テ放ス︒須藤与一右
衛門ガ左リノ腹ニ請コンデ杉戸ニ倒レカカル︒新兵衛跡ニツヅ
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33

34

ンニナリ︑若ノ節ニハ逃迷フ︒然レドモノガルル道ニ非

モチテ辞世ノ哥ニカカル時︑サコソ命ノオシカラメ兼テ

及ブトキ常々哥人ナリ︒小脇指ヲ右手ニ持チ左リニ盃ヲ

ウ︶ト詠テ︑腹切ラレタリ︒

ズ︑果シテ見グルシク死ル︒コレ天然ノ臆病ニアラザレ

ナ キ 身 ト 思 ヒ シ ラ ズ バ︵

天晴无双ノ良将ナリ︒コノ哥ノ心ハ常々ニ用ヒタラバサ

ドモ心ノタンレンアシキ故ナリ︒常々心ガケコレナキ時
ハコノゴトシ︒兼テ最期ヲ思ヘバ別テウロタユルコトモ

イゴノ時然ルベシ︒カカル時ハ何ニモ出合フ五文字ナリ︒

トヨシトアルハ究ル死ヲ知ル故也︒鳥ノマサニ死ナント

知ルト云ヲ以テ人ノ将ニ死ナントスル時ニ︑ソノ云フコ

税コレヲキキ︑時モ時折モ折主税ガフミカケタル足下リ候ベキ

オ︶若殿原大勢ナリ︒先皆上テアトヨリススミ玉ヘト云フ︒主

小野寺引トメテ︑先下リ玉ヘ︒主税ハコノ手先ノ大将也︒︵

リサバキアシキ故也︒儒書ニモ義ヲ見テセザルハ勇ナキ

スルトキニ︑ソノナクコトカナシトハ心ニワキマヘナク︑

ヤ︒各モススミ玉ヘト身カロク二飛三飛ニ長屋ヲオドリ上リ︑

モナシト︑一番ニ飛上ラント階子ニ一足フミカケタリ︒吉田・

只 ヒ ト ヘ ニ 死 ヲ 悲 ム 故 ニ 死 ザ マ ニ 泣 一 声 ハ 至 テ 悲 キ 也︒

吉田・小野寺モツヅイテ上ル︒若者ドモハ待カネテ皆鎗ヲ組デ

十七人︑サハヤカニ討死ス︒二十一人ハ深手負︑二十四

リコシ階子ヲ下リルト︑小野寺十内階ヲ切テ落シタリ︒コレハ

ヲノキニカケ綱ニサガリテ飛下リタリ︒十一人ノ面々一時ニノ

︵リテ︶

爰ニ吉良上野介殿・同左兵衛殿並ニ家来ドモ大臆病以ノ

ヲシ上リテ︑向ヲミレバ又下リハシゴカケテアリ︒主税ハ鎖鎌

五人無疵者ニナル︒又ニゲカクルル者数輩︑コレ皆ソノ

内 ヨ リ 外 ニ 出 ス マ ジ キ ト ノ 覚 悟︑ 味 方 ノ タ メ ニ 非 ︵

38

ウ︶ズ︒

夜ニ至リノガレザル道ヲシラバ一ハタラキハスベキ者ナ

屋シキヨリ逃出スマジキトノタメナリトコトワリ打入ル︒南ノ

︵ズ︶

リ︒コレ常ニ心ガケコレナキ故也︒コノ故ニ近来称美ス

方ヨリモ北ノ方ヨリモ皆押入リ︑半バハ台所ロニ押カクル︒面々

灌

ルハ太田和泉守入道道観ノ最期ニ︑武勇ヲフルイ生害ニ

︵軒︶

外ノ体ナリ︒然リト云ドモ︵ オ︶コノ内ニモ究竟ノ侍

一大誰カハシラズ階子一脚指カケタリ︒主税悦ビ鎗クミ合スルマデ

石主税ハ父内蔵介ト一時ニ西口裏門ニ詰カクル︒コノ処ニモ

トキ

コレナキハヅ也︒コノ心ニテハ病気ヲモキ時モ何トゾ助

大石主税働之事

薬力モトドカズ心乱レテ︵ ウ︶散々ノ往生︑皆心ノト

命シ度︑死トモナキト思フトキハ未練千万ニナリ︑返テ

37

ナリトアルハ︑義ヲミテハ死ベキノコトナリ︒人ハ死ヲ

36

37

38
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倉橋・間父子・堀部安兵衛ヲ武者奉行トシテ面々声々ニ︑内匠

ハ主税ヲ大将トシテ︑吉田・小野寺・毛利・芦野・潮田・中村・

出向ヒ︑甲斐ナ︵

一角ハ心ノキキタル男ニテ︑居間ニカケタル枕鎗ヲ引ヲロシテ

大剛ナリ︒主税ノカヒゾヘハ鬼ニ金棒トヤ云ハン︒コノ節清水

オ︶キ者ドモノハタラキヤ︑トテモノガル

頭家来ドモ敵上野介殿ニ推参申ストヨバワリ︑カケヤノ槌ヲ以
テ︑堀部安兵衛・大石主税二人ニテ曳クト二ツ三ツ打タリ︒ソ

ル道ニ非ズ︒尋常ニハタラキ死ネト板間ヲフミナラシテ堀部ニ

トス︒一角太刀ヌキ渡リ合セ中々手ヅマノキキタル剣術也︒堀

部ハ大音ニテ︑主税殿御ランジテ亡君ヘノ御披露アレ︒キヤツ

メト剣術クラベ御ランアレ︒各ニモ御出合ハアルマジ︒助太刀

手ニツケ弓手ニ廻シ勝負中々花ヤカ也︒然リト云ヘドモ堀部ハ

無用ト切込切込ハタラケドモ︑一角達者ニテ剣術手練ニテ︑馬

バケタリ︒然ルニ台処頭小塚源次郎・祐筆榊原平右衛門・中小

ウ︶男也︒思ヒツメタルコトナレバ︑ヒツハズシテ

無双ノ︵

サシツガヒテ︑ヒツカケヒツカケ二三本射タレバ中戸二ツニサ

トキニ主税常ニ弓ハシタタカノ精兵也︒白木ノ弓ニ大根ノ矢ヲ

オ︶裸ニテ台所口ニニゲ込ニ︑中戸ノ口ハヒシト閉タリ︒コノ

ラリト倒レタリ︒坊主ドモ中間・雑人ドモ大キニ驚キテ︑丸︵

向フ︒安兵衛心ヘタリト小冠者メノガスマジト即時ニ鎗ヲ切ヲ

40

ノ音雷ノ落ル如ク也︒サレドモ大キナル台所ノ大戸内庭ヘクハ
39

姓奥詰大須賀治部右衛門三人立合テ︑小塚源次郎先ニススム︒

横合ニ眉間ニ切カクル︒カ

孫九郎

常々部屋口ノ用心ニ薙刀カケタリ︒︵潮田又之亟一番ニ飛ビカカ
リ︶引ハズシテ切結ブニ中村勘介

ヒフツテ逃ントスルニ前原猪介鎗ニテツキ留ル︒コレヲ始トシ
テ榊原・大須賀皆︵ ウ︶トリ太刀ニテ︑台処口ヲフセギトム
ルニ︑皆折アヘ折アヘト呼ワルヲ︑堀部安兵衛サシ掛リテ︑榊
原ヲ只一討ニ大ゲサニ切ハナシテ左ニ引ウケ︑大須賀モ切テ落
ス︒尤ナルカナ︒コノ堀部ハ三十五才ノ達者盛リ︑殊ニヤ先年
高田ノ馬場ニテ親ノ敵ヲ討︑白昼ニ五人マデ打トメ手ガラヲ究
メタル勇士ナリ︒力ハアクマデツヨシ︒剣術ハ達者ナリ︑心ハ

打込太刀ニ一角ハ二ツニナリニケリ︒既ニコノ口破レテ手負・

死人ミチミチタリ︒北ノ方ハ蔵或ハ女中ノ部屋部屋ハタラク人

モナシ︒南ハ高塀口ナリ︒皆一処ニアツマリ目ニ見ル物ハ切リ

落ス︒内蔵介ノカカリ口主税ノ方三方四方︑既ニ死人ハ山ノ如

ク侍十七人手負二十一人︑アトハ皆虚空ニ逃カクルルトキニ大

釜ノ中ニ人音スル︒大勢立カカリ︑何者ゾ︒上野介ニテハナキ

オ︶者ニテ候︒御免ト云フテ走リ出シテ又椽ノ下

カト尋レバ︑イヤイヤ左様ノ者ニアラズ︒木下森右衛門ト申ス
目付役ノ︵

ニ這コンダリ︒コノ騒動ヒトヘニ雷ノ鳴リハタメク如クナリ︒
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40

41

39

︵宗︶

然ル処ニ服部宇内

兼テ今晩ニ手ハヅヲ取タレバ︑手燭

ウ︶玉ヘ︒

ニ入リ見ルニ︑上野介寝間ト相ミヘ屏風立マワシテ内ニ有明ノ

行燈アリ︒皆手燭ヲ点ジテ声々ニ︑上野介殿出︵

内匠家来ドモコレマデ推参仕リタリト︑同音ニヨベドモ且テサ

オ︶遠クハ行ジ屋敷ノ

太夫ヲ︑火燭ノ役トシテ前原・神崎・矢頭・大高・磯谷ラノ面々

サシ向フ︒台所筋ハ主税ヲ頭ラトシテ堀部・吉田・片岡等ヲ初

メトシテ二十人バカリ︑内蔵介ニハ表奥又長屋ハ逃サジトノ堅

メアリ︒サルホドニクマグマ物置・納戸・厠・湯殿迄クマグマ

タヅネマワル︒諸箱ドモマデカタ付微細ニサガシタヅヌルト云

ウ︶ズ一処ニア

ヘドモ︑且テ上野介ガ行ヘハシレザリケリ︒既ニ寅ノトキ七ツ

ノ鐘ヲ打ツトキニ彼呼子鳥ノ笛ヲ吹︑残ラ︵

ツマリ大ニ力ヲ落シテ︑ゲニ天命ニツキハテタル我々也︒去年

コノカタ辛労艱苦ヲヘテ︑魂ヲクダキ思ヲコガセシ甲斐モナク︑
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今ハ鍔屋宗伴
ト云坊主ナリ

シハナレタル居間︑廊下ツヅキノ処常ノネマナリ︒ソノ道ニ左

タモナシ︒不審ニ思ヒテ屏風ヲタヲシテミルニ寝処三処ニアリ︒

ヲトボシテ迎ニ出デテ︑上野介・左兵衛両人ハコノ方ノ奥ニ少

兵衛ノネマハコノ次ト教ユル内ニ︑大高源五左兵衛ヲ見付ケテ︑

テ︑未ダアタタマリアリ︒逃ルトモ︵

ク待チ玉ヘト聡明ナル人ニテ上野介ノ寝処ニ手ヲ入レサグリミ

玉フナ︒各我々年来ノ辛労仏神ノ応護モアルベキナリ︒シバラ

言モナク立タリ︒内蔵介ハ諸士ノ心底ヲ察シテ︑各少シモセキ

三方上野介ハミヘズ︒各アキレハテテ相互ヒニ顔ヲ見合セテ一

中ハ上野介両脇ハ女中トミヘタリ︒夜着引マクリミル時ニ南無

応ノハタラキモナルベキ年比也︒殺スベシトサワグ処ニ大石下

ウ︶ヱリ元ニ小疵ヲツクルト声ヲ上サケブ二十前後ノ人也︒相

ハタチ

上テ︑大勢ヨリテ猫ガ鼠ヲナブル如ク額ニ小疵ヲ付ケタリ︒︵

ナマ白キ男衣類風俗左兵衛ゾ︒シバリ上ヨト高手小手ニククリ

42

内ニアルベキナリ︒サガシ出セト庭ノ方ハ寺西弥太夫・寺坂与

43

知シテ︑左兵衛ニ遺恨ナシ︒上野介ダニ討タバ只シバラクシバ
リ付テヲケト申サルル故ニ︑居間ノ椽ノ下ノ小柱ニ縛リ付︑皆
︵ソソ︶

41

立ヨリ笑ヒテシバリ縄ノ結構サシリゾノ乞食ニ朱椀ト笑ヒテ︑
扨彼宗伴ニ付テ入ルニ早水藤左衛門ノ娘母親出来レリ︒内蔵介
宗伴ヲヨンデ︑急ギ同道シテ外ヘハ無用也︒浅野土佐殿ノ屋シ
キノ内瑞泉院殿御後室ノ方ヘ参ラルベシ︵ オ︶トテ一封ヲワ
タス︒コレハ兼テ用意彼ラガコトヲタノマルルトミヘタリ︒彼
ラ三人ハ早速ニ出行ケリ︒内蔵介ハ下知シテ廊下ヲ通リ上野介
ノ寝間ニ付込ンダリ︒
内蔵介 並義士上野介ヲ捜シ求事
ニ大勢打ソロヒテ廊下ヲ押ヤブリツタヒ行︒内蔵介ハ広庭ヨ
一既リ別段ニヲシ込ルル︒廊下ヲ打ヤブリ雨戸ヲ打ハナシテ皆々内

43

42

ヤミヤミト取逃シタルハ運命トハイヘドモ残念︑神明ニ見ステ

ルガ︑急度工夫ヲキワメテ︵

ノノシル︒内蔵介ハシバラク思慮工夫シテ黙然トシテ居ラレケ

オ︶堀部・吉田・片岡ニササヤ

ラレタル我々ガ微運ト︑オドリ上リテ眼ヲハリ涙ヲ流シテコブ

リ玉ヘ︒我タシカニ手ニ握リテ上野︵ オ︶介ハ逃サジ︒心ニ

ン物ト忿リドヨメク時ニ︑内蔵介少シモオドロカズ︑各シヅマ

ワリ六道ノ鬼畜トナリ︑クルリクルリトコノ怨念ハツイニ果サ

シヲニギリ︑今ハコレマデナリ︒皆一同ニ腹切テ生カワリ死カ

夜ニ思ヒ待受タルニ上野介ヲ討モラシタル残念サヨ︒今ハ是非

モ扨モ口ヲシヤ︒日比心ヲ尽シタル甲斐モナク︑今晩ヲ千夜一

ラズラト奥ノ居間ニアツマリ︑内蔵介座上ニ居テ大音上ゲ︑扨

キ︑ソノ次々ニ皆々ササヤキ伝フ︒コノ時ニ皆キキトドケテズ

45

気ウスシ︒我々ガ運命未ダ只今ニカギラズ︒進メヤ勇メヤ兵ト

椽ノ下マデサガセヨ︒ソノ上ニ燭ノ明リ光明赤クカガヤク︑死

只今切腹ナンドハ近比ソコツノ至リ也︒イツマデモサガシ求メ

覚ヘアリ︒兼テ申ス如クニ勝負ハ夜明ト申シ合セタル事ナレバ︑

先達ゾト大ニカケ声シテ曳ト︵ ウ︶云︒夫ヨリ吉田・片岡・

ス︒上野介存命ナラバ安堵シテコノ詞ヲヨク聞玉ヘ︒若殿原ノ

未来ニテ本懐ヲ達スベキナリ︒大石内蔵介良雄父子只今切腹申

ニ及バズ︑面々ワレワレ修羅道ノチマタニ上野介ヲ待ウケン︒

44

ル故ニ終ニ尋ネ合ズ︒面々燭ヲモテイサミホコリタル勢ヒ︑金

介ハ案内ハ知ツタリ︒彼尋ネ求ムルソノアトヘアトヘト立マワ

手々ニ燭ヲモタセ面々鎗ヲ引サゲクマグマサガシ求ム︒抑上野

ニヒシト伏テ息モ立ズ︒シバラクノ間ナリ︒コノ内ノ待遠サ誠

声ノマネシタソノトキ︑大石采幣ヲ上ゲ上ヨリシヅムルト一時

腹キリ玉ヘ︑ヱイヤヱイヤト四十九人ノ者ドモ一時ニ腹キル掛

堀部・小野寺・間・磯谷ラ声々ニ︑若殿バラ追付玉ヘ︒尋常ニ

南無三方︑上野介ハナカリケリ︒今ハ弓ヲレ矢尽タル仕合ナリ︒

ナシ天井ヲ打チヤブリ殿中・奥口・湯殿マデサガシ求ムレドモ

トシテ虫ナク野原ノ如クナリ︒蟻ノハフマデ聞ユル体ナリ︒ソ

ヲ立ズ︑死人ハ枕ヲ並ブ︒雑人ハ落チリ︑シヅカナルコト寂寥

ニ千歳ヲフル心地ゾスル︒早横雲モ引ワタル比︑手負ドモハ息

︵宝︶

大石コノトキニ又呼子鳥ヲ吹テ惣人数大勢打アツマリ︑コノ節

オ ︶通

ノ シ ヅ カ ナ ル コ ト 言 語 ニ 絶︑ 誠 ニ 内 蔵 介 ノ 謀 略 神 ︵

46

良上野介ハモシヤ命ノ遁ルルト案内ハ知ツタリ︒近習ノ若者

︵不側︶

ニ顔ニ色アル人ハナカリケリ︒内蔵介モアキレ果タル体ナリ︒

不思義也︒コノトキニ当テノ智弁近比ハタラキタル人ナリ︒

剛力士ノ如ク目ザマシキ風︵

ウ︶体︑椽ノ下クマグマ板ヲハ

45

諸人口々ニ︑口オシキ次第ナリ︒生涯ニテハ在処サガシ難シ︒
只今死シテ即時ニ魂魄来ツテタヅネ出シテ︑打コロスベキ也ト

一吉
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44

二人召ツレテ︑タヅネ求ムル跡々ニ立忍ビテノガレノガレテ︑

メヨ︒面々鎗ヲ︵

若輩者ナリ︑上野介ニ非ズ︒ソノママニ追ノガシテ吉良ヲ討ト

然ル処ニ天命ノ尽ル処彼カケ声ヲ聞ヒテ︑扨ハ大石一党切腹シ

リハアク様ニコシラヘ︑セメテコノ内ニ大事大事ニ忍バレタリ︒

入レ置レタリ︒コノ内ニカガム︒外ヨリ錠ヲヲロシテ置︑内ヨ

遁レザル処ナリ︒下リテ勝負シ玉ヘト云ヘドモ且テモノ云ハズ︒

ナリ︒間十次郎十文字ノ鎗ヲ以テ︑上野介殿カ様ニセリツメテ

ニ小闇キ処アリ︒ソノ処ニ一人立テリ︒白キ小袖ヲキタル老人

ノ鼠猟リスル如クナリ︒終ニハ今ハ隠レラレザルヤ︒長持ノ上

ウ︶入レテ諸道具ノ間ヲカリ出ス︒蔵ノ内

居間ノ側ニ囲ノ次ニツヅク炭部屋アリ︒コノ処ニハ茶湯道具ヲ

タルト心ヘ︑只今︵ ウ︶マデ雷ノ如クサワギタル者ドモヒシ

47

ニ物音アリト云フ︒内蔵介コノ時突立上リ打笑ヒ大音ニテ︑上

コソリト人音スル︒主税早クモ聞付ケテユビサシシテ︑アノ内

トシヅマル︒必定自害ト思ヒ究メテ立出ント仕玉フニ︑コソリ

孫太︵

ヲ上ルヲ足ノカガマリニ鎗ヲカケテ引下シタリ︒ソノ時ニ奥田

介太刀ヲヌイテ切リ合ハスルニ額ノ上ヲカスリタリ︒アツト声

コノ故ニ比興ナル人ヤト十文字ノ鎗ヲ以テツキカカルニ︑上野

オ︶夫押コンデクミ伏セテ︑馬ノリニシテ首カカント

野介ニ紛レナシ︒打ヤブレト下知シテ︑コノ炭部屋四方八面水

46

玉ヘ︒モシマタ︵ オ︶家来ノ者ナラバ︑出テ上野介ノアリ処

上野介殿ヤヲワス︒イツマデ忍ビ玉フヤ︒尋常ニ立合テ勝負シ

シ来リ︑入リ口ノ戸ヲ鎗ノ石突ニテ打放シ手燭ヲサシ入レテ︑

モモラサズ追トリマキ面々立カカル内ニ︑奥田孫太夫一番ニヲ

ナリ︒燭ヲ上テ見ヨト立カカリ︑ミレバ内匠殿ノ切ラレタル古

シリタリ︒上野介ナラバ額ニ疵後ロ疵髻ノキワニ古疵アルベキ

ナレドモ上野介カ改メヨト云︒堀部安兵衛来リ︑我上野介ハ見

スル︒内蔵介下知シテ︑シバラク待チ玉ヘ︒ウタガヒナキコト

48

レハ何ノタメゾヤ︒錆矢ノ一ツモ射出スニハ及バズ︑大キニウ

リテ炭ヲナゲ出ス︒何サマ二三人ニテナゲ出ス有サマ︑ソモコ

兎角返答モナク︑又矢ノ一筋イ出スニモ非ズ︒池田炭ノ箱ヲ破

ヲ申スベシ︒今ハカクサシツマリタル処ナリトノノシレドモ︑

︵ ウ︶ノ中ニトリマク何ニ心元ナキコトハナシ︒内蔵介サシヅ

タリ︒奥田ソコヲ放セ︒首打ツ時ハ貴殿ニ討スベキゾ︒今大勢

思ハレケルヤ︒吉良正統ノ家ノ系図一巻ヲ持︑吉良殿ニ極マリ

疵アリ︒殊ニ白綾ノ小袖三ツ着タリ︒又首ニカケタルハ逃ント

47

二人ヌキ刀ニテ打テ出タリ︒ミレバ若輩者也︒面々コレヲ見テ

ロタヘタル体ナリ︒大勢乱レカカリ内ニ入ル︒物カゲヨリ若侍

宝ナリ︒三方ヲ尋ネテコレヲノセ居間ノ上ニ置ベキナリ︒扨皆

ニテ吉良ノ家系図ハコノ方ノイコンナシ︒高家ノ歴々末代ノ重

48
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オ︶ナ

引出スニ︑大勢ノ中ニ囲ミテアユマスル羊ノ歩行ナリ︒サテ上

キテ︑惣中ニ申フレテ手燭ヲシメシ火ノ用心ヲ念入レ︑夜討ノ

リ︒書院ノ外ノ床ノ上ニ︑書置一封ヲノコシテ硯蓋ニノセ指ヲ

同ク開ケ手ノマヒ足ノフム処ヲ知ラズ︒今ハコレ迄︵

野介殿ヲ大勢ノ中ニ引スヘテ皆 ミツクベキ体ナリ︒内蔵介尋

古法ナレバ武具ヲ少々ノコシ捨ヲクベキ也︒コレハ古法夜討ノ

一処ニヨリ合フ如ク広キ処ノ書院ニ引出セト︑居間ノマン中ニ

常ニ進ミヨリテ︑上野介殿ノ右ノ手ヲ取テキリキリト引上ゲネ

作法ニ家名シルシタル武具ヲ跡ニ残スコトハ︑名ノシレザル時

傷ニ及ビ打モラシテノ生害︒ソレヨリコノカタ我々思ヒヲコガ

リ侫奸ヲハタラクノミカ︑主人内匠頭ニムジツノ讒ヲカマヘ刃

本望ゾ︒上野︵介︶殿ヨク聞玉ヘ︒貴方一生ノ中栄耀身ニアマ

討ノ古法ナリ︒ソノ古実ハ乱スベカラズトテ大庭ニ出デテ連中

タリ︒上野介ノ首ハ上ル︒火ハシメス︒コノ時大石云フハ︑夜

ハ忍ビ夜込ニナル︒コノ故ニ残ス古法ナリ︒然レバ書置ハ残シ

ウ︶太

ヲ集メ︑序ノ太鞁ヲ二ツウテバ居リシク︑三ツ破ノ︵

︵ツカ︶

ヂ上テ︑涙ヲハラハラト流シテ︑扨モウレシヤ︒年来ノ︵ オ︶

50

シ胸ヲサク︑年来ノ辛苦誠ニ不二ノ大山ヲ百重ネ︑大海ノ水ヲ

49

テ最期シ玉ヘ︒内匠頭ガ家来大石内蔵介良雄也︒
︵ ウ︶主税ナ

手ニ入タリ︒キザミテモアキタラズ︒天命ノ尽ル処ヨク見覚ヘ

貴殿一人ノ心ヨリ大勢ノ者ノ難義ニ及ブ︒ウレシクモ今我々ガ

ノミホスノ心︑不便ノ妻子ヲステテ貴方一人ヲネラフ︒皆コレ

年来ノ本懐上野介ノ首上ゲタリ︒ニギリ玉ヘ︑追付我々モ三途

尋ネテ泉水ノ端ニ半息ニテ居タリ︒内蔵介立ヨリ︑イカニ只七︑

ヤ勇士ヤ︒ソノ法モヨク調ノヘタリ︒扨武林只七ミヘズ︑諸方

鞁ヲウテバ立ツ︑三度立スグリ居スグリ改メテアツパレノ武士

50

期手付タリ︒両人立カカリ腹ニスヘカネテ︑脇指ノ刃ヲヒキ鋸

今ハ早コレマデ也︒首トレト云フ時ニ奥田孫太夫・間十次郎最

介殿一言モナク只念仏バカリ也︒ソノ内ニハヤ夜モ明方ニナル︒

ルゾ︒吉田・片岡・堀部タレカレ面々口々ニ恨ミノ言バ︑上野

ゴトク皆々同音ニ︑浅野内匠頭家来ドモ︑只今主︵ オ︶君ノ

セ︑寺西弥太夫・寺坂与太夫コレヲ荷フ︒コノ節兼テノ定メノ

ナツキ手ヲアグル斗リナリ︒急ギ鎗ヲカラクンデ只七ヲカキノ

川ニテ対面スベキゾト首包ンダル羅ヲ握ラセケレバ︑悦ブヤウ

カリ終ニ押切タリ︒誠ニ心地ヨキコトコノ上ナシ︒内蔵介カネ

ノ如クシテソロリソロリト押キリニスル︒コノ内ノ苦痛イカバ

ケリ︒屋シキ廻リニステタル道具ヲ改メ書付扣シテ出ル節︑上

手負三人ヲ中ニ包ンデ人数ヲ立ツレバ︑夜ハホノボノト明渡リ

仇吉良上野介ヲ討テ御首ヲトリ︑屋敷ヲ立去候ト呼ワリ呼ワリ︑

51

テノ用意ウスモノニ包ンデ惣人数一処ニアツマリ︑宿懐一時ニ
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49

ヲ首ノ上ニサシカケテ︑白キウスモノヲ上ニヲヲヒテ行列三度

野介首ハ間十次郎・奥田孫太夫コレヲ持︑中ニ居テ中村勘介鎗

定メテ流布シツラン︒︵ ウ︶上杉殿ノ屋シキニモ聞伝ヘラルベ

申シ渡スハ︑既ニ上野介ヲ討トツタル上ハ︑コノ騒動江戸中ヘ

厚キヲ打テウスキニ出ルノ法ヨク守リタリ︒前代未聞仕スグリ

太鞁ヲ打︑急ノ太鞁ヲ打ツトキニ裏門ヲ開キタリ︒コレ古法ニ

杉家ト弓矢ノ勝負ナリ︒今朝ノ定メノ如クニ四組ニシテ又ソノ

定也︒ソノ節ニ至リ手ヲ拱イテ討ルベキニアラズ︒浅野家ト上

キ也︒然ル時ハ実父ノコトナリ︒討手ヲサシムケラルベキゾ必

︵不側︶

内三人組ニシテ︑カケ引ハ拙者下知申スベキ也︒ソノ心得第一

ナリト申渡サル︒一同ニ心ヘ︑アワレ上杉殿ノ人数来レカシ︒

マダコトタラザルヤウナリ︒一勝負シタキ物也トノノシリテソ

オ︶キヤ︑幸ヒ近辺也︒無縁寺然ルベ

ホドニコノ騒動近処ノ屋シキ越前ノ家人本多孫太郎・土屋主

処ナレバ寺モ然ルベ︵

只面々ノ屋敷ノ中ニ人数ヲ揃ヘテ屹ト待カマヘ︑塀ゴシニノゾ

ラヌ首ヲ中ニスヘテ持タリト云︒コノコト大キナル雑説ナリ︒

使者無益ノヤウナレド︑コノ使コレナキトキハ︑騒動ニカケ合

ウ︑残ル処ナク近処ヨリ見トドケラレタルコトナリ︒コノ節ノ

皆打ステノ骸ナリ︒何トシテコノ首ヲ内蔵介一寸モ放スベキヤ︒

上野介屋シキ公義ヨリ糺明ノ節︑首ナキ胴ハ上野介バカリニテ

ウ︶ザルタメ也︒不意ニハ出来ラザルコトモ

又モシヤ上杉殿ヨリノ討手来ルベキヤト下知シタルモ︑惣人数

蔵介ハ本懐ヲ達シ︑吉良殿ノ屋シキ門前ヲ引ハラヒ惣人数ニ

内蔵介一党廻向院門前休息之事

セタルトキハ︑大ニ六カシキコト也︒コレヨク心付レタリ︒只

一内

ノ心ヲコタラ︵

キ見ルバカリナリ︒︵

一或ウバワレンヤト︑コノ首ヲ先達テ芝ノ菩提寺ニサシコシテ︑ア

異説ニ︑コノ節モシヤモレ聞ヘテ︑上野介殿ノ首ヲ上杉殿ニ

シト各打ソロヒテ廻向院ノ前ニ赴キケリ︒

53

オ ︶コ ノ 故 ニ 内 蔵 介 ガ 退 キ 口 人 ノ 立 ヤ

相伺フ︒ソノスジスジコレアルコトナレバ中々隙ドリ埒アカズ︒

ト如何アルベキヤトカク下ニテ事スムマジキ︑寄合衆ハ頭ラニ

申ス条︑御出会アルマジキノ旨ヲ申シコトワルユヘニ︑コノコ

ナヘヲ立ル︒内蔵介下知シテ︑コノ処町屋ニテ如何︒討死ノ場

吉良殿隣家騒動之事

良士︑末代武士ノ鏡ナルベシ︒

︵家臣︶

タル義士ノ中ニ︑大石内蔵介ハ大丈夫ノ︵ ウ︶智謀不思義ノ

52

一去税殿・牧野一学殿彼夜半ノ比内蔵介ノ案内使︑主君ノ仇只今討

51

今退キ候ト又使ヲヤリ前後ノ首尾ハ合セラレタリ︒

52

ヲウケテ腹切ルベキトノ覚悟ハ究メタリ︒然レドモ夜中大キニ

内蔵介ハヨク合点ノ前也︒始終ハ芝ノ泉岳寺ニ入︑公義ノ検使

53
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休息シテ諸人心ノ落着タル以後ニ︑変ニ応ジテ作略モアルベキ

ハタラキ︑皆 覚 クタビレツカレテサワギタルアトナレバ︑暫ク

合コジ合ヒタリト売後ニハ身代二ツ一ツニナル︒近比不

ニ又売リ重ヌル拍子ニカカリ上レバヒタト高クナル︒押

タリ︒下ルベシト売買ニスル︒上レバ損金アリ︒コノ故

︵ナシ︶

トノ大石心底ニテ︑無縁寺ニ立入覚悟ナリ︒何サマシヅカナル

合点︵

ウ︶千万ナリ︒相場ニツレバ損金ハアラジ︒ソ

処ナラデハ思慮思案モ出ザル物也︒万ノ作略ヲナスト云ノモ中々

ウ︶

ニ諸人ノ唇ニ評スルト云コトモ中々ヲロカ也︒誠ニ古往今来︵
オ︶ナキコトナリ︒
忠臣規矩順従録巻之十五終︵
忠臣規矩順従録巻之十六
︵低︶

ノ時々ニ従ヒテ救ヒ商ヒニシテ︑少々ヅツ利ヲミテ必々

深クコジアヒ身ヲ損ズルコト勿レ︒タトヘバ分限者ノ零

落タル時モ以前ノ通リニテスマズ︒身ヲ下ゲテハタラク

︵理︶

ベシ︒時節ニツレテスル水ノ低キニ流ルルノ味ヒナリ︒

軍法ニハイカナルヨキコトニテモ琴柱ニ膠スルノ利︑琴

オ︶時ニハ大ニチガフ物ナリ︒タトヘバ神妙ノ謀

ノ調子ヨキトテ︑コトヂニ漆付ノ如クニカワヅケニシテ

マズ︒ソノ挨拶マデモ大キニカワルナリ︒水ノ低キニ流
︵理︶

ルルノ利也︒無理ニ力ヲ入レテコダワルハコレ洪水ヲ防
グ如ク也︒千丈ノ堤ニテモヲシヤブル人力ニハ相叶ハズ︒

ウ︶ヨリ討手来ラバ一勝負スベシト腕ヲサ

一既大石内蔵介一党残ラズ四十九人︑マヅ廻向院ニテシバラク休息

ニ夜モ明放ルレバ元禄十五年十二月十五日ナリ︒卯ノ上刻ニ

大石内蔵介無縁寺前休息使節往来事

軍法ノ方円神心ノ曲尺臨機応変第一也︒

キニ流ルル如ク応ジテ︑変ニ随ヒ作略不思義ノ人ナリ︒

︵議︶

略スル︑トカクニ臨機応変也︒内蔵介前後ノ謀只水ノヒキ

︵低︶

略ニテモ合ザル場処アリ︒立処ニ転ジテ別ニアラタニ謀

ノ︵

語ハ日用ニ諸人ノ心得ニナルコトナリ︒水ノ低キニ流ル

︵筋︶

ニ相従フ︑
︵ オ︶或ハ年ヨリ家替ル以前ノ通リニテハス

ナリ︒無理ニ以前ノコト思ヒテ埒ノ明ヌコト也︒ソノ時々

ワルニ時々ノ主将ノ気スジアリ︒昔ノ如クニ万端行ヌ物

ノコト武士ノ公辺ノツトメニモ︑ソノ時々ノ将軍御代カ

然レドモ仏説ニハ随宜ト説カレタリ︒宜ニ従フナリ︒常

重ネテ︑又日和ノハレ曇リニ或ハ風ノ替リニシテ︑又ソ

54

ルハ勿論ナリト︑用ヒザル時ハ何ノ役ニモ立ザル語ナリ︒

兵書ニ云︑凡ソ謀略ハ水ノヒキキニ流ル如クナリ︒コノ

55

56

シテ︑若上杉殿︵
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54

或ハ商人ノ上ニモ相場ノ高直ニナルヲ︑イヤイヤ高スギ

56

55

内ニ使者ヲ以テ申シ入ル︑前原猪介ナリ︒然ル処ニ廻向院ニハ

スリ︑又公義ヨリ検使来ラバ切腹スベシトコノ門前ニ居テ︑寺

風ノ如ク︑肌ヘモ大キニウルワシク髪モ半バ黒ミテ覚ヘ候︒コ

シ候ヘバ夜ノ明ケタル様ナリトハ誠ニ今朝ノコト也︒寒気ハ春

オ︶スベ

崎・大高ナド頭ドリシテ︑面倒ナル坊主︑付ケ上リナル奴原カ

リ︒寺内ヲカシ玉ハルベシト云ヘドモ更ニ承引ナシ︒奥田・神

リ︒内蔵介又申入ラルルハ︑当寺ハ無縁寺ノコトナリ︒結縁ナ

ロヒテ︑本庄一ツ目ノ川岸通リ六間堀ニ出ル︒成ホドシズカニ

縁寺ヨリ再三ノコトワリユヘニ︑是非ニ及バズ大石一党皆打ソ

ハ心底剛強ノ人故ニ内蔵介ノ口上ヲキキテ感心落涙セリ︒扨無

シト笑ヒ玉ヘリ︒内蔵介ノ内心ハ殊ノ外丈夫ニ相ミユル︒堀部

ノ上ニ生害ニ及ブ時ノ骸ハ若ヤギ︑髪モ皆黒ミ申︵

ナ︒打破テ入レト立カカル︒大石制シテ︑既ニ吉良殿ヘヲシ入

行︒今朝ハ大ニ寒気ツヨク肌ヲ通ス︒コノ内ニ酒一ツ呑マルル

イカガ心エケン︒門ヲ閉テ且テ内ニ入レズ︑再三ノコトワリナ

狼藉ハ心ノママニ︵ オ︶仕タリ︒コノ以後ノ狼藉ハ死物狂ヒ

58

タミ床几ニ腰ヲカケ︑惣侍中ハ鎗ヲ横ニシテ皆腰ヲカケ休息ス︒

ト人ノ云ベキ也︒必シヅマリ玉ヘト面々ヲ押ヘテ︑内蔵介ハタ

若者ドモバラバラトコノ店ニ入︑湯ヲ出セ︵

ニブカルベシト︑コノ通リノ道筋酒屋アリ︒内蔵介サシヅニテ

面々モ半バアリ︒大ニツカレタル時ハ上杉殿ノ討手ニハタラキ

ウ︶ト云︒亭主

コノ節ニ法師一人大キナル袋ヲ持来何ヤラン皆々ニクバリ︑冨

57

ル︵ ウ︶ハ︑去年マデハ内蔵介殿髪黒ク肥満シテ若ヤカニ候

ニクバリテ去ニケリ︒コノ節堀部安兵衛内蔵介ノ前ニ来リ申サ

ツクシテ隠遁出家シタリ︒今コノ節密柑ヲ三ツヅツ各ニ息ツギ

コレハ彼伏見ノ利斉ナリ︒前方冨森ノ老母生害ノ節アワレヲ見

森助右衛門ニ挨拶︑念仏申シテ鉦打タタキ両国橋ヲワタリ去ル︒

トヤアルベキ︒酒代ハ渡スベキ也ト寺西弥太夫懐中ヨリ金二両

若者ドモ云フハ天下ノ御法度ダニ用ヒザル我々何ノ法度ト云コ

酒ヲ出セト云︒亭主申スハ︑居酒ハ公義ヨリノ御法度ナリト云︒

コノ故ニフルイナガラ︑湯ハ未ダタキ付申サズト云フ︒然ラバ

大キニ肝ヲケシ︑大勢ノ中手負モアリ︒血ダラケノ人モアリ︒

58

ニナリ玉フ︒昨日芝ノ泉岳寺ニテ対面ノ節マデハ左ノ通リニ見

ヒシニ︑去年巳年ノ辛労ヅカレニヤ肌モ痩ヲトロヘテ鬢モ半白

ヲ打クダキテ酒樽ニ茶碗ヲ入︑汲ミ出シテ半ホドヅツコレヲ呑︑

出シテナゲ渡シテ︑四斗樽一ツヲ荷ヒ出シテ︑鎗ノ石突ニテ鏡

オ︶ワカシテ皆々シ

且テ大呑スル人モナシ︒ソノ内ニ湯ヲ︵

カヤギ玉ヘリト云ヘバ内蔵介打ワラヒ︑サレバトヨ︑本懐ヲ達

ウケ候処︑今朝ノ体ハ少シフトリモ見ヘ髪モ黒々ト相ミヘ︑ワ

57

バラク息ツギスル︒コノ節内蔵介亭主ニ硯ヲカリ︑寺西弥太夫

59
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ヲ呼ンデ兼テ申シ渡シソコソコニ︑長持一棹人足四五人コレヲ

町人皆内蔵介ヲ見シリ︑今朝ノ夜討モ伝ヘキキ感心シテ︑手負

元屋敷ノ前ヲ通リ︑亡君ノコトヲ思ヒ出シテ落涙シ︑コノ処ノ

扨若輩ナル矢頭右衛門七ヲヨビ出シテ︑瑞泉院ヘノ口上夜討ノ

ル︑御後室瑞泉院殿ヘ上ラルベシ︒御返事承リ届ケ申サルベシ︒

扨コノ一封ト長持トハ麻布ノ浅野土佐守殿ノ御屋シキニ御座ア

ラルベシ︒扨コノ順路ナレバ愛宕ノ下ノ大目付役仙石伯耆守殿

コノ方ノ落付処ハ亡君ノ御菩提処︑芝ノ泉岳寺ノ心アテニ引取

四辻或ハ廻リ角々心ヲ付︑万一上杉ノ衆ニ不意ヲ討ルベカラズ︒

思ヘドモソレニ及ズト打スグル節︑内蔵介ハ諸人ニツタヘテ︑

︵譜︶

持アルベシ︒我ラノ家来普代ノ侍両人待テアラン︒ソノ侍ハカ

ヒタル人々ニ駕ゴヲ参ラス︵

ウ︶ベシトサワグ︒皆々過分ニ

レコレヘ註進ニサシコスベシ︒兼々所々ハ申シ渡シヲキタリ︒

次第一々言上アルベシ︒又心入レ︵ ウ︶アリ︒父長介只今ヨ

60

ニ四十七人也︒コノ面々同音ニ︑上杉ヨリ討手来ルベキハ必定

ヲ申入ラレタルコトナリ︒コノ故ニ四十九人ノ内両人ノゾク跡

レ行︒右両人ハ瑞泉院殿タツテ留ヲカレケリ︒内蔵介ヨリ内意

リ右衛門七ト名ノリ玉ヘト申シ渡ス︒矢頭・寺西両人即時ニ別

シ候︒御膝元ニテノ︵ オ︶狼藉仕リ候︒我々何分御公義ノ検使

殿ヲ討トリ︑屋敷ヲ引ハラヒ旦那ノ菩提処芝泉岳寺ヘマカリコ

野内匠頭ノ家来大石内蔵介並ニ諸士共︑亡君ノ敵吉良上野︵介︶

ノ使者ニハ片岡源五右衛門・磯谷十郎右衛門︒両人口上ハ︑浅

立出ル時ニ︑武林只七息タヘタ︵ オ︶リ︒何トゾ芝マデ同道

黄泉マデ大事ノ土産︑何コノ手放シ申スマジキト中ニ取囲ミテ

カニ泉岳寺ニサシコスベキヤト云フ︒内蔵介申サルルハ︑冥途

也︒足手達者ナル面々四五輩︑上野介ノ首ヲモテ︑先達テヒソ

何ゴトトハシラズ騒動ヲビタダシ︒併コノ一党少シモサワガズ︑

テ︑跡四十五人成ホドシヅカニ芝ノ泉岳寺ニ赴カレケル︒町々

居玉ヘ︒ユメユメ強剛ノ沙汰コレナキ様ニ致サルベシト立別レ

待奉ルト穏便ニ申サル︒又仙石殿トメ申サレ候ハバソノママニ

61

大キニメイワクスルヲカマワズ︑公義ニ申セ︒定メテ御下知ア

トハ思ヘドモ是非ニ及バズ︑コノ酒屋ノ中ニカキ入ル︒亭主ハ

松平陸奥守殿辻番作略之事

町ノ真中ヲ組分ノ通リニ打スギ玉ヘリ︒

ウ︶潔ナリ︒潔ノ

蔵介コノ度ノ致シ方事々物々滞リナクスラスラト︑皆ソノ節

一内ニ叶ヒ図ニアタレリ︒兵書ノ語ニ︑兵ハ︵

形チハ絹布ヲサクガ如シトアリ︒コレハ廉潔トツヅイテ諸事ニ

61

ルベキナリ︒病人ナリ︒アヅケ申スト衣打ヲヲヒテ金五両紙包
ノ上書ニ︑元禄十五年十二月十四日武林只七討死三十六歳ト書
ツケアリ︒ソレヨリ永代橋ヲワタリ稲荷橋ヨリ︑鉄炮洲内匠殿
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59

60

ハ絹布ヲサク如シトハコノ形口ニ云ハレズ︑筆ニ及バズ︒然レ

ワタルノ語ナリ︒廉ハ少シ物ニ角アリテキツトシタル形也︒潔

テ内蔵介ハ年来ノ思フ敵ハ打スマス︑武功モ手柄モ古今無双

ヲスギ︑手負ヲ駕ゴニノセ断リ申ユヘニヲロヲロニアユマセ︑

一角ノ内蔵介︑スデニ永代橋ヲスギテ鉄炮洲内匠殿ノ元屋シキノ前

ドモ兵書ニ説ク処︑絹布ノ類小刀ニテ少シノ切目ヲ付ケテ︑息

オ︶目付ノ仙石伯耆守殿ヘハ片岡・磯谷両人ヲ遣シ︑又

大︵

御後室ヘハ寺西・矢頭ヲ指ツカワス︒安芸広島大学殿ヘハ内蔵

︵トキハ︶

ヲ吹カケテサツトサク段々︑ミヂンモ曲マズ直一文字ニサケル︒
コノイサギヨキコト心トドコホラズ滝ノ流ル如クナリ︒コレ無

介若党ノ普代者ヲサシツカワシ︑残ル方ナキ裁判コレヒトヘニ

ク如クニ一目モアヤマラズ直スグニサケ通ル︑コノ勢ヒノ如ク

智愚ノ二ツナリ︒何ホド早ク一言ノ下ニサバクトモ︑彼絹ヲサ

ドモ︑万端手アラクナリ十ガ八九ハ仕損ジ多キ物ナリ︒コノ間

急ニ工夫モ思案モ出サル者ナリ︒ハキハキト埒ヲ片付ルトイヘ

扨日比谷︵

スグル︒彼レラ辻番ノ役目ヲ失スル不届ト皆追放セラレケリ︒

キニウロタユル︒評定マチマチナリノ内ニスラリスラリト通リ

テ行ヌケル︒南八丁堀本多隠岐守殿ノ辻番ドモ︑カレコレト大

ン︒コノ通リ筋ヂ勢ヒサン然トシテタケダケシ︒既ニ三組ニシ

︵訣︶

法ニサクルニ非ズ︒常々竪ヨコトモニ随分直ニ織立テ︑ユガミ

絹布ヲサクノ勢ヒ也︒軍法秘決ノ方円神心ノ曲尺トハコレナラ

也︒平常ノ人モコノゴトクナリ︒物ニ滞リナクイサギヨキトキ

カカル時ニ辻番人出テ申スハ︑各大勢異形ノ体也︒殊ニ手負モ

ウ︶町三丁メ裏町︑松平陸奥守殿ノ屋シキ前ニ行

ハ︑心ニカカルコトモナク人ニ恨ミ不足モナク随分安楽ナリ︒

ウ︶

ルコトヲ︑辛苦スル人モアルマジ︒諸事思アン工夫スルトスレ

細ヤアルベキ︒押ヤブツテ通ラント云︒内蔵介大キニ制シ止メ

ラク御待コレアルベシト申ス︒若殿原コレヲキキ︑何ホドノ子

オ︶テ︑各イカナル子細ニテコノゴトク候ヤト相

バ大キニ埒ノ明ザル人間ニナリ︑スルホドノコト云フ程ノコト

頭一人出︵

テ︑タトヘバ小児ノ申スコトニテモ役メナリ︒ソノ意ヲサスベ

ト残ル方ナキ大石アツパレ惜キ人間ナリ︒

皆ヒカヘ思案ニナリ不埒ノ物ナリ︒コノ義ヲ鍛錬ハ大石内蔵介

役目一通リノコトニ候︒屋シキノ役人ドモニ相伺ヒ申内︑シバ

63

キ也トシバラク休息ス︒然ル処ニ屋敷ヨリ早速留主居一人・番

62

ナリ︒時々ニ応ジ変ニシタガヒ義ヲ守リ信ヲ立テテ︑スラスラ

行末ト︑コノ心ノヤウニセバ︑グドグドトハカドラザ︵

ミヘ申ス︒辻番ノ者ドモ小勢ニテヲサヘ申スモ如何ニ候ヘドモ

︵粲︶

コレナキユヘニ直ニサケルナリ︒変ニ望コトニ︵ オ︶望ンデ︑

63

古哥ニ︑サシアタル言ノ葉バカリ思ヘタダ帰ラヌムカシシラヌ

62

64
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タヅヌ時ニ︑内蔵介出テ申サルルハ︑浅野内匠頭家来ドモニテ

テ元禄十五年十二月十五日朝辰ノ半

泉岳寺墓所焼香手向之事

泉岳寺ヘ着︒大勢手

五ツ半比

一角毎ニ武具ヲ持チ手負ハ中ニ包ンデ寺内ニヲシ入ル︒寺中ハ思ヒ

候︒主人ノ敵吉良上野介ヲ討トリ只今菩提寺芝ノ泉岳寺ニ引ト
リ申候︒コノ段先達テ今朝大目付中伯耆守様ヘ御断リ届ケ仕候

ウ︶コトナレバ︑所化・出家中・下僕ドモ大ニヲ

御心ニ叶ヒ申スマジク候︒始終ノ御ハタラキ御手柄トモ︑又泉

形ナル人ハ押トメ申スヤウノ義ユヘニ辻番ドモサシトメ︑定テ

サルルハ︑亡君内匠頭仇敵吉良上野︵介︶討トリコレマデ引ト

ハ大石殿︑イカナル御様子ニヤト尋ラルル︒コノ時ニ内蔵介申

ドロキヲビタダシクサワギ呼ブ︒住僧即時ニ出会︑コレハコレ

ヨラザル︵

岳寺ヘ御引トリノ段承リトドケ︑神妙ノ御コト早ク御通リ候ヘ

リ候︒御寺ニ走リ込申開キ仕ルベキナドノ心底ニ非ズ︒又当寺

ト︑申トキニ彼面々申ハ︑辻番処ハ公義ヨリ御定メ書アリ︒異

ト申サ︵ ウ︶ル︒コノ役人ノ出ル内余ホド手間ドル内ニ︑内

65

マス︒脇目ニ見テハ湯漬食ヲ出サレタリトノ評判今ニノコレリ︒

ヘ︑又別ニ湯トウノカナ色十計リ茶湯ヲ入レテ出シテコレヲノ

家ナリ︑ヨキ役人居合セケルヤ︒早速塗桶ニ水並ニ杓茶碗ヲソ

蔵介辻番ニ呑ミ水ヲ乞ルル︒コノ旨屋シキニ通ス︒陸奥守殿大

香掉ヲ乞︑兼テコレハ常々内匠殿ノ香炉卓ハアリ︑早速ニコレ

四十七人残ラズ内匠︵

様ニタノミ奉ルトノ口上ニテ︑打揃ヒテ残ラズ廟処ニ通ラルル︒

一偏ノ弔ヒ仕ルベシトノ覚悟ニ候︒ソノ間ハ寺内騒動コレナキ

ニテ狼藉仕ルベキ心底ニアラズ︒上野介首ヲ内匠頭墓所ニ手向︑

オ︶頭殿御墓ノ前ニ伺公シテ︑香炉抹

次第ハコノゴトクナリ︒扨陸奥守殿ノ役人申スハ︑各御ツカレ

両人ススミ出テ︑近比︵
七十
三才

ヲ出ス︒御墓ニテソナユルハ大石主税ナリ︒扨寺ニ来ル道ニテ

・堀部弥兵衛

七十
四才

候モ有ベキ条駕ゴヲ申付ベキヤ︒又御老体モ相ミヘ申スト云フ
時ニ︑小野寺十内

ノ辻番ニテ
会津

オ︶過分ニ候︒併中々クタビレ申スホドノコト且テコレナク候
ト︑打ワラヒ一礼シテ行スグル︒又松平肥後守殿

出テシバシサシトメントス︒コノ処ニハ少シモカマワズ公辺ヘ

65

ニサシヲイテ︑一︵

ウ︶番ニ大石内蔵介焼香シテ名ノリ︑ソ

上段ニノセテ向ノ方ニヲイテ︑扨上野介ノ首ヲアラヒテ二段メ

リ︒コノ節内蔵介懐中ヨリ九寸五分ノ小刀ヲ取出シテ︑石塔ノ

来テ︑各四十七人御墓ヲトリマワシテ両手ヲ砂ニツカヘテ居タ

ニモタセ来リコノ桶ニテ水ヲ汲ム︒大石瀬左衛門・横川勘平汲

水向ケノ桶柄杓相調ヘ︑金子一両代ニツカワシ︑則桶屋ノ小僕

66

66

ハ申シ達ス︒陸奥守殿ノ辻番ハ通リ来ル条同ジ姿︑別条モコレ
ナシト相コトワリテ芝ノ泉岳寺ニ付ケリ︒
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64

漸落涙ニ及ビケリ︒

蔵介各ヘ申サルルハ︑亡君在世ノ時ハ禄ニ厚薄アリ︒役目ニ

然レバ各我ラ同列︵

オ︶タレドモ︑焼香ノ義ハ第一番ハ間十

一内上下ノ差別アリ︒只今本懐ヲ達シタル上ハ皆一同ノ浪人ナリ︒

︵第︶

次郎第二ハ奥田孫太夫ナルベシ︒子細ハ大勢四十九人ノ内ニ冥

ミ︑老衰病身ノ輩死ヲ進メ候ヘドモ卒忽ニ叶ヒ難ク︑ヒ

今日ヲ待テ一日三秋ノ如シ︒コノ面々雪ニ立雨ニタタズ

戴ザルノ恥忍ビ難ク︑禄ヲ請ベキ主君ナク思ヒ詰シヨリ︑

義裁許ノ上是非ニ及ズ︒我々尊君ノ禄ヲ喰ノ臣共ニ天ヲ

ヲシラズ︒然ル処ニ尊君ハ御生害上野介ハ存命ス︒御公

年三月十四日尊君ト上野介ト刃傷ニ及︑我々ソノ節子細

百石ヅツノ加増︑内蔵介隠居主税家督︑部屋住五十人扶持内蔵

門隠居領百石ヅツ家督百石ヅツノ加増︑ソノ外ノ諸士中残ラズ

石ヲ玉ハリ座ヲ改ムル︒小野寺十内・堀部弥兵衛・吉田忠左衛

武林只七三人トモニ跡目︵

内蔵介申サルルハ︑只今亡君ノ上意︑間十次郎・奥田孫太夫・

香内蔵介・主税段々ニ皆焼香︑首ハ蜂ノ巣ノ如クニナレリ︒扨

ヲ以テ上野介ノ首ヲ三度ヅツ打︑内蔵介ノ指ヅ也︒コノ次ニ焼

ウ︶御切米ヲ改メ︑新知二百五十

トヘニ蟷螂脚ヲ頼ムノ笑ヒヲ招カバ︑尊君ノ恥辱ヲ益残

介隠居領ニ下サル︒扨コノ侍中ヲハナレハルカニ跡ノ方ニ寺坂

ニテ御所持アルヲ︑内蔵介今日マデ預リ候︒只今サシ上

上野介ヲコレ迄同道仕リ候︒又コノ小刀ハ尊君ノ御秘蔵

忠節ハ大ニ深シ︒コノ故ニ内蔵介惣中ニ申サルルハ︑御足軽寺

取扱ヒノ節︑寺坂一人ハ別ニ殊ノ外格式ヲトルベキハ大ニ残念︑

吉右衛門平伏ス︒彼レ御足軽ナリ︒コノ侭ニテハ以後公辺ヨリ

オ︶忠節ニヨリ新知百石下サレ給人ニ

候︒御墓ノ下魂魄精霊再ビ御手ヲ下ロサレ御鬱憤ヲトゲ

68
坂吉右衛門コノ度ノ︵

69
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ノ次大石主税・片岡段々四十五人名ノリ焼香シテ︑跡両人仙石
殿ヘノ使者片岡・磯谷ノ名代マデ相スミ︑内蔵介寺ヨリ硯筆ヲ
カリテ心底ノ口上書即時ニ諷誦ヲ上ル︒コレハ面々ノ心底ヲ申
上ル条ヨクヨク平伏シテ聞届ケ玉ヘ︒コレ惣中ノ披露也ト中音
ニ誦ル︒天晴大石ハ文筆モ達者ナリ︒

︵只︶

加ニ叶ヒテ十次郎一番ニ鎗ツケラルル︒奥田首ヲ上ル両人︒弟

三ハ武林唯七名代焼香アルベシ︒ハタラキモスグレ討死大功ア

年十二月十五日只今名ノリ申ス諸士︑大石内

蔵介ヲ始メ寺坂吉右衛門与太夫ドモニ至ルマデ四十七人︑

リ︒コノゴトク申サル︒各畏リ奉リ手向焼香スルトキニ︑小刀

元禄十五

死ヲ盗ムノ︵ オ︶臣等謹ンデ亡君ノ尊霊ニ告奉ル︒去

壬
午

68

スカ︵ ウ︶ト遅引仕リ候︒漸昨晩上野介宅ニ推参仕リ

67

玉ヘ︒右之赴四十七人一同ニ申上候ト読ヲワリ皆平伏ス︒

67

ヒ有ベシト和尚ニ相渡ス︒和尚モ相心得候ト請トラレケリ︒扨

ウ︶領主実父ノ首ナリ︒出馬アリテモ取カヘサデハ叶ハザル義

仰付ラルル︒各同列ニ入レ候ヘトノ御意ト云︒寺坂感涙流シテ

惣連中御墓ニ向ツテ︑アリガタシト御礼申シ上ル︒誠ニ年来ノ

也︒我々モ門外ニ出テ働キ首ヲ参ラスベシ︒寺内ノハタラキハ

内蔵介申サルルハ︑我々ノ礼義ハコレマデナリ︒上野介ノ家来

本懐也︒武門ノ意地近比殊勝千万ナリ︒コノ内蔵介ノ始終ハ諸

ユメユメ仕ルマジキ也︒随分穏便ノ口上也︒住持ハ禅僧也︒活

アリガタク皆々モ大キニ悦ビコノ節同列ノ末席ニ入︒御預ケノ

照リク

達ノ人ニシテ少シモヲドロカズ各心底感ジ入︑先御休息ト方丈

ドモ面々サゾ残念︑又上杉殿ノ家来ドモ米沢十五万石ノ大︵

コノ哥ハ

時モ皆一同ナリ︒只今ノ一通リハ寺坂ヲトリ立ベシトノ本意カ︑

モル思ヒハ晴ツ身ハステツ浮世ノ月ニカカル雲ナシ

ニ入︒内蔵介父子ハ座ヲヘダテラレタリ︒昨夜以来寒気皆凍ヘ

国トモニ大ニ感ズル処ナリ︒コノ時ニ内蔵介ノ詠哥ニ

感ズベ︵ ウ︶シ誉ベシ︒歌ノ善悪ハ評ニ及バズ︒今コノ節ニ
去リトテハ心底ノ落付タルシホラシサ︑古今無類ノ心底殊ノ外

盃也︒小野寺申サルルハ︑我々土中ノ骸骨存ジヨラズ︒御介抱

玉ハント︑白粥ヲ煮テ出シテ饗応致サレ酒モ出サルレドモ皆禁

オ︶申

胸ノヒロキ人ナリ︒サルホドニ今朝寺西弥太夫・矢頭右衛門七

サレタリトカヤ︒

ウ︶

ノ義ハワスレヲカズ︑過分ノ至リトネンゴロニ礼ヲ︵

レシサモ忝サモ先トリアヘズ︑上野介首ヲ見届ケノタメト云ヒ︑

忠臣規矩順従録巻之十六終︵

両人ヲ御後室瑞泉院殿ヘ註進ニ越︑瑞泉院殿他ニコトニ悦ビウ

実ハ内蔵介ニ今度ノハタラキ一礼︑御局戸田早ノリ物ニテ上野
介首ヲ見トドケテ屋敷ニ帰ルサ寺ニモ頼マレケリ︒

71

70

において︑
﹁忠臣規矩順従禄﹂とした箇所はすべて﹁忠臣規矩

︹前稿訂正︺本誌前号に掲載した﹁翻刻﹃忠臣規矩順従録﹄
︵一︶

71

︵やまもと

たかし／本学教授︶

順従録﹂の誤りである︒訂正してお詫び申し上げる︒

0

内蔵介方丈ニ入休息之事︵ オ︶
蔵介一埒スミケルアトニテ︑惣中同道ニテ上野介首ヲ本堂ニ
一内持参シテ︑モハヤコノ首入用ニコレナシ︒主君ノ為ニ敵ニテ候
ホドニ思フママニ仕候︒併高家ノ歴々ノ人ノ首ナゲステテ犬鳶
ノ餌食ニモ残念ナリ︒御寺ノコトニ候ヘバコノ上イカ様ニモ︑

0

70

上杉殿ヘ送ラレントモ又御弔ヒ有ベキトモ︑ヨキ様ニ御ハカラ

235
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