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翻刻﹃忠臣規矩順従録﹄︵三︶

山

本

卓

ヲ見テハ盗ミ隠スノ人ニテモ︑汝ガ心入見トドケタル条

︵外題︶

十七至二十

忠臣規矩準縄録

守ルナリ︒コレ則当然ノ義利ナリ︒義ヲ知ル故ニ失却シ

預クルト云ヘバ︑ソノ人心ニハゲミアリテ極メテコレヲ

兵書ノ語義ヲ知ル者ハ恥ヲシル︒恥ヲ知ル者ハ死ヲ知ル︒

テハ恥ト云フコトヲシル︒況ヤ武士ニ於テヲヤ︒元来士

忠臣規矩順従録巻之十七

死ヲ知ル者ハ武士ナリ︒コノ語ハ今当前吉良殿ノ家来ド

法ニハ︵

ウ︶義ニ死ヲカユル︒コノ大根ヲ知ル時ハ則

モ也︒凡ソ人情恥アレドモ且テ見分ガタキコトナリ︒世

ナキモ恥ナリ︒ソノ身治ラズシテ遊興ニ長ズルモ恥ナリ︒

常々武士ノ一身ヲ守ル義芸ノナキモ恥ナリ︒出家ノ学問

カケズト云フ如ク也︒恥知ラザル人ハ恥カイタコトナシ︒

ノ中ノ世話ニ恥ヲカクニ爪チビレズ︑勘当カフルニ歯ハ

泉岳寺ヨリ寺社奉行ニ訴之事

取ラルル恥ハ︑コノ上ニアルマジキナリ︒

公辺ノ吟味ニ出合ヒテ︑散々浅マシク下郎ノ如ク口書ヲ

始メ家中残ラズ臆病至極ノ働ラキ︑皆ソノ恥ヲ知ラズ︒

死ヲ知ルナリ︒死ヲ知ルハ武門ナリ︒抑吉良左兵衞殿ヲ

︵カウムル︶

一︵ オ︶事一物考ガヘテ人ニ恥ナキコト非ズ︒コレヲ

1

考ガヘ守ルハ義ナリ︒義ヲ守ル人ハ恥ヲ知テ嗜ム︒義ハ

岳寺ヨリ寺社奉行ニ早速註進コレアルベキノ処ニ︑討手来ル

オ︶サレ︑近辺ノ寺方東漸寺ニタノマレ

一泉時ハイカニ寺方ニテモ師且ノ間ナレバ︑ミレンノハタラキ叶フ
ベカラズト在寺致︵

大ニ云ヘバ莫大ナリ︒下ゲテ軽ク云ヘバ一身日用ニアル
ナリ︒或ハ軽キコトニタトヘテハ︑下郎下賤ノ奴僕金銀

2
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1

丈夫ニシテ胸中サワガザル︒諸人ノ誉言トナル︒天晴ノ勇士也︒

片岡・礒谷両使仙石殿作略之事

岡源五右衛門・礒谷十郎右衛門両人ハ夜討引トル節︑仙石殿

ニ居玉ヘリ︒コノ節門前大キニサワガシク︑スワヤ上杉殿ヨリ

ニマイリ候ユヘニ夜中手合仕候︒ヤリ御門前ニサシ置候︑事ガ

リ︒両人玄関ニテ洗足シテ上リテ玄関ニテ申スハ︑路次ヨリ直

来ルベキヤ︒雑人ノサワギドヨメク申サル︒内蔵介コレヲ聞︑

ヅカニ引取リ候内︑只今マデ追手来ラザルホドノ体ニテ何トテ

打取リ︑内匠頭菩提所泉岳寺ニアツマリ居候︒イカ様ニモ仰付

対談ニ及ブ︒片岡・礒谷申スハ︑主人内匠頭敵吉良上野介殿ヲ

ケタル体ハコレナシ︒仙石殿登城前ナリ︒袴ハヲリニテ出デテ

︵リト︶

左様ニハ思ヘドモ夜中ノハタラキ刃物并用ニ立難カラン︒ソノ

ラルベシ︒御検使ヲネガヒ奉リ候︒各揃ヒ候テ伺公申スベク候

芝居ノ切合ノマネシテミセ申スベシト︑咄シ咄シ笑ヒ笑ヒ大小

咄サルルハ︑皆ヨク見玉ヘ︒追付上杉殿来ラバ︑浄ルリノ人形

カミソリ砥ヲカリテ︑大小ノネタバヲ合セテ小僧ヲ相手ニシテ

ルベキトノ義ヲ申ス︒伯耆守殿念ヲ入レ尋申サルルハ︑頭ヲ立

政法ヲ破リ申ス我々ニ候ヘバ︑何分ニモ御検使ヲ相マチ生害仕

ヘドモ︑大勢ハ憚リ多ク候ユヘ右御届ケニ我々両人参リ申ス︒御

ウ︶申サルルヤ︒又外ニ散リタル

タル面々バカリ寺ニ集リ︵

用意然ルベキナリトノコト故︵

オ︶ニ︑主税ハ小僧ヲヨンデ

4

ヲトギネタバヲ合セラレタリ︒然ル処ヲ聞ヒテハ主税ハ殊ノ外

4
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留主ノコトヲ頼マル︒コノ住僧俗気ノハリタル人ニシテ︑寺中
ノ出家並ニ寺近辺ノ若者ドモ︑四五十人召ツレテカケツケテ︑
相心ヘ候︒我々ニ御マカセアリ︑寺社奉行ヘ御届ケコレアルヤ

ウ︶テ口上ヲ申達ス︒取

次ハ桑名武左衛門ト云フ者ナリ︒ソノ口上ノ赴ハ︑恐ナガラ仙

ウニシカルベキナリ︒上杉殿ヨリ人数サシ向ラレ候ハバ︑寺内
ハ堅固ニ持申スベシトウケガフ故ニ︑泉岳寺ハ公義ニ訴ヘニ出

石伯耆守様ヘ御直ニ申上ベキノコト候︒浅野内匠頭家来ドモニ

一片ヘノ使者惣名代ニ行︑玄関式台ニ︵

ラレケリ︒一宗聞ツタヱ聞ツタヱ見マヒノ使僧若者ドモ大勢ア

テ候ト申ス︒今朝ノ騒動ハヤカクレナク評判ナク︑伯耆守追付

討手来レリト寺内騒動スル︒内蔵介ハ小僧ヲヨンデ︑諸士休息

マシク如何ニ候︒御門内ニ御入レアルベキヤト申シテ︑広間ノ

︵リ︶

ツマリ︑スサマジク中々守リノ用意キビシカリキ︒コノ節大石

対面申スベキノ条︑土足ヲアラヒ広間ニ通ラルベキトノコトナ

寝入タル人ハ起サレヨト申サルル故ニ︑小僧ドモ走リ来リ主税

オ︶広間ニ入︑少シモソソ

次ニ刀ヲ指ヲキテ︑両人トモニ︵

主税ハ仏間ニ入リ休息少シ︵

ウ︶寝ラレタリ︒内蔵介ハ方丈

3

ヲ起ス︒主税目ヲサマシテ︑何条左様ノコト候ベキヤ︒我々シ

2

3

人モアリヤト尋ネラルル︒両人答ヘ申スハ︑四十七人残ラズ揃

キ両人ト見ル人キク人大ニ感心セリ︒角テ役人ドモ︑尤ノコト

コトハリ申ス︑御ヒキ下サルベシト申スニヨリ︑扨々義勇正シ

オ︶粥ヲタベラルルト申シ来リ︑コノ旨ヲ両人ニ申ス︒左様ニ

ロヒマカリアリ候ト︑懐中ヨリ人別ノ書付ヲ出シテ相ワタス︒仙

ベシト入ラントシ玉フ時︑片岡源五右衛門申ハ︑カ様マデ申上

候ハバ我々モ寺ニテノ食事同前ニ仰付ラルベシト願ヒユヘニ︑望

ナリト急ギ泉岳寺ニタヅネニサシツカワス処︑只今寺ニテ︵

ル段︑寺ニ居候大石内蔵介ヲ始メ残ラズ申聞スタメニ︑一人ハ

ノ如クニ粥ヲ出シテススメ皆出テテ︑夜中ノハタラキ近比御辛

石殿申サルルハ︑先コレニテ相スムコト︑委細ハ追テ承リ届ク

帰リ申スベキヤト尋ヌル︒仙石殿申サルルハ︑只今登城仕ル間

労ト申ス︒両人ハタラキノコト兎角一言モ挨拶ハ勿リケリ︒

吉良左兵衞方ヨリ粕屋平馬ヲ以テ註進ノ事

追付帰リ委細ニ承リ届クベシト︑直ニ登城致サレケリ︒仙石殿
オ︶ユヘニ︑留守ノ内ニ早速カケ合ノ料

石伯耆守殿登城コノ義申上ラル時ニ︑吉良左兵衞ヨリ粕屋平

申付ラレタルコト︵

理用意シテ出サレタリ︒両人過分ノ義トイタダキテ且テ箸ヲト

一仙馬ヲ以テ御老中マデ申シ上ラルルハ︑夜中ニ浅野内匠頭家来ド

ウ︶介ヲ討トリ︑家来ドモ大勢ヲ打殺

大ニスキ忍ビ難キホドニ候︒然リトイヘドモ四十七人同列ニ死

我々昨晩少ノ支度仕リ夜中ワヅカノ働ラキ︑只今ニ至ツテ腹中

ニ召上ラレ候様ニ達テススム︒コノ時ニ片岡・礒谷両人申スハ︑

タヅネラルルハ︑ソノ場ノ体如何︑貴殿ノハタラキ又様子ドモ

ホドキモラヒテ︑平馬ヲ以テ申シ上ラル︒目付衆溝口摂津守殿

故註進延引ニ及ブトナリ︒コレハ縄ニテシバリ付タルヲ漸々ニ

シ今朝夜明ケテ引退キ申ス体︑私義防ギニ立合ヒ申候︒手負候

モ押コミ狼藉︑上野︵

ヲキワメ申ス我々ニテ候︒主君ノ仇ヲ討スマシ悦ビハ又四十七

及ビ申スマジク候︒飢渇ニ及ビ申ス腹モ我々同前ニ候︒然ル処

参リ︑今ホドハ大方主君ノ墓ノ前ニウヅクマリ︑未ダ食事ニハ

ヘニ出ベキト︵

馬申シ上ルハ︑私長屋ニ居申ス処ニヲビタダシクサワギ申スユ

岡・礒谷両人ニクラベテハ犬猫トモタトヘヲトルニ物ナシ︒平

オ︶存ジ候ヘドモ︑長屋ノ外面ニハ鎗長刀ニ

ニ我々両人使者ニ参リ︑幸ヲ得テ美食タブベキニ非ズ︒死ヲダ

人同様︵

大概ニ申サレヨトナリ︒去トテハ人ニハ殊ノ外ノ相違アリ︒片

6

ウ︶ニ候︒然ルニ内蔵介ヲ始メトシテ四十五人寺ニ

老分ノ者ドモ出テ︑麁相ノ料理ニ候ヘドモ伯耆守申付候条︑平

ラズ︒コノ故ニ取次出デテ様々ニ申セドモ且テハシヲトラズ︒家

5

ニ同前ニ仕ルベキ我々︑両人バカリ食ニトリツキ申義ハ如何︒御

7

6

テサシ固メマカリアリ︒又一人打出デテ何ノ働ニモ成マジキト︑
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5

註進仕ルベキノ仰渡サレ︑面々早速吉良屋敷ニハセマイリタリ︒

252

ヒカヘマカリアリ候内ニシヅマリ︑出テ見候ヘバ上野介ハ討レ︑

目付中残ラズ吉良屋シキ中ヲ見分シテ左兵衛ニ対面︑並ニ家

吉良左兵衞屋敷検糺明之事︵ ウ︶

馬ヲ以テ云ハレタリト︑云ハデクルシカラザルコトヲ云︑ウロ

左兵衛ハシバリ付ラレカスリ疵モミヱ候ト︑扨モ十方モナキ平

タヘ者ト諸人ノ笑ヒ草ニナル︒又摂津守殿タヅネラルルハ︑昨

書上野介死骸首ナシ︒両手ノ内一ヶ処ヅツ疵アリ︒膝ノカガマ

リニ十文字鎗ノヒツカケ疵アリ︒太刀ニキリ込二ヶ処柄ニキリ

後ニ側ニヨセタル様ナリ︒コノ節上野介家老斎藤宮内・岩瀬舎

込刃物ニ血少々ヒキタリ︒コノ刀上野介サシ料トハ且テ見ヘズ︒

殿ノ方ヘモコノ平馬註進ユヘニ︑扨ハ大勢ナリトカレコレ評定

オ︶ヘテ︑

人・左右田孫兵衛三人出会テ︑吟味ノ挨拶請コタヘスル︒コノ

三人ノ者皆額ニ疵少々アリ︒先コノ三人口ヲ揃︵

ウ︶然ルベシト大

主︑自身番ニテ町内ニ申シフレ町奉行ヘモ訴ヘタルニヨリテ︑

キニ面目ヲ失フ︒追付ヤシキノ向町家ノ傘屋三右衛門ト云フ家

田五左衛門殿申サルルハ︑無疵者ノ書付︵

我々ハ手負ノ中ニ入︑書付申スベシト云フ︒目付中評定ニテ杉

天下ノ御膝元ニテ御法令ヲ軽ジニクキ奴バラ申スベキ様ナシ︒

ヨリサシヒカヘ以後ニ出申ス処︑上野介討レ左兵衛ハ手負申ス

申上ル︒上意ニハ外ノコト御沙
町奉行

後守殿・小笠原佐渡守殿︑ソノ外御側衆柳沢殿ヲ始トシテ残ラ

リアリ候︒我々戸ヲ開キ出申ス時ニカスリ疵ヲ負ヒ申︑コレニ

キノ処ニ︑小屋ノ前ニハ一間ニ二三人ヅツ鎗長刀ニテ堅メマカ

夜中八ツ丑ノ時前火事ト申シ候︒長屋ニ寝入候者ドモ出申スベ

9

ユヘ︑早ソク粕屋平馬ノ訴ヘ申シ候︒狼藉ハナハダ法外千万︑

ヨリ註進ナリ︒年ヨリ衆稲葉丹後守殿・土屋但馬守殿・阿部豊

一仙ノ近所土屋主税殿・牧野一学殿・本多孫太郎︵殿︶皆支配支配

石伯耆守殿登城註進︑同時町奉行中溝口摂津守殿又追付屋敷

諸所註進之事

ニ及ブ︒コノゴトキノタワケ故ニ終ニ左兵衛モ流刑ニ及ビケリ︒

ウ︶ヲ申ス︒コノ平馬諸処方々ヲアルキ右ノ通リヲ申シ︑上杉

スハ︑何様ニ五六千人バカリニ見ヘ申ストウツケノアルホド︵

一御来ドモ長屋長屋ヨリヨビ出シテ口問口書ドモアリ︒最初改次第

8

晩浅野内匠頭家来ドモイカ程ノ人数ニヤト申サルル時︑平馬申
7

ズ︵ オ︶諸役人中登城︑評定区々ナリ︒先コノ義上聞ニ達ス︒
町方ノ註進追々松前伊豆守

汰ニ及バズ︑吉良左兵衛屋シキ検使仰出サル︒御老中残ラズ列
座ニテ仰付ラル︒検使当番ノ目付役阿部式部・杉田五左衛門並
ニ歩行目付中神谷伝右衛門・樋口弥左衛門・星野加右衛門・伊
谷茂右衛門四人小人目付十人急ニ彼地ニカケマイリ︑検使吟味

9

8

塀ノカベヲ押ヤブリ逃出︑自身番ニ御入隠レタキ由御頼ミニ付︑

ヨビ出サレテ口問ソノ座ニテ申ス赴ハ︑騒動最中ニ家老用人中

ハキトセザル口上ドモ也︒
︵ オ︶ソノ外上野介・左兵衛ノ家来

カノ口上︑不善ヲカクス佞人ノ申シ条︑然レドモ何レニシテモ

ル人ナラバ即時ニ生害モスベキニ︑空耳ツブシテ聞ヌフリニテ︑

時︑相談ニテ手負ノ様ニコシラヘ疵ノ自由白状ス︒恥ヲ知リタ

シバラク隠シヲキ申候︒夜明シヅマリ又元ノ穴ヨリハヒ入玉フ

原平右衛門・鈴木庄右衛門・小笠原長次郎・左右田源八郎・森

門・斉藤清右衛門・新貝弥七郎・小塚源次郎・天野貞之亟・榊

衛門・大須賀治部右衛門・清水一角・和久半太夫・須藤与右衛

ドモハタラキ討死シタル者共ノ書付ハ︑小林平八郎・鳥井理右

申スハ︑御公辺ノ大事ニ存ジ奉リ︑一人ニテモ事ノサワガシカ

平平左衛門・牧野春斎・鈴木松竹並ニ足軽中間二人都合死人十

内匠頭家来ドモト名ノリ大勢火事装束ニテ押コミ︑長屋東西ニ

一吉万ノ体コノ上ナシ︒左兵衛口上ハ︑昨夜丑ノ時八ツノ比︑浅野

良左兵衞殿レキレキノ人ナレドモコノ節口問ニナル︒無念千

ルル︒アワレ心ノ問ハバ如何コタヘン︒扨モ恥カシキコトナリ︒

不届者ト思ヘドモ︑当分吟味ノ相手ニナル故ニ諸事ヲタヅネ問

ニ無疵者ト名付ラル面々ハ︑家老斎藤宮内・岩瀬舎人・左右田

足軽二人中間三人都合二十一人ナリ︒扨面目ナキ仕合ハコノ節

勘右衛門・杉山与五右衛門・大河内六郎左衛門・岩田弥五兵衛

藤一右衛門・石川平左衛門・山好新八郎・永松九郎兵衛・堀江

門・宮石所左衛門・伊藤喜右衛門・松︵ ウ︶山三左衛門・加

ドモ口書ヲトル輩ハ︑松原多仲

刀ニテフセギ働ラキ二ヶ所手負︑ソノ節眼ニノリ入シバラク正

乱入ノ者ドモニハ手負セタルバカリニテ討トメ申サズ候︒私薙

テ身ヲ固メ相ハタラキ︑コノ方ノ家人手負死人大勢コレアリ︒

持参所々方々ヨリ切リ入︑家来ドモ随分フセギ候ヘドモ兵具ニ

足軽小者家中ノ下僕カレコレ都合八十九人無疵者ナリ︒逐電ノ

兵衛・中里仁右衛門・丸山清右衛門・笠原長左衛門中間︵ オ︶

長谷宗兵衛・礒六兵衛・花木市兵衛・鈴木木工右衛門・杉山伝

山下岡右衛門・冨田五左衛門・沢田作右衛門・冨永次郎右衛門・

孫兵衛・粕屋平馬・星野八左衛門・若松新兵衛・近藤徳兵衛・

家老

気ヲ失ヒ︑ソノ後立上リ上野介心元ナク相タズネ候ヘバ早討レ

侍石原弥右衛門・村上甚五右衛門・古沢善右衛門・榊原五郎右

11

・斎藤十郎兵衛・清水段右衛

階子ヲカケ表︵ ウ︶門ノ方扉ヲ打ヤブリ︑皆弓・鎗・長刀ヲ

右ノ内十一人ハ強クハ
タラキタル体ニ見ユル

︒コノ死骸ハ諸処方々ニ散乱セリ︒手負ノ者

九人

︵ナシ︶

左兵衛身上ハ別条︵ オ︶アルマジキト思ヘルヤ︒三人トモニ

11

ラザルタメニ遠慮仕リ候ト︑益トリ持ヲスル︒諸役人中モ随分

10

申︑ソノ節乱入ノ者ドモハ皆々引ハラヒ申シ候ト︑似タカ似タ
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10

12

︵第︶

外庭ニ鎖付ノ鎌一ツ・鉄手子一本・細引三筋・刀一腰

コノ

白サヤ
勝守

ウ︶登城委細言

ゴトキノ物ドモ取アツメ︑弟一吉良家系図一巻・大石内蔵介遺

書一封ヲ取モチ︑漸九ツ時午ノ時ニ目付中︵

上ニ及ブ︒老中並ニ諸役人中残ラズ列座ノ中ニ書付ドモ出サル

年三月内匠義伝奏公家方御馳走役ノ義ニ付︑吉良上野

中列座内蔵介書ヲキ披見

内蔵介書置披見之事

ルナリ︒

一老

ノ返答仕ラズ︑土屋主税殿ニハ在宿ユヘニ目付中ニ立合ヒ申サ

キ義候ヒテ刃傷ニ及ビ︑時節場処ヲ弁マヘザルノ働キ不

調法至極ニ付︑切腹仰付ラレ領地赤穂ノ城召上ラレ候義︑

一去介ニ意恨ヲ含ミマカリアル処︑殿中ニ於テ当座ノガレ難

シコシ︑ソノ上拙者両方荷担スベキスジ目コレナク立合申サズ︒

家来ドモ畏リ奉リ上使ノ御下︵ オ︶知ヲ受︑城地サシ

年十二月十四日

ノ節御サシ留ノ方コ

内 匠 家 来 大 石 内 蔵 介 並 四 十 七︵

ウ︶

様節︑宜御披見願タテマツリコノゴトクニ候︒元禄十五

亡主ノ志ヲツグマデニ御座候︒私ドモ死後御見分ノ御方

ノ義黙止ガタク︑今日上野介殿宅ニ推参仕リ︑ヒトヘニ

シハサムノ段︑憚ニ候ヘドモ君父ノ仇共ニ天ヲ戴カザル

家来ドモ忍ビ難ク︑高家ノ歴々ニ対シ家来ドモ鬱憤ヲサ

レアリ︑上野介殿ヲ討留メ申サズ︑内匠末期残念ノ心底

上ゲ家来ドモ早速離散仕候︒右喧

然レドモ夜明ケ彼ラ引払ヒ候節︑我ラ馬上ヨリ塀ゴシニ見トド

オ︶候ユ

ケ声ヲカケ候ヘバ︑片岡源五右衛門・小野寺十内・原惣右衛門
三人答ヘ︑主人ノ仇ヲ討只今引ハラヒ申ス段断リ︵

ヘニ︑神妙ニ候ト挨拶仕リタリトノ申条ナリ︒然レバ近処屋シ

芦野常
成ト羽

・斧二挺︑村松三太夫・武林只七十二月十四日討死ト書タ

良上野介屋シキニ捨ヲキ申ス諸道具︑鎗一筋・矢柄五本

屋敷之内落シ道具改之事

キ並ニ町屋ノ口書モ相済ケリ︒

一吉

中ニ書
付アリ

14

喧
埖
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衛門外ニ足軽小人数分明ナラズ︒コレラ皆逐電ナリ︒
近隣屋敷申条之事
書院番酒井壱岐守組牧野一学・駿河番留主居三木藤太夫口上

ヲ夜討仕ルノ由︑付届ケコレアリ候ヘドモ︑留主ユヘ無人見合

一御ハ︑昨夜半浅野内匠頭殿家来大石内蔵介︑主君ノ仇吉良上野介

セ候内︑七ツ比ヨリ大ニサワガシク手前ノ門前ニ人ヲ付︵ ウ︶

13

ルルハ︑夜前大石内蔵介方ヨリ案内コレアリ候ヘドモ仇討ト申

多孫太郎留主居ハ真柄勘太夫︑越前ノ上ヤシキニ伺ヒ申シ是非

ヲキ︑私門内ニヒカヘアリ候内ニ︑夜明ケ引退キ候トノ申条本

12

ル札二枚︑笛一管・鎗ノ鞘五ツ以上コノゴトシ︒コノ外ニ表方

14

13

大勢ノ仕出シ仕リ候︒皆立カヘリ申アトニテハ︑戸ヲシメ出入

コレナキヤウニシテ引コモリ︑ソノ跡ハ且テ存ゼズ候トノコト

人ト書タリ︒右之紙面則上覧ニ入ル︒
上ニモ忠義ハ感ゼラル︒シバラク仰出サレモ勿リケリ︒御老

ニテ相済︒又六間堀酒屋ハ手負死骸ヲ預リ早速公義ニ申出ル︒

コノ片付コレアルマデ棺桶ニ入預カリ︑又酒代申シウケタル分

一御中諸役人中ヨリ合評定︑忠誠ヲ感ゼラル︒コノ節阿部豊後守殿
申サルルハ︑代モ末ニナリ武士ノ道モヲトロヘタルト存知候ニ︑

︵ オ︶
ハソノママ玉ハリ︑一落著スミケリ︒

︵着︶

カ様ニスコヤカナル働ラキヲ見申テハ︑武士道モスタレ申サズ

ヲ知ル人ハ恥ヲ知ル︒恥ヲ知ラザル人ハタトヘバ︑面ヲウタ

摩守

・津軽采女

・高木宇右衛門

寄合父方
ノ従弟也

・伊藤志

御書院番
従弟

︑コノ面々皆急ニ馬ニテカケ付玉ヘド
寄合従弟
ムコ

スギテノ棒乳切木︑然レドモ目付中ニ対面一通リ相済テ

従弟聟

ニ駆来リタル人ハ酒井主馬

少シモ恥ズ︒ソノ節上野介親類中ノ内ニ色々ノ人々アリ︒一番

相見ヘ︑天下ノ規模目出タキ御義ト申サル︒外々ノ面々モ左様

オ︶然レドモコノ跡ノ書付ニアグミハテテ︑何トシタル物ヤラ
︵第︶

ン︒先コノ義士ドモハ芝ノ泉岳寺ニアリ︒コノ片付弟一ナレト

モ喧

皆々帰ラレケリ︒爰ニ笑止千万ナル人々ハ︑上野介殿舎弟東条

各眉ヲヒソメタリ︒シバラクアリ土屋但馬殿申上ラレ︑サシア
タリ仙石伯耆守方ニマカリアル者ドモノ口上書ヲトリ︑ソノ以

16

ノ旨ニテ御改易面目モコレナキ仕合︑色々ノ人ノ風恥ヲシラザ

故ニ︑以ノ外不届ニ相究マリ一埒相スム以後ニ︑不届ノ致シ方

モナク不首尾ニテ公義ニ遠慮ヲ伺ハル︒諸事ノ仕方宜カラザル

出合フモ如何遠慮ニ存ジ奉ルトノ使ナリ︒誰アツテ挨拶スル人

ノ屋敷ヲ見分ノ節︑目付中最中吟味諸親類中立合ノ由聞トドケ︑

届カズ両国ノ橋ヅメニノリ物ノ内ニ居テ︑人ヲハシラセ吉良殿

シキノ辺ヨリ︑ノリ物ニテ本庄ニカケ付玉ヘドモ︑屋シキマデ

寄合

・東条隼人両人︑屋敷ハ︵ ウ︶松平越後守殿ノ元ヤ

能登守

喧
埖

閉ラル︒内々ニテハササヤキ︑扨モヨク仕タリトノコト也︒︵

一義レ或ハフマレテ顔ニ泥ノ付タルヲモ︑ドコデフマレタル泥ゾト

16

ニ存ゼラルル人モアレドモ︑上杉殿ノ家ニサシサワル故ニ口ヲ
15

後ノ御下知モヤト申サル︒尤トテ仙石伯耆守下宿御目付中一人︑
御歩行目付両人ヲサシソヘラレタリ︒
町方糺明吉良親類駆着之事

ウ︶度仕ル由コノ子細タヅネ

奉行松前伊豆守殿ヨリ両国橋尾上町温飩屋久兵衛ニ糺明アル
一町子細ハ︑夜討前ニ彼ラ大勢支︵

申サル︒口上書ハ十四日ノ晩亥ノ半時兼テ約諾ノ上ニテ︑商売
ノコトユヘニウドンソバキリ仕候︒コレハ兼テ安兵衛ト申ス売
人堀部安兵衛コトナリ︒念比ニ仕リタル人ユヘニ万端ウケコミ
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15

リ︒軍法モ左ノ如ク諸流様々ノ利害ヲイヘドモ︑敵兵ニ

テ忠誠ヲ尽ス︒又長尾権四郎ノ国家老ドモ評定シテ公義

ヒ論ズベカラズ︒皆々一分別ハアルコトナリ︒行ク道ハ

ドモ︑主君ノ家ヲ立ルノ分ハ同前也︒常ノ人モ必アラソ

ト貧乏バカリハ何トモ相談工夫モ及バザルコト也︒

ズト云コトハナシ︒ソノ内ニ叶ハザルコトハ︑人ノ臆病

トモ︑ソノ根元ノ処ヲ工夫評定シテ︑何ゴトニテモ成ラ

詮義ノ最初ハマヅ伯耆守殿下宿アリテ御目付中同座ニテ︑片

仙石伯耆守殿宿所ニテ両使ヘ御尋之事

料理百味ニ分ルルモ風味ハ各別︑腹中ニ入リ命ヲ養フハ

一御岡源五右衛門・礒谷十郎右衛門両使ニ尋ネ問ハルルコトアリ︒

オ︶ク処ハ一処ナリ︒又食ヲクフモ

同前也︒或ハ武士ノ義芸・剣術・鎗術・弓・鉄炮諸流諸

両人ノ口上誠ニイサギヨク︑去年三月主人内匠頭生害仕ル砌ヨ

木曾海道モ︑届︵

千筋ニ分ルルモ︑タトヘバ京ニ行ニ︑東海道モ中山道モ

19

流アリ︒色々ニカワレドモ人ニ勝処ハ勝負ノ相手一人ナ

18
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ル者ハ是非ニ及︵ オ︶バザルコトナリ︒

勝処ハ一ツナリ︒仏法八宗十宗ニ別ルルトイヘドモ︑皆々

ヘモミナ善行ヲミチビクノ︑亦人ノ思案工夫モ色々ニカ

死後ニ仏ニナルトノ教ニシテ現世ノ悪業ヲ戒ム︒何ノ教

リヅツ物ヲ引サク様ノ音仕リ申ス︒我々ハ只ウロタヘ万端存ゼ

一上火事ト申シサワギ︑ソノ以後ハ喧 ト申シ︑屋シキノ内一シキ

赤白黒ノ内外ニサマザマノ色小紋︑面々ノコノミ仕立ヤ

ウ色々ニアレドモ︑寒気ヲフセギ肌ヲカクスハ同前也︒

諸人ノカタギニ替リアリ︒常ノ了簡モ武辺ニ望ムモ同前

兵書ニ︑食ハ百味ヲ別ツトイヘドモ身ヲ養フハ一也︒智

ニ願ヒヲ達シテ︑武門ノ道利ツヨク上杉家ヲ立ルモ同前︑

ウ︶

ワルト云ヘドモ︑小袖ノ︵ ウ︶染色ノ如クナリ︒青黄

テ︑別条ナク相スミケリ︒

忠臣規矩順従録巻之十七終︵

謀ハ黒白ヲヘダツトイヘドモ功ヲ成ハ一也︒コノ語ハ︑

両様ニシテ何レカヨカラン︒ソノ利ノ落ル処ハ同前ナリ︒

ナリ︒上杉殿ノ家老千坂兵部サシトメテ︑上杉家ヲ立テ

凡人智ハ十ニ分レ百ニ替ルトイヘドモソノ本ハ一ツナリ︒

常々ノ人モコノ利ヲ考︵ オ︶ヘ︑面々ノ合点トチガフ

忠臣規矩順従禄巻之十八

18

子細ハ上杉殿ノ家老家中︑各ソノ思慮アツテ両様ト云ヘ

17

ズ︒夜明申シテ見申ス内ニ︑ハヤ悉ク引ハラヒ申ストノ返答ニ

喧
埖

野介殿屋敷前ノ町人ドモ残ラズ口問皆コタヘ申スル︒最初ハ

17

仰付ラレ未落着コレナキユヘ︑コノ義見ツクロヒ延引仕候処ニ︑

問ナサレテモ同前ニシテ︑外ノコトコレナシト両人ノ口上神妙

ホドノ疵︑ノコリハカス手ニテ候︒コノ以後四十七人一人宛口

四十七人ノ内一人ハ重手途中ニアヅケ生死ハ存ゼズ候︒三人余

大学義同性安芸守ニ御アヅケ︑然ル上ハ家筋放レ候ユヘニ︑四

也︒ソノ以後両人申スハ︑コノ処ニ留置レ別テ御用ノ筋モコレ

ウ︶

十︑四十七人ノ者ドモ存ジ究メ一味同心仕リ候テ︑今度上野介

ナシ︒我々一処ニ泉岳寺ニ参リ申スベキヤト申ス︒伯耆守殿御

リコノ義心底ニサシハサミ候ヘドモ︑舎弟大学頭閉門︵

ヲ討申スコトハ︑只上野介首ヲ内匠頭墓所ニ手向申スマデナリ︒

目付中︑尤ノコト也︒
︵ オ︶先両人トモニ泉岳寺ニマイラルベ

︵ オ︶ラルルハ︑上野介家内ハタラキノヤウ如何トタヅネラル

ト︑右之赴御届申上存命ニマカリアリ候ト申ス︒仙石殿タヅネ

死後ニ御批判モ如何シク︑又ハ御仕置ノスジモコレアルベキヤ

ドモ︑左様ニ仕リ候テハ御公義ニ対シ奉リ存念モコレアルヤト︑

ニ足軽中間ヲソヘラレケリ︒

供ヲ付ラルレドモ同心コレナシ︒コノユヘニ跡ヨリ見ヘカクレ

両人トモニ駕ゴニテ送ラント申サルレドモ同心コレナシ︒道中

シ︒コノ方ヨリ御下知コレアルマデハ随分シヅカニ致サルベシ︒

21

︵姓︶

ソノ上ニ我々菩提処ニテ自害仕ルベキト覚悟︑最期ハ安ク候ヘ

19

ヲ着タル男物モ云ハズコレアルヲ引下ロシ︑古主内匠頭手付候

レ申サズ︒炭ベヤノ内ニ隠レ玉フヲ尋ヌルニ︑白キアヤノ小袖

ル︒両人答ヘ申スハ︑上野介殿家内ノコラズサガシ候ヘドモシ

大石内蔵介並四十七人諸大名中ヘ御預之事︵

ス︒コノ故ニ公義ノ書付ニコレナシ︒

習ニツトメコレアリ︑死骸ハ親類願ヒニ付町奉行ヨリ渡

彼ハタラキヨキ若者ハ京橋町人仕立屋ノ世倅︑上野介近

ウ︶

疵ノギンミ仕ル処ニ︑紛レコレナキユヘニ首討テ候︒見シリタ

カマヒ︵ ウ︶申サザルヤウニ︑勝負家中ニ一両度モ相フレ申

士ハタラキ申ス者ハ格別ニゲ走リ︑或ハ手ムカイ仕ラザル人ハ

衛殿ハ見シリ申サズ打ステニ仕ル内ニコレアルヤ︒又家中ノ諸

ル輩モコレアリ︑イヨイヨ上野介ドノニ紛レコレナク候︒左兵

衛門・水野小左衛門両人ヲ召サレ︑泉岳寺ニマカリアリ候内匠

ニ相極マリテ御書付出ル︒先御老中列座ニテ目付中鈴木源五右

一仙ス︒色々ノ評定コレアルト云ヘドモ︑詮義評定終ル迄ハ預ケ人

石伯耆守登城一々書付ヲ以テ言上ニ及ブ︒皆舌ヲフルイ感心

21

候︒ソノ内立合候者ドモハ是非ニ及バズ打ステ申候中ニ︑十八

甲斐守・水野監物四ヶ処ニ御預ケノ旨︑仙石伯耆ヘ相談内匠家

家来ドモ御評定相スムマデハ︑細川越中守・松平隠岐守・毛利

20

九ノ若者一人不思義ニハタラキ見事ニ打死︑皆々ヲシミ申候︒
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20

人ヲ仰付ラレ四ヶ処ノ大名衆ヘ御奉書書出ル︒
︵ オ︶

来ドモヘ申シ渡サルベシノ旨也︒又歩行目付十人・小人目付十

クレナキコトナリ︒上杉ヨリ討手向ハバ我々是非ニ及バズ相ハ

知コレナク不思義ナリ︒内匠頭家来泉岳寺ニ立ノキ申段諸方カ

御預成サレ候︒右ノ人別芝泉岳寺ニ

ラザル様ニアリタキ物ナリ︒各ニモ左ヤウニ心ヘラレ然ルベシ

タラクベシ︒ソノ節討死覚悟ノ前ナリ︒死後ニ裁判見グルシカ

何十人

トノコトナリ︒既ニ細川ヲ初メ四家ヨリ寺ノ近所ニ人数出ル︒コ

野内匠頭家来

衛門・杉田与左衛門参リ申シ渡スベキ条︑泉岳寺ヘ家来

ウ︶メシコレアル条︑彼面々ノコラズ仙

ノ節寺ノサハギニナル︒目付中既ニ下馬先ニ出ラルルノ時殿中
又評定アリ︒思シ︵

川殿ヨリ留主居二人・番頭二人・鉄炮頭四人・給人侍十二人・

シテ目付中参ラレ和尚ニ対面︑内蔵介並ニ諸侍中ニ申シワタサ

ニ又仙石殿ノ屋シキ近辺ニ人数ヲアツムル︒扨泉岳寺ヘ上使ト

衆ヘ又御奉書来リ︑伯耆守宿処ニテ請トリ候ヘト御下知ニ付︑俄

中ニ申渡サルルハ︑内匠頭家来ドモ泉岳寺ニ居候ヲアヅカリ︑手

人別ノ格ニ順ズ︒皆々爰ニ心ヅカザルコトアリ︒隠岐守殿家来

サル︒ソノ騒動ヲビタダシ︒跡三人ノ御家ヨリ大ガイ細川殿ノ

士ドモ同伴仕リ伺公仕ルベク候︒上意大切ナル義ナレバ︑承知

伯耆守方ヘ参ルベキ由ナリ︒内蔵介謹テ︑畏リ奉リ候︒追付諸

ルルハ︑先ホドハ寺ニテ召預クベシトノコトニ候ヘドモ︑仙石

オ︶堅固ニ仕ルベキ条専要ニ候ヘドモ︑万一上

仕ルマデハ︵

挺・高挑灯三十六筥・テウチ︵

ウ︶ン五十早速泉岳寺ヘ指コ

石伯耆守方ヘ召アツメ列座ニテ申シ渡スベキ也︒四ヶ処ノ大名

23

一細歩行目付四人・下目付四人・足軽二百人・小人百人・駕篭十八

ニ名代ナリ︒

コノ内細川越中・水野・毛利登城御請申サル︒隠岐守病気ユヘ

ドモ指越請トリ申サルベシ︒以上︒老中連判︒

一浅マカリアリ候︒仙石伯耆守・鈴木源五右衛門・水野小右

22

前ニ引トルマデハ︑自然上杉家ノ家来︑討ハタスベキノ覚悟ア

22

下知ニテ追々泉岳寺ニ取ツムル︒去程ニ御目付中水野小左衛門・

何也︒鎗ニ及ブベキコトモアルベキ条︑随分心得仕ルベシトノ

ルベキモ知レ難キコトナリ︒ソノ節ハ公義ノ預リ人損ジテモ如

ノ時ニ付ク下目付ハ御歩行目付ハ石川弥一右衛門・市野新八郎

ベキノ条︑ソノ段ハ然ルベキ様ニト御請仕リ目付中ハ帰ラル︒コ

杉殿ヨリ討手来リ候ハバ︑若輩ノ者ドモ理不尽ノ義モコレアル

各ヘ申スハ︑今晩ヨリハ禁酒尤ノコトナリ︒面々コノ度一列ノ

ナリ︒漸々ニ早暮方ニ及ビ寺ニテ俄ニ掛合ノ料理出ル︒内蔵介

24

鈴木源五右衛門両人ハ︑
︵ オ︶老中ノ仰渡サレノ席ヲシリゾキ
歩行目付中ヲヨンデ︑只今年寄衆心付コレナキヤ︒トカクノ下

23
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ウ︶ノ如ク堀部弥兵衛一番也︒夫ヨリ段々中ホド

ニマカリコスベシト寺ヲ出タルハ戌ノ上刻也︒四十七人夜討ノ

歩行目付マデ一生同行未来マデノ仕マヒナリ︒名ゴリニシヅカ

石殿小身ユヘニ広間座シキ数コレナキユヘニ︑四シキリニ相並

テ四シキリニ呼入ルル︒混雑コレナキヤウニスル︒然レドモ仙

士目付中四人出ムカヒテ︑四ヶ処ノ諸大名ヘ御預ケノ書付ヲ以

太鼓寺坂吉右衛門コレヲモツ︒諸道具面々コレヲ持︑ナルホド

ニ大石内蔵介手鑓ヲモチ采幣ヲ腰ニサシ切草鞋ニテ︑後ロニ小

扨座定マルト即時ニ御歩行目付中帳面持来リ︑
︵ オ︶小人目付

ニ︑又御預ケモ四組ニナリタルトノサタナリ︒

ブ︒コレハ内蔵介四組ニ備ヘヲ分タル義分明ニカクレナキユヘ

時ノ手組︵

シヅカニユク︒勿論寺ヨリ白ハリノ挑灯コレヲ出ス︒町々行ク
先々自然ニ人ヲ払フ︒モシ上杉殿ノ討手モヤト︑面々覚悟廻リ

ヲトル︒内蔵介実兄池田玄蕃

中並ニ仙石殿ノ家来ドモマデ出デテ︑皆硯ヲ持出面々ノ親類書

大炊頭殿
御家中

家ニ付︑兄浅野隼人正コノ両

角々ニテシバラク立ヤスラヒ︑四方ヲ見クバリ打スグルニ︑諸

所浪人以後義絶ト書シルス︒老母妻ハ離別送リカヘス︒舅石束

一大処ニ来リ︑門外ヨリ案内ヲ云送ルハ寺坂吉右衛門ナリ︒門内ヨ

石内蔵介四十七人同伴シテ︑夜戌ノ下刻ニ仙石伯耆守殿ノ宿

殿三人出座也︒右四十七人ノ内五人手負ナリ︒三人ハ少シ深疵

シ入ル︒追付仙石伯耆守殿・鈴木源五右衛門殿・水野小左衛門

家中ニテ相スム︒ソノ外ノ面々皆々親類書相スンデソノ義ヲ申

源五兵衛ハ離別以後義絶仕リ候︒ソノ外従弟マデ認ル︒大概同

リ御小人目付衆書付ヲ以テ︑一人ヅツ家名ヲキキ届ケテ︑大石

名ヲ改ムル︒御徒士目付中書立ニテ名ヲヨビ︑玄関ニテ大小ヲ

式台ヘ盥ニ水ヲ入︑持出テ皆足ヲアラヒテ式台ニ上ル処ニテ又

便ナラザル仕方︑御セン義ノ筋コレアル条︑四ヶ処ニ召

徒党致シ︑上野介宿処ニ押込狼藉︑天下ノ御膝元ニテ穏

面々主人内匠頭仇ヲ報ズルト称シテ︑火事装束ニテ大勢

各列座スム以後仙石伯耆守殿上意ノ赴キ申ワタサルル︒

26

請取並ニ懐中ノ道具マデ請トリ︑帳面一︵ ウ︶人前ヅツ書付

ヨリ段々シヅカニ門内ニ入︒各ワラヂガケニテ居ルユヘ玄関ノ

寒風ニ痛トミユレドモ︑座ニ付︒徒士目︵ ウ︶付中介抱アル︒

大石内蔵介一党諸家ニ御預之事︵ オ︶

見物ミナ末代ニモアルマジキ勇士ナリトササヤク︒耳ニ満テリ︒

26

内蔵介・同主税・吉田忠左衛門・片岡源五右衛門・堀部安兵衛

25

ル︒内蔵介申スハ︑御門外ニ鎗ヲ指ヲキ候︒コトガマシク見ヘ

各平伏ス︒時ニ内蔵介御請申シ上ルハ︑私体陪臣ノ者ドモ御預

預ケラルル条︑左様ニ相心エ申ベキトノコトナリ︒

25

候条︑御門内ニ入ラルベキヤトコトワリ書院ニ通ス時ニ︑又徒
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24

畏リ奉リ候ヘドモ︑コノ内ニ主︵ オ︶人ノ仇ヲ報ズルト称シ

ケナドト申ス首尾︑近比恐レ多キコトドモニ候︒随テ上意ノ赴

候ト申ス︒仙石殿奥田・間ヲヨビ出シテ尋ラルルニ両人申スハ︑

匠太刀付ケ候疵マギレコレナキ条︑面々宿意ヲ申シノベ首討テ

レナガラ筋道タガヒ候︒勿論大勢組仕リ候ヘバ名付ケ申サバ徒

テ外ニ称シテ望申ス義コレナク候︒又徒党仕リ候トノコトハ恐

テノ義︑恐レナガラ承知心エ難ク候︒主人ノ仇ヲ報ズルマデニ

リモ仕ラズ︒定メテ打チステノ内︵

ヅネラルル︒大石申ハ︑左兵衛殿ハ面々宿意モ候ハズ︒又見シ

上モ皆同ジ口ヨリ出ル如クナリ︒扨左兵衛家来ドモハ如何トタ

内蔵介申シ上ルニ少シモ相違御座ナク候ト云フ︒最前両使ノ口

ウ︶ニモヤ︒ソノ外家来

党トモ申スベシ︒四十七人トモニ皆内匠頭家来ドモニテ外ヨリ

27

ヲサワガシ火事装束ノ御咎メ︑
︵ ウ︶恐レ奉リ候︒コノ義覚悟

且テ御座ナク候︒御聞トドケノタメニ申上ゲ候︒天下ノ御膝元

トモ申スベク候︒然レバ少シ筋チガヒニテ候︒申シ開キニテハ

人ヲ︑モヨヲシ申スコトコレナク候︒外ヲモヨホシ候ハバ徒党

ヅネ申サルルハ︑去年赤穂ノ城渡シ退散ノミギリコノ評定アリ︑

外ノ面々ハ皆平伏︑内蔵介一人返答也︒又鈴木源五右衛門殿タ

打トメ候︒皆ヨク働キ仕ル︒手負ハ打ステニ仕リタリト申サル︒

中ハタラキコノ方ハ四五人ヅツ手組仕リ︑ハタラキ十七八人モ

28

ズ申サルベシトノコトナリ︒内蔵介申スハ︑上野介殿屋シキニ

サルルハ︑吉良上野介父子ノハタラキ家来ドモノ働ラキ︑残ラ

開キニ及バズ︒先畏リ奉候︒ソノ以後シバラクアリテ仙石殿申

ノ前ニ候︒大勢出立外ニ致シ方コレナキユヘニ候︒コノ義申シ

ノ義心ニカケ居候処ニ︑当七月︵ オ︶安芸守ヘ御アヅケ断絶︑

ナク︑恐レナガラ大学御トリ立下サレ候様ニネガヒ奉リ候︒コ

ルト承ハル日ヨリコノ義ハ胸中ニモチテ候︒今更ノ義ニモコレ

一等ハ致サザルヤト尋ネラル︒内蔵介申スハ︑主人内匠生害仕

27

シ候ヤ︑炭茶碗ナドヲナゲ打ニ致サルル︵ オ︶節︑間十次郎・

若輩ドモ︑殊ニ逃申スユヘニソノママニ逃シ候︒コノ節サワガ

間十次郎鎗ノ石突ヲ以テ打放シ候ヘバ︑内ヨリ侍二人切テ出申

押シ入家内ノコラズサガシ申ス処ニ︑炭ベヤノ内ニ人音仕リ︑

只今モ御尋ナリ︒余類余党ナドノ義ハ残念ニ存ジ奉リ候︒主人

門ススミ出テ内蔵介ヲ見ムヒテ︑コノ義今朝モ御タヅネノ由︑

ルルハ︑余類外ニアリヤト申サルベシトナリ︒時ニ吉田忠左衛

愁訴モキヘ候ユヘニ急ニ取立申スト云︒又源五右衛門殿尋申サ

29

袖キタル人立居候ヲ︑十次郎ヤリニテ引下シ吟味仕ル処ニ︑内

奥田孫太夫先達テ押入手燭ヲ入見候ニ︑長持ノ上ニ白アヤノ小

ノ上ニ外ニ人アラバ申スベキノ由︑コノ節ニナリ逃カクレ申ス

内匠頭ヘ忠貞ヲ尽ス者ドモナレバ︑余類トノ御詞心エ難シ︒ソ

28
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ウ︶申スベキヤ︒コノ義宜キ様

ホドノ者ハ立交リ申サズ︒又子細アツテ連中ヲモレタル面々︑

一水申スベキトナリ︒主税即時ニ出ル︒水野殿年齢ヲタヅネラルル︒

野小左衛門殿申サルルハ︑大石主税ハ内蔵介嫡子ナル由対面

少シ立腹ト相ミヘ又尋ラルルハ︑鎗印シニ家名ノ書タル鎗二筋︑

ド忠左衛門申上候ゴトクニ候ト申ス︒源五右衛門殿不首尾千万

ニ御返答コレアルベシト内蔵介ニ申ス︒大石ハ笑ヒ笑ヒ︑成ホ

衛門殿申サルルハ︑若年ノ人也︒タトヘコノ場ハ退レテモトバ

テ扨々ヨキ器量ニテ候ト︑一座殊外ニヲシマルル体ナリ︒小左

ノツクヅク見玉ヒテ︑勿論音声ハ若年ニ聞ヘ候ヘドモ︑大兵ニ

生年十六歳ニ候ヘドモ元服仕リ候ユヘニ十七才ト申候︒水野ド

タトヘイカニ御糺明候トモ︵

ソノ外武具ドモ取ヲトシテコレアリ︒火ノ元迄モシメサルルノ

カリ申サル︒主︵

オ︶税承ハリ︑私親内蔵介ハジメイカホド

仕方ニハ︑少シコノコトハ似合ザル様ニ相ミヘ申ス︑如何トタ

レナキユヘニ御不審ニ思召候︒凡ソ軍儀ニ夜討ニソノ品カワル︒

ヅネラルル︒内蔵介小声ニナリ︑コノ義ハ夜討ノ法ヲ御存知コ

君ノ恩ヲウケ候ハ父子別々ニシテ︑私モ格別ニ相ツトメ候ヘバ︑

コノ上ナシ︒内蔵介働ラキ仕ラザルニハヲトリ申スベシ︒又主

忠誠ヲハゲミ候テモ︑一子主税ハ退キタリト申サバ弓矢ノ恥辱

モ︑ウロタヘ落シ申タルニテ御座ナク候︒吉良殿門前又屋シキ

カルル︒日ノ本諸家ノ法コノゴトシ︒コノ義内蔵介並ニ諸士ド

法也︒何モ落シ申サザル時ハ夜討・夜込ニモレテ夜盗ノ類ニヒ

ニテアトニ武具ヲ残シソノ家名ヲアラハス︒コレ武門古実ノ作

立ベキ人ナルニ︑残念コレニスギズト宣フ︒皆々同音ニ誰々モ

匠殿ニハヨキ家来中ヲ大勢モチ玉フ︒天晴天下ノ御用ニ一カド

見合大キニ感心ス︒水野殿コノ節ニ同席ノ衆ニ申サルニハ︑内

左ヤウノアヤニテ御座ナク候ト申ス︒一座ノ面々タガヒニ面ヲ

ウ︶ヤウニ存ジ候ト申サル︒去ホドニアヅカリノ方々ノ

左︵

︵議︶

夜戦・夜軍・夜打・夜込四色ニカワリ︵ オ︶候︒夜討ノ古法

31

ノ内︑処々ニ落シタル道具十五色ニシテ二十一員ナリ︒コレハ

30

留主居ヲヨビ出シテ︑段々ニ引ワタスベキ也ト︑一人ヅツ座ヲ

肥前忠吉

ソ ノ 外 衣 類 等 キ カ ユ ル︒黒 無 地 羽

カ様ノ書付ノ如クナルベキノコトト︑懐中ヨリ半切紙ニ書タル

・脇 指

カヘテ小袖ヲ持参着カヘテ出ル︒内蔵介所持ノ道具ハ広蓋ニノ

浅黄

二ツ出ルヲ下着一ツ上ニ黒小袖ヲ着ス︒ソノ外ノ

貞宗二尺
四寸

ヲ出シテ引合セミルニ相違ナシ︒卒忽ノコトヲタヅネラレ面目

・刀
一分判
二十

二重・下着

両

セテ片付ル︒采幣一本・笛一管・白布四尺一寸・薬一袋・金五

31
ウ︶ベキナ

ヲ失ヒ玉フ︒然レバ我人トモニ士法ハ学ビシル︵
リ︒大石ヲ諸人感称セリ︒
四ヶ処ヘ引取人別之事
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29

30

オ︶

原惣右衛門

郡代

人感涙ヲ流セリ︒ソノ外ノ面々御預ケノ方ニ引ワタス︒

細川越中守殿ヘ御預之人別

番頭

堀部安兵衛

千馬三郎兵衛

中村勘介

岡嶋八十右衛門

小野寺幸右衛門

吉田沢右衛門

矢頭右衛門七

三村次郎右衛門

間瀬孫九郎

262

面々皆ノコラズ二ツ宛着用ス︒コレマデノ衣類皆一同ニ白キ絹
ノ袷半切ヲ着タリ︒ソノ上ハ面々ノ最期ノ衣類ナレバ︵

吉田忠左衛門

小野寺十内

大石内蔵介良雄

間久太夫

堀部弥兵衛

花々シクアリケリ︒皆所持ノ道具半櫃ニ入レ預カリノ方ノ役人

礒谷十郎左衛門

潮田亦之亟

片岡源五右衛門
間喜兵衛

冨森助右衛門

大石主税

不破数右衛門

貝賀弥左衛門

隠居

薫ヒ一座ニミチミチタリ︒コノ内ニ富松助右衛門一人下着ニ女

近松勘六

用人
横目

ノ小袖ヲ着ス︒イカニ云ヘドモ同心セズ︒且テキカヘズ何トヤ

菅谷半之亟

岡野金右衛門
大高源五

木村岡右衛門

松平隠岐守殿御預之人別

大石瀬左衛門

奥田孫太夫︵ ウ︶

蔵介申サルルハ︑別テ逢ヒ申義モコレナク候ヘドモ︑御心入レ

一仙ゴリト︑各相談ニテ主税ニ対面コレアルベキノ旨ヲ申サル︒内

武林只七

松村三太夫

芦野和介︵ オ︶

毛利甲斐守殿ヘ御預人別

コトハ細川越中守様ニ御預ケマカリコシ候︒然ル上ニハ再会ス

倉橋伝介

前原伊助

奥田定右衛門

横川勘平

水野監物殿ヘ御預人別

間十次郎

34

家名斗

マジキ也︒兼テ申シフクメ候コト失念アルベカラズ︒タトヘ何

勝田新右衛門

預ノ︵ オ︶身ナリ︒先達テ御越コレアルベシ︒始終ノ義今更

アラズ︒ソノ旨心エ候トナリ︒主税ハ畏リ奉リ候︒私トテモ御

様ノコトアリトテモ︑貴殿ト我ラハ古殿ノ御霊前ニ遅参本意ニ

モダシガタク候ト︑御礼申シ主税ニ対面シテ申サルルハ︑手前

矢田五郎右衛門

赤垣源蔵

兜ノ内ニ文章アリ︒ソノ外ノ面々皆同様ナリ︒
︵ ウ︶

ス︒今更ノヤウニ愁傷尤トテソノママニナリ︒又木村岡右衛門

忠節ニシテ先達テ生害ノ形見︑最期マデモ肌ハハナシ難シト申

速水藤左衛門

33

ラン似合ザル体ニ見ユル︒コレハ冨森老母ノ形見也︒女ナガラ

ドモニ相ワタス︒コノ節ノ兜頭巾ニハ皆伽羅ヲタキコメタリ︒

32

石伯耆守殿心入アリ︒内蔵介・主税両処ニ別ルルコノ世ノナ

32

仰セ蒙リ候ニ及ビ申サズ候ト︑両手ヲツイテノ挨拶ナリ︒見ル

33

村松喜兵衛
寺坂吉右衛門

神崎与五郎

杉野十平次

ノ面々皆玄関ニテノリ物ニ入一人ヅツ出ス︒四ヶ所ニ引トル︒

テ直ス︒早キ時ハ又失脚損トナル︒又ハ病ヒノ重ラヌ先

ニ養生スレ︵ オ︶バ快気スル︒或ハ娘ノ子ヲ持テ成長︑

縁ニ付ベキ時節ヲソケレバ病ヒツク︑或ハ不行義ヲコル︒

ビ シ ク 警 固 シ︑ 侍 ・ 給 人 ・ 足 軽 等 大 勢 付 マ ト ヒ 用 心 用 心 ナ リ ︒

成就免許印可モソノナルベキ勢ヒヲ見テユルス︒ヒカヘ

軍ニハ勝ベキノ図アリ︒ソノ時節ヲ失フベカラズ︒義芸

是非ニソノ期アリ︒業ニハ節アリ︑ホドヨキ比アルナリ︒

細川殿ノ仕方厳重ニシテ作法モ各別ニヨシ︒路次ノ内駕︵ ウ︶

一右外ノ預ケ人トハカワリソノ体尋常ニシテ︑上杉家ヲ気ヅカヒキ

36

人高挑灯一人ニ二ツ箱挑灯二ツ宛︑ソノ外コレニ准ズ︒コノ内

十人ヅツ︑騎馬先ノリ一騎中ニ二騎アトニ二騎︑雑兵六百五十

ノ戸両方トモ開キ︑大小ヲ加ゴ脇ニモタセ前ニ給人両人・足軽

ル︒カ様ノコトニシテ万端ニ期アリ︒コノ節期遅速アレ

役ガヘモ同前ナリ︒功アツテ賞ナキ時ハ士卒ウミツカル

テ時節ヲ失ナヘバ必ズアグミ付キテ止ム︒又主君ノ加増

ウ ︶同 ジ コ ト ニ テ 役 ニ 立 ザ ル ヤ ウ ニ ナ

バ必名立ズ︑︵

オ︶

風味マダシ︑ヲソケレバウミクサル︒然レバ万端コノ心

凡下ノタトヘニ瓜ノ臍落ト云コトアリ︒前方ニチギレバ

成ラズ︒コノ語ハ只常々ニアリ︒万端ニ付必ズ期アリ︒

人並ニナツテ腰ヌケ侍トナリ︑跡ニテカンガヘ口惜ク思ヒ︑武

心底ニハ思ヒ立テドモ︑カレコレク︵

云ヘドモアマリ律義スギテ万端遠慮フカク︑一乱ノ節モトカク

リ普代也︒旗本中ヨリ養子ニ来ル︒

オ︶ドクドスル内ニ︑

松平左門・松平三
郎右衛門ノ舎弟

随分貞実ノ人ト

ヲ以テスル時ハソノ事ナル︒普請ノツクロヒモ前々ニ寝

一爰姓名岡林木工之助ト云フ内匠殿ノ家来番頭︑六百石之知行ヲト

ニ同月十八日泉岳寺ニテ︑旅装束ニテ武士一人切腹ノ者アリ︒

岡林木工之助生害之事

ル時ハ思案スベキコト肝要ナリ︒

ル︒勿論幸不幸ハコノ内ニアリ︒又ソノ期モ節ニモハヅ

36

士ノ本意ヲ失フ風説ヲキク処ニ︑赤穂ニテ大石内蔵介篭城ト聞

兵書ニ云フコトニ︑期アリ業ニ節アリ︒乱ルル時ハ万物

忠臣規矩順従録巻之十九

忠臣規矩順従録巻之十八終︵

夜中丑ノ時八ツ比ニ屋敷屋敷ニ引取ラレケリ︒

ニ水野殿一人ノ仕方ハカゴニ青網ヲカケラルル︒四ヶ所トモニ

34

ツギスレバ軽ロク調ヒ久ク持ツ︒少シヲソケレバ必ズ建
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35

37

テ︑元来忠貞ノ心底ユヘニ︑播州ニ下リ大石ト一処ニハゲムベ

同ジコトニテ死処期ヲ失ヒ︑︵

誠ニ心底ノ忠節ハ同前ニテ死ヲキワメタルハ神妙也︒然レドモ

帰リ松平孫左衛門・松平左門殿方ニアリ︑月日ノ立ニシタガヒ

行︑コノ度ノ連中ニモレテ︑近比残念ゼヒニ及バズ︒江戸ニ立

間ドリグズグズスル内ニ︑時節段々延引シテ城引渡シノアトニ

シ︒コノユヘニ名モ立ズ残ラズ︒以後ニ兄弟衆ヨリ色々ニ申サ

切腹ノ以後ニ葬送ノ時︑腹ヲ切バ又同列ニ入ラン︒ハヤシヲソ

モノコルベキニ残念︑又ソノ節ヲ失ナワワ今少シ待テ︑内蔵介

リ︒今少シ前方ニ大石ト約ヲ究メ連中ニ入バ手柄トナリ︑家名

ウ ︶節 ニ ハ ヅ レ 散 々 ノ 死 損 ナ

キノ心底ニ極メ︑旅用意マタカレコレト親類中ニ相談︑色々手

只口ヲシク思ヒマワセバ︑武門ニアル︵ ウ︶マジキコトト常

38

十五年九月大石ノ山科ノ旅処マデユクト云ヘドモ︑最早内蔵介

コノ度ハヲクレザルトテ︑サラバト旅用意シテ出立︒比ハ元禄

ニ悔ミ︑ホノカニ聞ク内蔵介ハ主君ノ仇ヲ報ベキノサタアリ︒

身ノ上ナリ︒諸人ノ戒メソノ時節ヲ失ハザルヤウニスベシ︒善

忠義ノ死ハ同様ナレドモ乱心ノ沙汰トナリ︑近比不幸千万ナル

レ︑四十七人ノ内ニ石塔ヲ立テタキノ由願ハルルニ相叶ハズ︒

オ ︶岡 林 モ 去 年 已 来 一 日 モ 安 気 セ

悪トモニ我人心得ベシ︒︵

ノ処ニテキク処︑大石内蔵介一党ノ武士四十七人吉良上野介ヲ

死ニ近比残念ナルコトヲシテスギタルコトアリ︒小山田十兵

コノ衆ニハヅレテ武士ノ一分立難シ︒何方ニテ恥ヲ清メンヤト

口ヲシキコトノアル者カナ︒忠義ハ我トテモヲトルベキニ非ズ︒

マサル忠節ノ人々ヤト︑諸人ノ誉ゴトナリ︒岡林大キニクヤミ︑

五右衛門在江戸也︒又縁類ナリ︒片岡ノ方ヘ行同宿スベシ︒何

親十兵衛大ニ怒リ︑武士ノ心ヲ︵

兵衛ハ隠居ナリ︒一乱ノ節国元ヘ行カズ大石ノ列ニハヅルル︒

小山田庄右衛門二百石ノ知行ヲトリ︑江戸ヅメ取リ次役也︒十

中ニ御預ノ首尾大キナル手柄︑往昔ノ佐藤兄弟・鈴木兄弟ヨリ

極月十八日午ノ時泉岳寺ニ来リ︑兄弟松平左門・同三郎右衛門

サマ忠義ノ沙汰モアルベキナリトテ︑無体ニ片岡方ヘヤリテ老

ウ︶失ナフ︒幸ヒニ片岡源

ノ方ニ一封ノ書ヲキシテ︑内匠殿墓ノ前ニテ生害シテ死セリ︒

ゲマスベキ仕方モアルベキノ処ニ︑末代ニ及テ恥ヲ残ス︒爰ニ

討テ泉岳寺ニ引トル︒誠ニ義信不思︵ オ︶義ノ諸士殊ニ大名

︵ ソ シ リ ︶

小山田十兵衛生害之事

ズ︑辛苦ハ同前ナレドモ悉ニ水ニナレリ︒

39

一同衛七十六才ニシテ生害ス︒コレモ同ジ死ニテ世悴庄右衛門ニハ

ユルリトシテ江戸ニ帰ル︒極月十六日ニ相州小田原ニ着ク︒コ

バラク在京シテカレコレト日数スギ︑帰リニ伊勢ニ参宮ユルリ

江戸出ノアトニテ留主ナリ︒何レニ相タヅヌベキ方モナク︑シ

37

38

39
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身ノ別宅ニテ不自由ニクラス︒片岡常ニ本懐ヲ達スベシト相伺

ノ時ニハ天下五老ノ弟三ニシテ︑徳川家トモ︵ オ︶同列ノ家

管領職ノ家ニシテ日ノ本ニ武名高ク︑息中納言景勝ハ太閤秀吉

モヒソカニ略物語リヲシタリ︒モハヤ内蔵介モ下ラレタレバ近

ソカニ相タヅヌル︒ソノ信実ノ体定メテ二心ハアルマジ︒片岡

参︑上杉家モ相続シテ三十二万石

御敵ノ根元ニシテ天下ノ騒動トイヘドモ︑上洛シテ家康公ニ降

ナリ︒会津二十五郡百二十万石ノ領主ニテ︑関ヶ原合戦ノ節ハ

︵第︶

フユヘニ︑京都書通往来度々ソノヤウスモ伺ヒ知リテ︑或時ヒ

来ニアリ︒小山田ニササヤケリ︒コノ節庄右衛門イカガ思ヒケ

ノ家ト諸人深マシク︑関東管領ノ家トシテ塗輿ヲ御免アリ︑武

我モ悴庄右衛門同意カト思ハルベキ︒諸人ノ評定恥ガマシト七

タリ︒コノコト以後ニ露顕︑父十兵衛コレヲキキ︑近比迷惑︒

岡ガ衣類サシカヘノ︑大小・金銀等ノコラズ盗ミ出シテ出走シ

良上野介義英ノ嫡子ヲ︑末期ノ養子ニ︵

寛文四年ニ卒二十七才︑子息コレナシ︒コノユヘニ姉聟ナリ吉

平定勝︑正保二年ニ卒ス︒ソノ子上杉播磨守平綱従四位下侍従

勇ノ名ヲアラワス︒景勝ノ嫡子ハ従四位下左少将上杉弾正大弼

ウ︶願ヒヲカルル︒

十六才ニシテ十二月六日切腹ス︒コノ人老年ノ忠誠ハフカシ︒

米沢領十六万石
福島領十六万石

ヲ領シテ︑武勇古実

ン︒誠ニ人面畜類トハ小︵ オ︶山田ガコト︑極月三日ノ夜片

41

様ニ死ザルハ残念︑又今少シ前方ニ子ノ庄右衛門ニ異見シテ︑

併同ジ死スル命ナラバ吉田・小野寺モ老年ナリ︒コノ人々ト同

ノ後胤ナリ︒紀州大納言光貞公卿ノ御息女ヲ縁組アリ︒コノ御

万石ヲ召上ラレ︑米沢城十六万石

既ニ断滅スベキ処ニ各別ノ家筋ナリトテ家督相続︑福島領十六

十五万石ノ
格式ニシテ

ヲ玉ワリ景勝ヨリ四代

忠義ヲハゲマシテ死セバ︑一子ナリ庄右衛門モ定メテ忠義モ守

腹ニ男子両人出生︑一ハ上杉民部太輔吉憲︑二男ハ吉良上野介

養子左兵衛ナリ︒コノゴトキノ縁コレアルユヘニ上杉・吉良ハ

八半コロ
申来レリ

上杉弾正殿ハ病気ユヘニ

速ノ道理ミダルルトキハ︑ソノ名立ズト云フハコノコトナリ︒

早速吉良殿ヤシキヨリノ註進也︒

当春ヨリ年中登城コレナシ︒︵ オ︶嫡子民部太輔ハ吉良左兵衞

ノ兄ナリ︒然レバ民部太輔ノタメニハ吉良上野介ハ親方ナリ︒

杉弾正大弼綱憲・同民部太輔吉綱父子トモ在江戸ナリ︒家老
一上在江戸ハ千坂兵部・長尾四郎左衛門︑同国元米沢ノ一家老ハ長

旁以テソノママニハサシヲキ難ク︑急ギ家老・番頭・諸士・足

42

上杉家評定之事

別テ重縁也︒然ル処ニ元禄十五年十二月十四日夜中暁方ノ騒動︑

ルベキナリ︒十兵衛志シハア︵

ウ︶レドモ犬死同前ナリ︒遅

41

兵書ノ語ハ万端ニアタル︒ツツシムベキコトナリ︒

40

尾権四郎ナリ︒コノ上杉家ハ謙信以来武勇正シキ家筋ニシテ︑
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40

軽追々サシツカワスベキ也︒尚又様子ニ仍テ出馬仕ルベク候ヤ

引セズ︒明日ハ野ニナレ山︵

ノ姓トテモ実父ト兄弟ヲ討レテ︑武門ノ一分立難シトテ中々承

ベキコトナリト下知致サルル︒コノユヘニ十五万石ノ家中一同

ル時ハ我出馬シテ片付クベキト申サル︒千坂兵部スガリ付︑勿

分ヲ立テ玉ヘト申ス︒民部太輔ニモ同心ニテ︑家人ドモ叶ハザ

ウ︶ニナレ︑是非ニ加勢アリ一

ト申サル︒弾正太弼モ実父上野介ノコトナレバ︑勿論左モアル

ニサワギ立テ︑追トリ太刀ニテ屋シキニ出︑鎗・長刀ヲソロヘ

体ナキコトニ候︒前後ノ首尾勘弁シ玉ヘ︒御公義兼テノ御法度︑

テ︑雑兵ハカカリ合ニ急ギカケ合スベキト出タリ︒民部太輔殿

打フツテ出ハ大勢ナルベシ︒然レドモ思フママニ仕スグリタル

ト堅ク無用ト厳重ノ御作法ナリ︒只今出会タランニハ屋シキ中

江戸ハ勿論諸国トモニ騒動ノ節下知ノ役人ヨリ外ハ︑出合フコ

悦ビ︑急ギカケムカヒ申スベシトノコトナリ︒時ニ千坂兵部ヒ

時ハ死人ノ山ヲツクベシ︒騒動モ随分サハグラン︒ソノ以後天

ウ︶衛門侍五十人足軽百人ソロヘ

シトヲサヘテ︑イカナイカナ一人モ出ベカラズト︑表裏三門ノ

オ︶ハ且テアルマジ︒私ノ宿意トシ

下ノ御サタトシテ遠慮︵

マツ︒コノ節長尾四郎左︵

カケチガフ合戦ノ虎口ノ如クナリ︒諸士殿中ニアツマリ下知ヲ

43

錠ヲヲロシテ鍵ヲトリアゲ︑サシ固メサセテ弾正忠・民部太輔

42

リ数十代相ツタワリ︑吉良ハ元来他家ニシテ姓氏チガヒ内縁ノ

当家ハ中納言景勝ヨリ成ザル処ヲカレコレ相続︑スデニ元祖ヨ

両主ヘ諫言スルハ︑コレハ乱心ノハタラキニ候︒以ノ外ナリ︒

トモナサルベキナリト︑中々手ヅヨク諫言ス︒サスガニ上杉普

義御承引アラズンバ兵部ヲ御手討ニナサレ︑ソノ以後イカヤウ

家ノタメニ上杉家ヲ失ナハンコト思ヒヨラザルコトナリ︒コノ

テ天下ノ法令ヲヤブル御咎メ必定︑上杉家断滅スベキナリ︒他

ム︒長尾四郎左衛門コレヲキキ︑以ノ外ナリ︒イカニ一家老ノ

ニ上杉家ノ断絶スベキコトハ︑決シテアルマジキコトナリト止

ヲ相続別々ナリ︒タトヱ何ラノコトアリトテモ︑吉良殿ノタメ

レバセニナレドモ駆ムカフベキト云︒弾正忠民部太輔モ︑然ル

ル︒長尾四郎左衛門申スハ︑アマリ残念ナリ︒小勢ニテモヲク

代ノ家老職ナリ︒思フヤウニモナラズ遅滞ソノ内ニ夜ハ明ハナ

ウ︶テモカケ向フベキナリトシキリ

ベシト申サル︒少々ニ︵

一類ナリ︒今当家ノ相続︵

オ︶シテ︑ソノ本家ヲステテ上杉

44

申サルルコトニテモ左様ニ非ズ︒吉良上野介ハ当家主君ノ実父

43

ヅナリ︒ソノ義モカ様ノ不意ノ用心ノタメナリ︒イカニ他家他

ナリ︒スデニ一両日中ニ︑麻布ノコノ方屋シキニウツリ玉フハ

ズ︒百人バカリ夜討仕リ︑仕スグリ本庄ノ屋シキハ立ハラヒ︑

ニ下知セラル︒ソノ内ニ追々註進アリ︒是非ノアヤハ分明ナラ

44
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永代橋ニカカルト註進アリ︒千坂兵部モ︑何サマ一応ハ弓矢ノ
ノコト︵

匠殿家来ドモ上野介方ニ夜討仕リ上野介討レテ候︒弾正忠実父

オ︶ニ候ヘバ︑人数ヲ出シテ彼一党ウチハタシ申ス

礼ナリ︒長尾四郎左衛門ヲ大将トシテ給人武士二十人足軽五十

キナリ︒年来︵ オ︶思ヒツメ死ヲ一図ニキワメ︑殊ニ只今立

ハワヅカニ百人バカリトイヘドモ︑外ノ兵千二千ニモマサルベ

アト先ニ立テ屋敷ヲ出テ︑千坂下知シテ長尾ニ談ズルハ︑彼ラ

人︑又跡ヨリ千坂兵部マイルニ︑武士六七十人足軽百人バカリ

公義ニモ神妙ニ思シメシ老中ヨリ内意アリ︑コノ上弥ヲンビン

アトニ一物残リタル申シ分ナリ︒コレ千坂ガ工夫ヨキナリ︒御

ニ及ビ申ハ恐レ多ク候ユヘニ︑サシヒカヘ候ト申シコトワル︒

ベキモ易ク候ヘドモ︑天下ノ御ヒザ元ニテ︑私ノ意恨ニテ弓矢

46

︵モ︶スストカルベシ︒彼ラニ仕マケタル時ハ恥ノ上ノ恥︑面目

テ 討 ト メ ン ト ス レ ド モ︑中 々 勢 ヒ ツ ヨ ク 大 勢 人 損 ジ ハ タ ラ キ

退ハ大形本懐ヲ達ストミヘタリ︒タトヘコノ方二千三千鎧ダチ

見物︵

間ノサタ芝筋騒動殊ノ外ノサワギナリ︒泉岳寺近辺ノ町人ヨキ

コレナシ︒カヤウノ体上杉家ソノ侭ニ居マジキハ必定也ト︑世

ニ致サルベシトノ御内意也︒扨十五日式日上杉父子トモニ登城

ウ︶ト云輩アリ︒又芝近辺諸大名中ノ屋シキ屋シキノ

ヲ失フ︒我々ガ聞チガヘト云フニテスムコトナリ︒両国ノ方ヘ

45

ヒ目アリ︒︵ ウ︶世上ニ流布シテ︑上杉家大臆病ト云ヘドモコ

上杉家ノ討手ハ両国橋ヲ心アテニ北ノ方ニ行︑前後左右ノチガ

家千歳ノ裁判ナリト︑大石ガ一党永代橋ヲワタリテ南ノ方ニ行︑

ヲシ向ケテ︑吉良殿ノ屋シキニ付届シテ引トルベシ︒コレ上杉

ナル武備ナリ︒又武勇モ入ルコトナリ︒上杉家トトリ合ニ及ブ

芝ノ泉岳寺ノ辺ハ固メ仰付ラルベシ︒誰ノ家ニテモコレハハレ

モタヤスク討レマジ︒然レバ江戸中ノ騒動ナルベシト︑定メテ

評判︑浅野殿家来本意ヲ達シ武勇タクマシ︑上杉家大勢来ルト

46

ニシテ︑吉良家ニハ少シモカマハザルコトナリ︒コノ節ニ出合

アレドモ家筋ハ別ナリ︒家臣バラモ皆上杉宗廟ノ家来ト云フ者

レ又尤モ可ナリ︒何ゾ他家ノタメニ上杉ヲ亡スベキヤ︒内縁ハ

守綱村︵

大ニサワギ各殊ノ外ノ用意也︒殊ニ松平越前守吉村ハ︑父陸奥

ロヘ足軽ハ棒用道具ヲソロヘ馬引立テテ︑屋シキ屋シキノ内︑

ベキノ支度︑面々人数ヲソロヘ着込押羽織ノ用意︑長柄弓ヲソ

オ︶ハ増上寺ノ火消番ナリ︒コノ節ノサウドウニマ

ハバ勿論大石ハ討トムベシ︒然レドモヲビタダシキ騒動ニナリ︑
私ノ宿意落度ニナリ上杉モ断絶スベキノ処ニ︑千坂ガ思案モ又

一入人数ヲアツメ的居馬印ヲ出シテソノサワギ以ノ外ナリ︒御

ギレテ万一出火事アルベキ︒万一ウケトリ場ノ用意シキリナリ︒

47

一風アリ︒千坂兵部ハコノ節スグニ御老中方ヲマワリ︑浅野内
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45

度ノ一乱穏便ニ致サルルヤト相タヅヌ︒千坂兵部申ハ︑ソレハ

ノ縁ニヨツテ御類縁ニツナガル︒天下ノ諸人コレヲシル︒当家

上杉家ハ謙信以来武勇ノ名正シク一度モクジケズ︒然ルニコノ

家ノ実父ナリ︑左兵衛ハ兄弟ナリ︒旁上杉家大キニ面目ヲ失フ︒

49
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預ケ四ヶ処ニ引取マデハ︑皆々屋シキ内ニ人数ヲ立ラレケリ︒

︵第︶

ウ ︶ 以 ノ 外 愚 意 ノ 至 リ 也︒凡 ソ 上 杉 家 ハ 度 々 ニ 断 滅 セ ン ト

ス︒カレコレト漸々ニ相続ス︒今天下ノ御沙汰弟一法令キビシ

︵

心アテ大キニチガヒ︑上杉家ハ存ジノ外ノ腰ヌケ臆病ナリト人

ク立ラルル︒然ル処ニ法令ヲヤブリ騒動セバ︑何ノ御遠慮モナ

上杉家ニハ何ノサタモナク一段トシヅカナリ︒コノ故ニ諸人ノ

口ノ評判モ尤ナリ︒子細ハアルニモセヨ︑実父ヲ討セテソノ侭

ク断絶スベキハ眼前ナリ︒我々上杉普代ノ家臣トシテ主人ノ家

ノ恥ハ天下ノ御恥也︒事ヲ穏便ニシテ見合セ弥別条コレナキト

ノタユベキヲ知テ︑ミダリニ武勇ヲフルワンヤ︒当家ハ今紀州

杉殿ノ国家老長尾権四郎並ニ普代ノ諸番頭甘糟・柿崎・宇佐

キハ︑コノ方ヨリ願ヲ立テテ四十七人ノ輩ハ殺害スベシ︒ソノ

オ︶ニ御許容ナクンバ︑大石ガ分際ニテ吉良殿ハネラヒ

スマシタリ︒コノ方十五万石ノ家中︑主人采幣ヲ取テ家ヲツブ

上︵

代ノ家人トシテ︑上杉家相続ノコト心得難シト評定一決シテ︑

高シ公義之下知終ルヲ見玉ヘト云フ︒コレモ又一理アリ︒然リ

トイヘドモ長尾権四郎且テ承引セズ︒スデニ国元ノ諸士コノゴ

トクナリ︒止ベカラズト公義ニ願ヒヲ立ルニ相究マル︒千坂工

夫シテ︑然ル上ハ随分諸方ヘサワラザル様ニシテ︑事ノ剛強ニ

キコヘザル様ニ願ヒ奉ル赴ハ︑今度吉良上野介ウタレ候意恨︑

ウ︶匠殿ノ家来ドモ陪臣ノタメニ恥ヲサラス︒上杉

旨ヲ申ヒラク︒コレニヨリ長尾権四郎千坂ヲセメテ︑米沢城本

ニナリスデニ当家断滅ニ及バントスル︒イカナル心底ニテコノ

当地ノ首尾ヲツクロヒ家ノ安否ヲ守ラルル︒然ル処今コノ首尾

浅野内︵

48

ハ根本ナリ︒某カノ地ニアリ相守ル︒貴殿ハ近年江戸ニ下リ︑

ロヒ又弾正殿・民部殿モ同ジヤウニ︑千坂兵部ガツヨキ諫言ノ

ニサヘ身命ヲ落ス武門ノナラヒナリト云ニ︑家中ノ者ドモ打ソ

︵果︶

オ︶勇ヲ落ス︒コノ上ハ当家立ツベカラズ︒タトヘ他門ノコト

イカナル子細ヲ以テ︑見グルシク天下ノ人口ニアヅカル︑武︵

サント思ヒテ事ヲハカラバ︑天下ヲモ謀ラザラメヤ︒音高シ音

49

俄ニ長尾権四郎江戸ヘ下ツテ一家中ヲアツメテ︑コノ度ノ首尾

ヲ討セテ︑アマツサヘ左兵衛士法ヲ失ナヒ面目ヲ失フ︒我々普

家トシテ一度モ家名ヲヲラズ︒然ルニコノ度吉良上野介殿実父

上杉国家老長尾権四郎申条之事

ニハ居ラレマジキトノウワサナリ︒
︵ ウ︶

48

一上美ナド︑評定ノ頭人トシテ米沢ニテ評定シテ︑上杉代々武勇ノ

47

度ノ首尾︑人口ト申シ末代ノ記録ニ残リ武家ノ本意ニアラズ︒

ノ心黒白ノヘダテ︵

又長尾権四郎ガ手ヅヨク武勇ヲ立ルモ主君ノタメヲ思フ︒両人

オ︶トイヘドモ︑ソノ忠誠ノキワマル処

元祖ヘノ不孝子孫ヘノ恥コレニスギズ︒然ル上ハ公義ノ御用ニ

ノ者ドモ︵ オ︶隠居仰付ラレ︑家督相続之義ハ東照宮御トリ

ニハ四十七人ノ者ドモニハ毛頭カマヒコレナク候︒弾正忠父子

シテ︑主人ニタノミ申ベキト申ス者一人モコレナク候︒コノ上

モ相立申スマジキト存ジ︑米沢ノ家中田舎者ニテ腹黒ニ立腹致

ハチガヘドモ一理ニシテ皆忠誠ナリ︒旧家ハ皆コノゴトク古代

タスラニ武士ノ義勇ヲ思フ︒家ヲ立名ヲクジカズ︒両人ノ筋道

坂公辺ヲ憚リ遠慮ブカク内心鉄壁ノ如ク神妙也︒長尾権四郎ヒ

ハ一ツナリ︒田ヲユクモアゼヲ行モ利ハ一ツ皆同一体ナリ︒千

51

立ノ家格別ノ家スジニ候︒又当前ノ御縁モ候条︑紀州ヨリイカ

世上ノ流言トハチガフ︒上杉旧家ニシテ深マシキコト也︒

ノ家老ドモアリ︒当然座シキノ利口トハ大ニチガフコトナリ︒

ウ︶

ニモ相続ノ義御下知ニ御立下サルベク候︒且又国江戸ノ諸士ド
モノ内臆病思案︑コノ度ノ願ヒノ人別ニモレ候者ドモハ︑一人

忠臣規矩順従録巻之十九終︵

孟子ノ云ク︑不仁者ハソノ危キヲ安ンジテソノ禍ヲ利ト

モノコラズ切腹申付候条︑兼々御トドケ申上候ト︑千坂兵部・

書付ヲ以テ申シ上ル︒コノ義軽カラザルコト早速上聞ニ達ス︒

ス︒コレヒトヘニ吉良上野介義英ノコト也︒悲ヒカナ弓

忠臣規矩順従録巻之二十

コノユヘニ老中ヨリ内意コレアルハ︑紀州ノ御縁モコレアル条︑

馬ノ家ニ生レ武門ノ義ヲ忘却シ︑殊ニ先祖ハ八幡太郎義

長尾権四郎両人老中ニマイリ︑国元江戸番頭ドモ十一人ノ判形

トカクヲンビンノ︵ ウ︶沙汰シカルベシ︒何分上杉家ノ相立

51

コレニヨリ家中ノ諸士漸々ニ合点シテ︑御法令ノヲワリヲ相マ

ク御評定コレアルベキ条︑サヤウニ相心エ候ヘトノ御内意ナリ︒

コレマデ上杉家ヲンビン近比神妙ニ思シメシ候︒弥御打ステナ

申スヤウニ︑武士道モスタレ申サザル様ニ仰付ラルベキノ間︑

忠︵

ヲ持昇殿︑ソノ名高ク忠貞ノ高家ナリ︒母ハ酒井紀伊守

ハ若狭守左少将寛永十一年将軍家上洛参内ノ節︑御太刀

良上総介従五位下源長氏ヲ元祖トシテ十七代ノ後胤︑父

家ノ三男式部太輔義国ノ五代足利左馬頭義氏ノ三男︑吉

オ︶吉ノ娘ナリ︒先祖ト云ヒ︑ソノ身従四位上少

ツ︒コノ義何トヤラン六カシク難義ノコトトナリタリ︒コノア

50

ヤヲ見ルトキハ︑千坂兵部ガ前方ノ諫言モ主君ノタメヲ思フ︒

52

将ニシテ誠ニヤンゴトナキ身ノ上︑イカナレバ侫奸ノ人
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50

ニシテ天性ノ猛悪重ンズベキ義ヲシラズ︒懦弱ニシテ天

承引アラズ不和ニナリタル故ニ︑上杉家ニ帰リテ終ニ対

ウ︶ノ場ヲカレコレ申シ乞ヒ︑弔ヲモ仏事ヲモ致

面ダニナカリケルニ︑首ノ事ニ付サスガニ夫婦ノ中︑難
義︵

下万民ノソシリヲカヘリミズ︑家臣小林平八郎・上杉殿
ノ千坂兵部ノイサメヲ用ヒズ︑ミダリニ生ヲムサボル︒

サルル︑殊勝ノコトナリ︒

良左兵衞屋シキノコト御詮議ノコトアリ︒死人一人モカタ付

浅野殿ノ生害アル恨元ハ上野介ニアリ︒然ル上ハ同ジク

アヤウキヲ安ンズルノ語︑ゲニヤ聖賢ノ語ハ鏡ノ如クナ

吉良上野介菩提所牛込盤松院使僧往来事

リ︒
︵ ウ︶盗人ノ内ニモヲモキ盗賊生ヲヌスムノ奸賊ナ

リ︒同十七日御糺明アリ一落着スンデ︑十九日夜ニ入リ死人ハ

ウ︶後ハ︑泉

物ナリ︒天道ノスツル処ソノ罪忽ニ至ル︒コレ全クソノ

良上野介ノ首ハ大石一党墓ニソナヘタル以︵

首入

ヲ恥ザランヤ︒天下ノ人口ヲ如何︑コレ不仁者ハソノ危

良上野介代々ノ菩提寺牛込ノ盤松院ヨリ︑使僧並ニ坊主十人バ

昼比ニナリ︑寺社奉行中ヘ申シマワラルル︒ソノルスノ内ニ吉

ワケ物

ニ入レ内仏ノ仏前ニサシヲキタリ︒泉岳寺ノ住僧ハソノ日

一吉岳寺ノ方丈ニ相ワタス︒首ニテサシ置モ見グルシク︑少キ器

53

キヲ安ン︵ オ︶ジテ︑ワザワイヲ利スルノ語ナリ︒ス

ニツタヘ父子兄弟人情ノ間︑何ゾ痛マザランヤ︒又コレ

討レ︑首ハ五十人ノ翫ビニセラレ︑武名ノケガレヲ千歳

一ツモ射出サズシテ︑切腹ヲモトゲズヤミヤミト大石ニ

皆片ヅケケリ︒

トモニ療治仕ルヤウニ︑栗崎道有ニ仰付ラルル︒四人ハ死去セ

一吉ケズソノママニサシヲカレテ︑左兵衛手疵療治仕リ手負十七人

死ナデハ叶ハザルヲ︑時ノ権勢ヲタノンデ存命ス︒コレ

53

災ヲ利トスルノ語也︒スデニ十四日ノ晩夜討ノ節︑矢ノ

リ︒又恣ニ奢リニ長ズルコレ人ノスツル処悪ムノ甚シキ

52

デニ上野介首ニ千歳ノ恥ヲ残ス︒上野介ニツヨク諫メヲ

漸寺無類ノ活僧ニテ︑出ムカヘ申サルルハ︑住持ルスニ候ヘバ

カリ来リ︑上野介首申シウケント云フ︒留主ニタノマレタル東

ナル御首尾︑御存命ノコト目出タキコトニ候ヘドモ︑ト

又何方ヨリノサシヅニテ御出候︵

返答申シ難シ︒併子細ニヨリワタスマジキニモアラズ︒コレハ

申サレタル人ハ内室也︒

テモ内匠頭ノ家来ドモ鬱憤ヲサシハサマン︒子共ヲ不便

野介ノ首ハ悪人ユヘニ︑浅野内匠頭家来中太刀先ヲ以テ討来リ

ウ︶ヤ心得ガタシ︒コノ上

ニ思シメサバ御生害モシカルベキヤト達テ申サル︒且テ

上杉定勝
ノ女ナリ

諫メラルルニハ誠ニ結カウ

53

53
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テ仏体ニハ成ガタシ︒獄門ニカクベキニモ野原ニ打スツベキモ︑

タル首ナリ︒未ダ是非ノ落着ナシ︒又貴辺ノ寺ニテコノ首弔ヒ

仏体成仏ノ致シ︵

数代ノ且方ナリ︒当寺ニテハ仏ニナリ難クテモ︑コノ方ニテハ

僧モヱリテサシコシタル坊主ナレバ肘ヲ張テ︑イヤイヤ吉良ハ

オ︶方モアリ︒是非ニウケトリ申スベシト

大石ガ心底ニマカスベキコト也︒御カヘリアリコノ旨申シノベ

ノ首ハ主君ノ墓ニソナヘ手向︵ オ︶ヲ申スマデナリ︒モハヤ

面ニ及ビ︑右ノ赴キヲ申シノブル︒大石主税ススミ出デテ︑コ

モ残念ナリ︒コノ上ハ内蔵介ヨリ申シウクベシト大石ニ案内対

玉ヘトナリ︒使僧承ハリ︑コレマデモラヒニ来リ無碍ニカヘル

ニハヤメ難カラン︒二十人三十人マイラレテハスマジ︒武具ヲ

上ハ寺ト寺トノ諍論ナリ︒盤松院ヨリモラヒカカラレソノママ

カヘリ玉ヘ︒坊主首ハ落ルトモ上野介首ハ渡スマジキ也︒コノ

云︒東漸寺大ニ立腹シテ︑ヱシレヌコトヲ申サルル物カナ︒早々

55

仕ラザル物ナリ︒高家ノレキレキ四位ノ少将ノ首ナリ︒ソマツ

ヘト云︒内蔵介大ニシカリ︑イカニ若年ナレバトテ左様ノ雑言

右ノアヤ相スミタレバモハヤ無用ノ首也︒投出シテクレラレ候

トシテモ︵

吉良殿ノヤシキニモ通ジタリ︒上野介骸バカリニテ首ナシ︒私

所化三四十人立マワリシシメク︒是非ニ及バズ使僧ハカヘリテ

調ヘ大勢来ラレヨ︒長居アリテ見グルシト寺中衣ノ玉襷ヲ取テ︑

ウ︶ラワンニハ埒明クマジト︑早速ニ吉良殿ノ家

ナル申シ条ト内蔵介立出テ盤松院ノ使僧ニタイ面シテ︑若年ソ

54

丈ニ来リ︑大石︵ ウ︶殿請トリ候ヘトノコトナリ︒渡サレヨ

相対アリ致サルベシトヲンビンニ申サル︒コノユヘニ使僧又方

モハヤ入申サザルユヘ︑泉岳寺ヘツカワシヲキ候ヘバ︑住持ト

コツノ申条御心ニカケラレマジク候︒扨上野介殿ノ首我々方ニ

出家両人サシソヘテ申シヲクラルルハ︑寺社奉行衆阿部飛騨守

カワス︒吉良殿ヨリ無疵者岩瀬舎人麻上下ニテ︑侍十人バカリ

願ヒ入ルル︒御月番阿部飛騨守殿指図ニテ泉岳寺ヘモラヒニツ

老斉藤宮内・左右田孫兵衛方ヨリシテ︑寺社奉行中ヘコノ義ヲ

55

申スベシ︒去ナガラ釈尊ノ再来ニテ弔ヒ申サルルトモ︑上野介

ハデ叶ハザルコトナラバ︑胴体ヲコノ方ニ送ラレバツギテ葬リ

難シ︒弟一住持モ公義寺社奉行中ヘ訴ヘニ出ルスナリ︒又弔ラ

ト云フ︒東漸寺ノ和尚申サルルハ︑イヤイヤコノ首トカク渡シ

亡君ノ手向モコトスミタレバ︑早速御所望ニ任スベキコトナレ

オ︶君ノタメニ討トリ︑太刀先ニテ討レタルコトナリ︒モハヤ

リノ御指ヅニテ候︒元来コノ首ハ大石内蔵介一党ノ面々︑亡︵

泉岳寺住持東漸寺両人出合テ︑ソレハ面白キコトヲ寺社奉行ヨ

殿マデ御尋申処︑申ウケ候様トノ御サシ図ニテ候ト申越レケリ︒

56

︵第︶

ニカギリ仏体ニハナルマジキニ打ステ玉ヘト云フ︒盤松院ノ使
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54

ドモ︑コノ方ヨリモ寺社奉行中ヘ伺ヒ申候︒ソノ上ニ夜ニ入候

スル程ノコト左リ前ニナリテ︑コノ度ノ首尾散々︵ ウ︶ナリ︒

ハ天然ト︑浅野殿方ハ何カラ何マデ出来バヘスル︒吉良殿方ハ

コノ義ヲツタ

コレハ上杉弾正忠勝ノ娘ナリ︒
今ノ上杉殿ノタメニハ母也︒

︵ オ︶ベキ様アリトテ︑女中使一人ヲサシツカワシテ申入ラル

ニ何シニ首ヲ惜ムベキ︒皆申シヤウノ悪シキユヘナラン︒我ス

辺ノサシヅモ有マジ︒大石ガ党ハ御アヅケ人ニナル︒又泉岳寺

レ近比浅マシキコトナリ︒何レ左様ニ埒ノ明ザルモ尤ナリ︒公

テ浅マシキ最期ノ上ニ死骸ニ恥ヲサラシテ︑胴体ト二処ニ葬ラ

一十ヘ聞テ︑ゲニヤ在命ノ内色々諫言スト云ヘドモ承引ナク︑果シ

六日ニ至リ吉良上野介ノ内室

上野介殿内室首申乞ルル事

ヘドモ︑イマダ大石殿ノ片付相スミ申サズ候︒ソノ前方ニ上野
介首ハ渡シ難ク候︒殊ニ御家来中ハ今朝ノ闘諍ニ未ダ大石殿ノ
落着相スマズ︑夜中ノハタラキ太刀先ノ勝負アリツラン︒又寺
社奉行中ノサシヅモ左兵衛殿ノ家来中マイラルル段︑近比心ヱ
難シ︑コノ義御サタナシ然ルベキニ存候︒万一大石殿ノ一党︵
ウ︶聞トドケ候ハバ︑又々討テ出申サレ候ハバ︑今朝ノ手ギワ
ニテハアヤウキ命勝負ニ候条︑表門ヨリハ入ラザル物︑裏門口
ヨリ忍ンデソロソロ御帰リ然ルベシト云フ︒舎人ヲ始トシテ侍
ドモ大ニヲドロキ︑コレハ何ノ心モ付申サズ候︒近比御心入忝
シトヌケヌケニ立帰ル︒岩瀬舎人モアイサツナシニ何ツ帰リツ
ラン︒バラバラニ立帰リ一人モ残ラズ立帰リケリ︒泉岳寺ニテ
ハ大キニ笑フ︒コレハ阿部飛騨守殿ニモ大キナルソマツニテ︑評
オ︶守殿

57

ル口上ハ︑上野介ノ首ソノ御寺ニアリ︑勿論骸ヲモサシコシ申

シ︑御寺ニテ弔ヒ仏事ヲモ御タノミ申スベキ処︑夫婦ノヨシミ

モ候ヘバ死顔ナガラ対面モ仕リ度︑又牛込盤松院ニ数代ノ石塔

モ候ヘバ︑ヒトヱニ頼入申ストノコトナリ︒女中ト云ヒ殊ニ又

ウ︶候︒又左兵衛殿ヘモツカワシ難シ︒盤松院ヘ女中二

返答ナリ︒コノ故ニ盤松院ヘ女中四五人指コサレタリ︒寺ヨリ

三人御出合コレアルベシ︒追付コノ方ヨリ首送リ進ズベシトノ

ク︵

去ナガラ両度ノ使ニカレコレ子細モアリ︑寺ヘハ送リ申スマジ

尤ノ口上也︒住持ノ返答ニ︑御尤ノ仰ニテ候︒成ホド相心得申

コトナレバ︑番人ヲサシソヘテ長刀・棒乳切木ヲ以テ仏間ヲカ
コヒテ︑末寺末山ヨリ僧法師大勢ヨビアツメ︑高挑灯ヲ立テテ
拍子木ヲ打立テテ︑夜マワリキビシク守リケリ︒ゲニヤコノ度

58

十五日ノ夜ハ泉岳寺ニサシヲキ︑奪ハレテハ寺ノ一分立ザルノ

ヘコシ︑寺モシヅカニナリ一落着スンデ︑今ハ上野介首一通リ

定宜シカラズ︒角テ十五日ノ夜戌ノ刻ニ仙石伯耆︵

58

候︒コノ方ニ留ヲキ弔ヒ申ベキノ筋コレナシ︒仰ニマカセ候︒

56

ナレドモ誰一人モラヒニ来ル者アラズ︑打ステコレアルユヘニ︑

57
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少キ首桶

ソノ上ヲ白布ニ包ミノリ物ニ入︑出家両人駕ゴ

ワケモノ古
法ノ如クニ

脇ニ付同宿二人アトニツキ︑挟箱ニ香花ヲ入指コサレタリ︒然

オ︶人足軽五六人ニ︑小櫃ノヤウナル

リ︒土佐守殿ノ伯母也︒然ル処十五日ノ朝六半スギ︑寺西弥太
夫・矢頭右衛門七両︵

者二荷モタセ来リ︑内蔵介ノ封文一通金子ノ箱二荷サシ上ルヨ

ウ︶相スミ候条︑残金九千両余指上候︒帳面

︵ オ︶トメ御ナジメノ者ノ悴也︒父義ハ我々同前ニ最期仕ルベ

キ今朝右衛門七ト改名已来一所ニ居候︒カロキヨリ奥方ヲ相ツ

頭右衛門七ガ父長介ハ兼テ御存ジノ物也︒病身ナガラ相ハタラ

︵御ナジミノ者︶

御ツレヅレノ節ハ御尋御慰ニモナルベキヤト存ジ奉リ候︒又矢

形見ト思メシ御サシトメ︑去年已来ノ四十九人骨ヲリ申段モ︑

忠節他ニコトニ去年已来忠誠ニハタラキ候ヘバ︑私父子ノ者ノ

内匠様召シ出サレ百石下サレ︑私組足軽ノ小頭相ツトメ候条︑

委細ナリ︒又寺西弥太夫コト元来私家来ニテ︑貞実者ユヘニ古

ツカヒ方勘定︵

ニ金銀配当仕ル書付ノ外ニ︑コノ度ノ諸入用︑去年已来諸士ノ

也︒家名ノ書シルシアリ︒又一封ハ去年御城引渡シノ節︑諸士

ニ︑密事モルレバ成ズ︑古今左ノ如ク相ツツシム連中四十九人

向ニ持参年来ノ本懐ヲ相達シ候︒コノ一義前方ニ申上ベキノ処

吉良上野殿宅ニ夜前ヲシ入今朝首ヲトリ︑只今亡君ノ御墓ヘ手

リトイヘドモコノ首三刀ヅツトハ思ヘドモ︑四十七人ノタタキ

オ︶首ヲツギ葬リ︑円山成光ト改名ヲ付ケタリ︒ソノ日追付盤
松院ノ門柱ニ落書ヲハル︒
吉良ワレヌ首納豆ノ歳暮カナ
少将ノクビヲ小桶ニ入レヲキテ寺カラ寺ニヲクル初モノ

ノ 子︑吉 良 東 条 義

60

クルシキ首ナリ︒女中コレヲウケトリ︑盤松院ニテハ胴体ニ︵

シナリ︒コノ旨ヲ申入ルル︒局戸田殿早速状ヲヒラキミレバ︑

60

タルコトナリ︒ヒトヘニ納豆ミソノ如クニタダレタリ︒近比見
59

爰ニ不思義千万ノコトアリ︒宿業ノ因縁ノ廻ル処ト見ヘタリ︒
中比ノ吉良三州東条西尾ノ城主
実ハ清康公ノ姉公
家康公ノ大伯母ナリ

ウ︶ニステア

康︑家康公ニ対シ度々ノ逆心ユヘニ︑三州ヲ立ハラヒ江州ニ走
リ佐々木義禎ヲ頼ミ居テ︑摂津国芥川ノ合戦︵

リシヲ︑ヒロイアツメテ弔ヒケル︒上野介五代ノ先祖ナリ︒コ
ノ改名円山成光ト云ヘリ︒然ル処ニ上野介位牌三州吉良ニ立ツ
ル時︑同名ユヘニ江戸ニ申シ来リ︑俄ニ改名アラタマリ実山相
光ト改メラルルナリ︒カ様ノコトヲ見タル時ハ︑先祖ヨリ因果

野内匠殿ノ後室瑞泉院殿ハ︑浅野土佐守殿ノ屋シキニ居玉ヘ

内匠殿後室并矢頭・寺西之事

歴然不思義ノコトドモ也︒

一浅

シ︒コノ右衛門七義ハ四十七人ノ名代ニサシアゲ候条︑御不便

ヲクワヱサセ玉ヘ︒主税同年ノ若者ニテ随分夜討モハタラキ申
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61

59

ウ︶来ノ金銀ノ帳面ナド︑致サレズトテモスムコト也︒死ニ行

万端貞実ナル内蔵介ト感察スベキ人ナリ︒扨両人面々大キニ迷

候ト︑委細ニ書ノコセリ︒内蔵介ハ万端心底ノ及バザル人ナリ︒

惑シテ︑我々四十九人一党ノ者ドモナリ︑御使ニ伺公仕リ御サ

身ナレドモ心ノ問ハバ如何コタヘント︑古哥ノ心ノ如クナリ︒

デ走リ出玉ヒテ︑扨モ扨モ大石ハ腰ヌケ侍︑不忠不義ノ人畜生

一御ル処ニコノ註進ヲ聞シメサレテ大ニ悦ビ玉ヒテ︑即時ニ広式マ

シトメ難義ニテ候︒ゼヒニ帰リ申スベシト出ントス︒御後室御

後室ハ御年若ユヘニ常々奥フカク中々外様ニハ出玉ハズ︒然

ト思︵ ウ︶ヒ︑勿体ナキアラヌ恨ミモ思ヒツル︒又家中ノ諸

内蔵介並ニ諸家中ヘ女ナガラ一礼ハ申スベシ︒表向キハ上野介

侍モ甲斐ナキ奴バラト思ヒシニ︑今ノ悦ビコレニスギズ︒急ギ

サセテ食事ヲタベ︑土佐守殿ヨリ御褒美ニテ世間︵

ルト袖ヲヲサヘテ留メ玉フ︒コノユヘニ是非ニ及バズ行水ヲ致

腹ヲ立ラレ女ニテモ我モ主人也︒今コノ節何トテ我ヲカロンズ

オ︶知ル

首実検ト申立ニシテ︑コノ義女中ノアルマジキト評判ニ及ビ難︑

61

召レテ︑御直々ニ夜中ノハタラキサゾヤ疲レツラン︒子︵ オ︶

扨矢頭右衛門七・寺西弥太夫ヲ召サレテ︑奥ノ御居間屋シキニ

盃ヲ玉ワルノ心︑粥桶一荷戸田御使トシテ泉岳寺ヘマイラルル︒

トテモソレ迄ノコトト自分ニ立ツドヒテ︑酒一樽四十七人ノ御

女ノ主人トテ今更アナヅル︑ヨモヤ御満足ニモアルマジキナリ

ハ︑未来マデノ御勘当ナリ︒内匠様ノ魂魄聖霊モヲワシマサバ︑

ニ他出モ成ズ︒又瑞泉院殿ノ御意ニハ万一自害ナド仕ルニ於テ

ルコトニモ非ズ︒知行ヲモ下サルベシノコトニシテ︑面々一向

63

ヘマイリ申スベシト云ウ︒瑞泉院ドノ是非ニトドメ玉ヒテ︑内

リト思ハルル︒両人一通リ御物語リ申シ上ゲ︑我々モ我々モ寺

細ヲ一々タヅネ問ルル︒悦ビイサムモ涙ナリ︒ゲニヤ御コトワ

ヨリ召出サレ︑寺西弥左衛門ト改名シ︵

異見シバラク存命如何ナリ行ケン︒扨寺西弥太夫コト土佐守殿

矢頭コトハ翌日ヨリ断食シテ既ニ死ベキ体ナリ︒色々後室ノ御

ト急ト仰出サルル故ニ︑サスガニ自害モナラズ難義ノ体ナリ︒

ウ︶新知二百石下サ

蔵介方ヨリカヤウカヤウニ申シ来レリ︑四十七人ノ者ヲミルト

62

思シ召︑矢頭長介ハ我方ニサシヲクベキナリ︒寺西弥太夫ハ内

ナリ︑瑞泉院殿ノ御懇意ノコル方ナキ首尾︑果報ノ寺西ガ身ノ

レ︑又間モナク内蔵介切腹ノ巳後︑百石加増ヲ玉ハリ三百石ニ

多ク諸士ノ内︑只一人残高知行ヲ下サレ諸方ノ馳走ニアヅカリ︑

蔵介父子ノ形見ナリ︒朝夕ノ咄シ相手ニモナル︒是非ニ放シ玉

タル人也︒勿論忠誠正シキ人ナレドモ︑思ヒマワセバ去年已︵

上ナリ︒ソノ上ニ武勇ノタクマシキ人トテ諸人コレヲウヤマフ︒

63

ワズ︒カヤウニ前後ハシバシマデ︑扨モ扨モ内蔵介ハ心ノ届キ
62
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セタル内ニ︑元来ハ殊ニ大石ノ家来大恩ヲウケ死レヌ命ヤト︑

ニ動カズ︒後ヘニ斧壘ノ誅アリト云ヘドモ︑未ダコレガ

兵書ニ云︑前ニ垂軒ノ賞アリト云ヘドモ未ダコレガタメ

忠臣規矩従順録巻之二十一

カゲニテハツブヤキツブヤキ云ヘドモ︑日本無双ノ大石ガ長臣

タメニ恐レズ︒コレ忠臣ノ勇ナリ︒兵書ニ論ズル処ハ心

ゲニヤ幸ヒ人ナレドモ人ニハ欲心アリ︒四十九人ノ内義士死失

也︒ソノ上ニ去年巳年両年誠ヲ尽シ︵ オ︶テ丹誠ヲヌキンデ︑

内蔵介内室母義ヘモ対面仕リ度トノ願ナリ︒尤至極ノコト也︒

コトノ候条︑シバラク百日バカリノ御暇ヲ願フ︒又内々ニテハ

マヲ申シ︑伊勢ニ参宮︑又京都ノ用事ドモ旁上方ヘマイリタキ

モナク益富貴栄耀ノ身ノ上ナリ︒然ル処三年メニ至リテ御イト

夜討ノ晩ノハタラキ武勇正シキ人ナレバ︑誰一人非太刀ヲ云人

レナキ時ハ︑
︵ オ︶人欲ニマヨハザレデ︑必ズ恨ミ起リ

ネクトキハ必ズ動キ傾ムク︒又何程ニツトメテモ報賞コ

心ウゴキ︑タトヘ武勇ノ盛ンナルモ︑高知高禄ヲ以テマ

イカナル人モ眼前ニ金銀ヲツンデコトヲ謀ル時ハ︑必一

一決シテ迷ハズ動カズ︒大丈夫ニ忠義正シキヲ云フナリ︒

64

リ︒誠ニ有難ク存ジ奉リ候トテ︑伊勢ヘモ参宮セズ直ニ山科ニ

年来辛労ノ身ナレバ︑国勝手ニナルベキナリト御暇ヲ下サレケ

迷ヒナリ︒タトヘ武士我主君ヨリハ無足ニシテ︑外ヨリ

ニ相同ジ︒一切ハタラカザル物也︒大カ小カコレ人間ノ

勤ヌ物也︒タトヘバ下郎ノ日雇代ヤラズト働ケ働ケト云

十四日︑山科内蔵介住ケル屋シキニ逆修ヲ立テテ︑自分ノ石塔

ヲシテ寺々ニ寄進ニシテ内蔵介菩提ヲ弔ラヒ︑漸三年忌十二月

リ斧壘ノ重キ刑罰アリ︒只今死ニ向ハントスル節︑恐ル

キ相従フ様ニナル︒ソノ期ニ至リ一点モ動カズ︒又後ヨ

過分ノ金銀米銭ヲ年月ヲ重ネテ合力スル時ハ︑必ズ心動

迷ヒ欲ニヒカレ先金銀ニ取リ付︑ハタシテ盗賊配当ノ内

ルコトトシラバ︑コレヲ請ベキヤ︒サレドモコノ時ニ心

銀米銭或ハ絹布・巻物ツミ重ヌルトモ︑不義又道ニ非ザ

1

︵斎︶

ニ焼香シ︑出家衆ヲヨビ斉ヲマイラセ布施物ヲ進ラセ︑明日ハ

ルコトナク守ルベキノ義ヲ立ツル︒コレ武士ノ心ナリ︒

ウ︶リニ限ラズ︑常々ノコトニ︑金

江戸ニ帰ルトテ︑自分ノ石塔ノ前ニテ六十三才ニテ切腹シテ死

オ︶

アナガチ武士計︵

ユキテ︑内蔵介諸道具ヲ︵

ウ︶眷属親ニクバリ︑田地ノ片付

1

失ケリ︒アツパレ忠義ノ寺西ト諸人大ニ感称セリ︒
忠臣規矩順従録巻之二十終︵

忠臣規矩準縄録二十一至二十四︵外題︶
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64

65

ニ入リ命ヲ落シ︑又縁ニヨリテ身ヲ害ス︒大ガイニ悪事
ノツカ︵

ノ若者也︒カリ初ニモ行義ノ崩レザル様子ナリ︒然レドモ近年

動ザルノ利ハ常ニモ相同ジ︒又難ニ及ンデ後ロニ剣ヲ持︑

食アタリ病気也︒公義ヨリ御預ケ人ノコト也︒殊ニ大事ニ思シ

ユヘニヤ︒食ハ小食ニテアマツサヘ精進ヲスル︒カレコレ風邪

オ︶レニヤ︑又当年モ寒気ニ痛ンデ強ク働ラキタル

ト察シテモ︑当前ノ欲ニ迷ヒ受納シテ難ニ合ノ類多シ︒

或ハ様々ノセメニテ糺問スルトキハ︑包ムベキコトモ強

メシテ︑医師ヲ付ラレ様々申シフクムルトイヘドモ︑只今ハ拙

ルトキハ︑日用ニサマデ命ヲシクモ思ハズ︒指アタルコ

ヲ望ムノ心モナク︑又斧壘ノ恐レダニナク死ヲカヘリミ

ニシテ︑タトヘワヅカニテモ我ニ事タルヲ思ヒ︑人ノ宝

門ノ心底也︒コノ両様相キワマルトキハ常々モ第一無欲

ノ節ニノゾンデ益義ヲハゲミ且テ迷ハズ恐レズ︑コレ武

レヒトヘニ悪シキトハ知リナガラ死ヲ恐ルル故ナリ︒コ

シ候マデコソカレコレトモ申ツ︒今ハ父子各別ニテ候︒若輩者

トナリ︑内蔵介申スハ︑カ様ニ父子両所ニナリ︑殊ニ本懐ヲ達

方ヨリ︑コノコトヲバ︵

思シメシ︑細川殿ノ役人ドモニコノコト通路アリ︑親父内蔵介

候︒病気当分ノ義ニ候ト且テ茶ヲ呑マズ︒隠岐守ドノ気ノ毒ニ

トヲススム︒主税申スハ︑御仕置仰付ラルル迄ハ病死仕マジク

者何ニ養生仕ルベキト且テ茶ヲノマズ︒諸役人替リ替リコノコ

ウ︶主税ニ異見ヲ申シツタヘラレヨ

トノミ流水ノゴトク安楽ノ心ナリ︒爰ニ大石主税若年ト

テ折々御心ヲバ添ラルル︒常々ノ体ヲ伺ハルルニ︑勇気立処ニ

マジキト思ハルル︒ソノ内命全ク手柄ヲ究メタル者ハ︑命ヲタ

心底死ヲ究メラレタルユ︵

バズ︒コノ故ニ隠岐守殿主税ニ御タヅネアルベキコトアリト︑

動カス昼夜少シモ屈セズ︒只死ヲ一図ニ究メ朝夕機嫌ヨク︑番

モツヲ専用トスルトコソ思ヒ候ヘ︒又篭居シテ心ヅマリナラバ︑

オ︶ヘナリ︒サマデ切腹迄モアル

人或ハ給仕ノ付人ナドニイサギヨク挨拶滞ラズ︑物語リ不思議

平隠岐守ドノニハ大石主税ヲ不便ニ思シメシ︑誠ニ若年ノ忠

ラヘ申ス様ニ薬タベ養生仕リ候ヘトハ申難シト︑返答是非ニ及

彼レガ心ノママニコソ︑拙者方ヨリ子ノ義ニ候ヘドモ︑命ナガ

3

御前ニ召出サレ︑病気ノ由︑薬服用養生致サルベキナリ︒貴殿

2

一松義正シク︑又働ラキスグルル希代ノ若者ナリト思シメシテ︑別

松平隠岐守殿主税ニ御直談之事

ノ義士アラズ︒

ノ義ニ候ヘバ相果候テモ苦シカラズト︑覚悟申スト相ミヘ候︒

︵疝︶

クセメラルル時ハ︑有ルコト︵ オ︶無コト白状ス︒コ

3

イヘドモコノ語ニヒシト合フ名士︑
︵ ウ︶古往今来ヶ様

2

4
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アルマジキトノ御コト也︒主税謹ンデ畏リ奉リ︑少々風邪モハ

折々殿中ヘモ出庭ナドヘ徘徊致サルベシト念比ニ仰ラレ︑死ハ

︵ ウ︶ノ弟大吉利発ニテ︑幼年ノ眼ザシ清ラカニ勝レタル小児

心ニカカリ申サズ候ガ︑当四歳ニ候︑去年三歳ニテ別レ候︑末

ル我々ニテ候︵ ウ︶ヘバ︑命助カリ申スベキ覚悟ニテハ最初

定メテ二月ニ入御仕置仰付ラルベシ︒天下ノ御法令ヲヤブリタ

イカヤウトモ仕ルベク候︒然レドモ極月ハスギ正月モ立候ハバ︑

ヤ快気仕ル条︑薬マデモ及ビ申サズ候ヘドモ︑御意ヲモク候条

アマリ︑不調法ノ義ヲ申シ上奉ルト平伏ス︒隠岐守殿入ラザル

リ主人内匠ニ対面仕リタキヨリ他念ナク候︒誠ニ有難キ御意ノ

成長仕リ候ヤ一目見シタキト朝夕ニ思ヒ出シ候︒扨ハ早切腹仕

ニテ候︒常々私ニヨクナジミ懐ニテ生立申スホドニ候︒イカ程

5

バ︑万一同列ノ者ドモ御免ヲカフムリ候トモ︑私親内蔵介並ニ

存ジ立モ申サズ︒併主人ノ仇ヲ討申義ハ日本忠義ノ重キニ候ヘ

心ニ悲ミ玉フ様子ニテ座ヲ立玉フユヘニ︑主税モ退キ元ノ処ニ

コトヲ御タヅネアリシ物カナト︑殊ノ外ノ御愛情不便千万︑御

オ︶云ヘリ︒

帰ル︒見ル人聞人涙ヲ流シテ︑無双ノ若者ト︵

ンズル体︑コレヒトヘニ高禄前ニアレドモ心動カズ︑後ヘニ斧

ハバ︑是非ニ殉死仕ルベキ処ニ︑残念ト申切テ一命ヲ塵芥ニ軽

ノアヤマリナク︑主君ノ仇ヲ討ハ古今武士ノ作法ナリ︒然ル上

一隠タトヘ切腹スルトモ︑又主税ハ若年也︒別テ公義ニ対シテ一点

岐守殿痛ク主税ヲ不ビンニ思シ召テ︑父内蔵介ハ棟梁ナレバ

松平隠岐守殿内々御願之事

壘ノセメアレドモ心動カズ︑扨モ涼シク相キコヘケル︒隠岐守

ニ高位高禄ヲ玉ワルマデハナクトモ︑死罪ニハ又及ブマジキコ

6

殿モ殊︵ オ︶ニ不便ニ思シメシテ︑古郷ノコトハ思ハズヤト

候ヘバ︑切腹ハ勿論ノ義ニ候︒内匠生害ノ節拙者在江戸仕リ候

拙者義ハ各別ノ者ニテ内匠家来ノ長︑ナニデコノ度ノ頭領仕リ

4

一目見申シタキト存ジ候︒コレモ祖父源五兵衛方ニ居候ヘバ心

強ク進メイサメ申ツル︒只今本意ヲ達シタルヲ悦ビ申ス顔色ヲ︑

ヲ大ニ制シ忿リ︑ナド主君ノ仇ヲ報ズベキト思フ心ノナキヤト︑

ノ別レト存ジ切候︒併コノ義露バカリ知ラセ申サズ︒女心ニ私

御尋ノ時︑今更是非ヲ弁ヘズ候︒母義ハ内蔵介離別仕ル節一生

来マデ別条モコレアルマジキナリ︒御咎メノ次第トテハ主君ノ

ナリ︒父ニツルルハタラキ究メテ罪科モコレナキ者ナリ︒又以

内々ヲ以テ御老中マデ隠岐守ドノ御願ノ赴︑大石主税義若年者

シ︑ 跡 九 人 ノ ︵

御下知ノコレナキ内ニ御願ヒヲ申上ゲ︑主税ハ申ウケ家人ニナ

トナリ︒カヤウニ御アヅケ咎人ノ如クナルモ心ヱ難シ︒此義ハ

ウ︶者ドモモ次デニ御願ヒ申上ベキナリト︑

ガカリモナク︑又女ナガラ心ノ丈夫ナル者ニ候ヘバ︑ユメユメ
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5

6

オ︶

サレマジキナリ︒コノ義罪科ニ究マラバ︑重ネテ義ヲハゲミ主

中評定区々ニシテ︑左兵衛方ノ死人十九日ニ片付上杉家ニ上

大石内蔵介ニ御尋并ニ御返答之事︵

君ノ仇ヲ報ズル人ハアルマジキナリ︒マゲテ隠岐守ニ下サレ候

先御糺明コレアルベキ旨御月番土屋相模守宅ニテ︑御老中稲葉

一殿使アリ︒相シヅマリ大石ガ党モ未ダ御詮義勿リケルユヘニ︑一

御評定区々ニテ一応カヤウニ仰出サルルカラハ︑定メテコノア

弟ナリ︒然バ最初ノ御親類ニテ各別ノ家スジナリ︒コノユヘニ

ニテ︑末子ト云ヘドモ長福君トテ︑殊ノ外ニ御愛情アリシ御舎

殿ヨリ先達テ留主居一人マカリコシ︑物頭両人歩行ノ侍十︵

安兵衛・小野寺十内五人召出サレソノ体厳重ナリ︒細川越中守

コレアリ︒大石内蔵介・吉田忠左衛門・片岡源五右衛門・堀部

文筆ノ役人マデアツメラレ︑極月二十六日ニ召出サレ御タヅネ

コレモ障子ノ内ニ
シテタタミノ上也︒

ニナリ申上ハ︑是非ニ及バズ︑左兵衛ソノママニ相立居候ハバ︑

太刀指ソヘニマデニ有ベキ処ニ︑飛道具ヲ用意長道具ヲ以テ理

中火事装束ニテ屋シキニ押込︑火事ト申呼ハリ鳴ヲ立ル諸人

不尽ノ仕方︑不届千万ノ至リノ事︒

ク有ベキノ体ナリ︒
一夜

重ネテ御願申シ上ベシトノコト也︒コノ上ハ左兵衛落着六カシ

9
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仇ヲ討タルトノコト計リ也︒コレハ武士ノ義ナリ︒落度トモ申

様ニ達テノ御願ナリ︒コノ隠岐守殿ハ各別ノ家ナリ︒元祖父ハ

トアト御願ヒモアルベキナリト︑サシサワラザル様ニ御願ヒノ

ウ︶人・足軽二十人乗物ニテ伺公麻上下ヲ着セリ︒跡四人モ同

丹後守殿・小笠原佐渡守殿・若御老中・寺社・大目付諸奉行人

赴キ御尤ニ存ジ奉ル︒去ナガラ主税義ハ父内蔵介御仕置未ダス

格ナリ︒御列座ノ椽側ニ召出サル

久松佐渡守ナレ︵ オ︶ドモ︑東照宮御母公伝通院殿ノ御同腹

ミ申サズ︒千万モ入ラズ父子同前ノ御シヲキニ片付申スベキ条︑

ニテ︑内蔵介コノ方ヘト四人ハ座ヲヘダテラレタリ︒勿論細川

稲葉丹後守殿挨拶

シバラク御サシヒカヘ然ルベク候︒細川越中守方ヨリモ是非ノ

殿ノ家来両人アトニ参上ス︒御上ヨリ御タヅネノ赴アリ︒内蔵

介一々返答申サルベシトナリ︒内蔵介ハ畏リ奉リ平伏ス︒

石内蔵介頭取リ仕リ大勢徒党ヲクミ︑江戸御膝元ニテ憚リナ

御覚書

ヲ御待然ルベキトノコトナリ︒隠岐守殿再応仰セ上ラルルハ︑

一大ク狼藉仕リ申義不届︑主人ノ仇︵ オ︶ヲ報ズルマデニ候ハバ︑

タモコレナク︑諸処サシサワリドモ多ク候ヘバ︑今少シ御下知

吉良左兵衞義ハ意恨ハコレナキナガラ疵付ヲキ申候︒相手トリ

8

8

沙︵ ウ︶汰モコレナク候︒天下ノ御膝元ニテ騒動仕ル処如何

7

コレアルベキヤ︒ソノ上ニ吉良左兵衞義ソノママニテ何ノ御サ

7

ノサハギ然ルベカラザル仕方︑ソノ上ニ鳴物太鞁笛ヲナラシ釆
幣ヲ持候義︑内蔵介義ハ誰人ノ免許ヲ以テ釆幣ヲモチ候ヤ︑逆

ボルノ士忠節ヲハゲマスノ働キ︑狼藉︵
有マジキ御沙汰ニ候︒

ウ︶トハ近比

道具持参御咎メノコト鉄炮ハ持参仕ラズ︑半弓二張︑

飛道具御咎ノ返答

年赤穂ノ城引払ノ節心底ニノラザルコトアリ︒大勢人ヲアツ

一飛又世悴主税一張所持仕リ候︒コレハ掛合ノタメニハ候ハ

徒ノ仕方軍義ニ近キモヤウ一揆ノ類ニ成ベキノコト︒

一去メ事ヲ左右ニヨセ上野介討︑乱︵ ウ︶ヲマネク様子︑赤穂退

10

内蔵介少シ工夫︑追付御尋ノ義心底ノ趣キ申上ベキヤト御伺ヒ

ノ案内コレアリヤ︒ソノ段委細ニ申上ベシトノコト也︒コノ節

ヲバカリニアルマジキ体︑外ニ与力徒党モコレアリヤ︒又手引

散ノ首尾公義ニ対シ存念コレアルヤ︒且又今度ノ次第面々ノ力

又高家ノ御歴々殊ニ又後見モコレアリ候ヘバ︑大軍ニサ

候︒長道具ノ義ハ諸士ドモ面々手覚ヘアル物ヲ所持仕ル︒

越ニ行掛リ候節︑残念ノコトモヤト存候ユヘ右ノタメニ

ズ︒上野介殿万一足早ニニゲウセ玉フ節ニ︑自然堀越塀

オ︶スベキヤ︒コノ故ニ少々持参

サヘラレテ討モラ︵

火事装束御咎メ返答

仕リ候︒

申ス時ニ︑稲葉丹後守殿遠慮ナク申上ラレヨトノコトナリ︒
内蔵介返答
内蔵介口上之趣

一火及ビ一処ニ出立︑夜フケ候テ︑常体ノ有形ニテハ通路成

事装束ニテ出立義御咎メ痛ミ入候︒コノ段ハ五十人ニ

一コ義︑心底ハ前方彼御屋敷ニ推参仕ル節︑一封ノ書置ヲ指

ガタク候ユヘコノゴトク︑又押込候節ニ火事ト呼ハリ階

オ︶申ス

上ゲ候︒今更同前ニ候︒コノ度棟梁仕ル義御タヅネ︑主

子ヲカケ候ハ︑シバラク人ノ聞ヲノベ申スマデニ候︒コ

物小太鼓並ニ笛持参ノ御咎メ︑コノ義ハ纔︵ ウ︶ノ人

鳴リ物持参御咎メ返答

人内匠存命ノ内ハ家老役相ツトメ普代ノ者ニ候ヘバ︑頭

入存ジ奉ル︒君臣上下ノアヤ天下一同ノ義ニ候︒君父ノ

一鳴数カケ引仕ルニ︑ヲコガマシク思シメサルベク候ヘドモ︑

11

仇ヲ報ジ申ス期ハアルマジク候︒狼藉仕ルトノ上意痛ミ

ノ義是非ニ及バズ皆当然ノ作略ニテ候︒

ノ度主人内匠頭仇敵吉良上野介様ヲウチ︵

11

ドリ仕ル義勿論ノ義ニ候︒天下ノ御膝元ヲ憚リ候ハバ︑

10

仇ニハ共ニ天ヲ戴ズト申候ヘバ︑我々去年ヨリ生ヲムサ
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9

内蔵介病身ニテ声届キカネ︑大小ニカギラズ法令ヲ相守

リ︑我々忠義ヲ盗ミ穏便ニ仕ルトテモ天道ノ冥加モ有ベ

アト式減少ニテモ相続仕ルトキハ︑先祖采女正血筋モ残

同姓安芸守ニ御預ケ︑広島ニマカリ︵

オ︶コシ︑コノ

シト︑シバラク見合申ス処ニ︑当七月十八日大学頭義ハ

ル鳴物ニ候ユヘ︑只一事ヲ弁ズル為ニコノゴトクニ候︒
釆幣持候御咎メ返答
幣所持仕ル義御咎メコノ義別テ重キコトニ候︒外々ノ

レナシ︒別テ御上ニ述懐モ御座ナク候︒上野介ヲ討ハタ

節ニ至リ采女正跡式断絶ニ究マル︒然ル上ハ何ニ憚リコ

私ヘノ御タヅネ不思義ニ存ジタテマツリ候︒主人内匠頭

シ申マデニ候︒外ニ何ノ存念モコレナク候︒

中外ニ一味手引ノ御タヅネコノ段心ヱ難ク候︒最初コ

外連中御尋ノ返答

何方ヘサシサワリコレナク候︒コノ義ニ付逆賊ト仰ヲ蒙

オ︶ル為ニ︑主人内匠指ユルシ候釆幣ニ候ヘバ︑

リ候名付候ハバ︑一揆トモ逆賊トモ申スベク候︒又主人

申サズ候︒本意相達候以後ニ逃ゲ申スベキ程ノ者モ入レ

申サズ候︒ソノ外手引ト申テハ︑内匠頭親類ドモノ︵

春赤穂出払ノ節宿意候ヤトノ御タヅネ︑別シテ御公義

ハ打ハタシ申スベシ︒然レドモ只今ハ家モ遠クナリ︑又

ハバ︑我々ヲ頼ミ未練ノ働キ仕ルベキヤ︒即時ニ上野介

少ソノ外浅野一党ノ者ドモ︑上野介ニ宿意ヲ存ジツメ候

ウ︶御ウタガヒト存ジ奉ル︒松平安芸守・同土佐守式部

ウ︶采女殿マデ︑家来ドモ御

願タテマツリ候処ニ︑御聞届ケ下サルベキノ由頼ニ存ジ

ニ候ヘバ︑大学頭義御免ヲ蒙リ︑御奉公相ツトメ申様ニ

願申上ヲキ候︒先祖浅野弾正義東照宮御トリ立ノ家スジ

デ宿意ヲ散ズルマデモコレナク候ユヘ︑左兵衛殿ハソノ

サズトノコトバカリニモコレナク候︒別テ父子相ナラン

御不審モコレナキコトニ候︒又左兵衛殿ノ義ハ︑知レ申

公辺ヲ憚リ私ドモサヘ出入仕ラザル体ニ候︒コノ義別テ

12

タテマツル処ニシテ︑タトヘ上野介殿存命ニテモ︑内匠

荒木十左衛門殿・榊原︵

一去ニ対シテ宿意存念コレナク候︒併退散仕ル節︑御目付中

赤穂引払之節ノ御尋返答

ハキヘ失テ武勇ノ者ト申スベキニテ候︒

一連ノ連中ニ入︑前方ニ外ヘハヅシ申ベキ程ノ者ハ連中ニ入

仕︵

存生ノ内家老役申シ付︑家中ノ諸士残ラズアヅケ下知ヲ

一釆面々所持仕ルトキハ︑御咎メニモ預リ申スベク候ヘドモ︑

13

ノ仇ヲ討︑宜ク名付候ハ忠義ノ武士ト申テ︑少シノ落度

12

13
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ニナリ候ハバ残念ノ至リユヘニ︑夜討ノ法ニ仕リ申マデ︑

トノ評判︑勿論細川ドノニモソノ外ノ衆中モ随分念ヲ入レテ馳

ノ流布トモニ大石ガ党首尾ヨク︑大形ハ御免コレアルベキナリ

四人トモニ同前ニ帰レリ︒コレニヨリ各評定アリ︒ソノ外世上

不調法ノ口上只今申シ開キ仕ル様ニ相キコヘ候︒全ク左

走心ナリ︒世上一同ニ主君ノ仇ヲ討人ヲ仕ヲキニ仰付ラレバ︑

ママニサシヲキ候︒︵ オ︶又武具落シヲキ候義ハ︑夜込

様ノ訳ニコレナク御尋ノアヤ一通リ申上候マデ︑陪臣ノ

重テ誰人ガ忠節ヲ守︵ ウ︶ルベキヤ︑ヨキ事シタリトノ評定︑

メ末代ノ記録︑誠ニ天運ニ相叶ヒ候ト謹ンデ申上ルトキ

ノ節隠岐守殿御願ヒ︑主税コト御免カフムリ候ハバ︑家来ニ

ニ︑跡々四︵

ノ節稲葉丹後守殿申サルルハ︑ゲニヤ一々申シ断ハラルル段々

クレテ年始正月ニモナリ︑面々ノ預リ人モ熨斗目麻上下ヲ玉ハ

トノ沙汰︒弥切腹ハアルマジキトノ沙汰ノミニシテ︑既ニ歳モ

オ︶リ︒

若年寄・寺社奉行ソノ外諸役人モ︑仰ノ如ク大石義ハ古今希代

ミ忠節ニ成ベシト頼モシクコソ候ヘト申サル︒一座三人ノ老中・

ハ紀州大納言様ノ御縁モ候︑上杉家同前ナリ︒内々申上候ゴト

一コ郎・同四郎左衛門家中一統ノ願ヒ申シ上ル条々︑吉良左兵衞義

ノ節正月御祝吉相スムト︑上杉殿ノ家老千坂兵部・長尾権四

リ︑賀義ヲツクロハレケ︵

ノ良士ニテ候ト一同ニ誉ラルル︒カクテ老中越中守殿ノ番頭ヲ

ク︑上杉家中ノ者大石ガ党ニ鬱憤ヲサシハサミ候テハ︑御公義

16

ヨビ︵ オ︶出シテ︑大石内蔵介御用筋相スミ︑又前々ノ如ク

ノ家来ドモモ聞ツタヘ以後ハ内蔵介ヲ手本ニシテ︑義信ヲハゲ

一コ至極ニ相キコヘ候︒前方ヨリノ次第内蔵介心底正シキ人︑面々

ナレバ上聞ニ達シ︑次デモヨケレバ細川殿ヨリモ願ハレヨカシ

一コ召クワヘ申シタキノ由ナリ︒ソノ上利屈ガマシク相聞ヘ利分明

松平隠岐守殿御願並上杉ノ家老中願之事

コレ善事ナレバ世ノ人口皆コノゴトクナリ︒

15

ウ︶人ノ者ドモ同様ニ平伏セリ︒諸役人

ニ相叶ヒ本懐ヲ相達シ︑結構ノ首尾カ様ノ御尋死後ノミ

是非ヲカヘリミズ主君ノ仇ヲ報ジ候マデニ候︒我々冥加

分際トシテ︑高家ノレキレキニ対シテ推参ノハタラキ︑

14

中如何ニモ尤々トバカリナリ︒

14

ヒ︑少々ユルヤカニモ苦シカラザルコトト申渡サレ︑アトアト

夕心ヲ付ラレ不自由ニコレナキヤウニ︑外々ノ預ケ人トハチガ

召ツレ念入ラレ︑別テ馳走ト云フハ入ラザルコトナレドモ︑朝

旁以テ上杉家ニ指ササワリ申スコトモコレアリ︒以来騒動起リ

キ体ニ候ヘドモ︑大勢押コミ候ヘバ討トメザルモ落度ニアラズ︒

ヘ恐レアリ︒左兵衛義重手ヲ負ヒ︑ソノ場ノハタラキ不甲斐ナ
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15

申サ︵ ウ︶ザルノ様ニ願ヒ奉ルトナリ︒コノ義ニ付御相談ノ

ノ第一也︒︵ ウ︶ワヅカノ力量アレバ︑人ヲ蠅虫ノ如ク
ニ思ヒ喧

ズキスレバ︑又我ヨリツヨキ人アリテ半死半

ク千ニ一ツヲ知テ顔目ニアラワレ︑人ヲ面ニテアテル︑

只柔和ニシテ和順ノ姿武士ノ大本ナリ︒凡ソ獣ノ内ニ獅

兵書ニ云︑麟ハ一角ニ閔アツテ猛形ヲ顕サズ︒コノ語ハ

ヘニ他ノ異見ヲ聞入レズ︑万端思想トナル︒コレ生立ヨ

コレ甚ダミレン我慢心ニ起リ︑只我ヲヨキヨキト思フユ

ニテ学問スル体ヲアラワシ︑一生涯人ノ憎マレ者トナル︒

又ハ四書ヲ誦ンデ註ダニヨメザル体︑大全モ見ザルホド

子・象・虎猛キ獣ナレドモ麟ニ及バズ︒麒麟ハ一時ニ千

朝タニ︵ オ︶ハ説気ヲ呑ンデ食ニ︑シタヘニハ脱気ヲ

ヲ害シテフクス︒麒麟ハ慈愛ニシテ生ヲ損ズルコトナク︑

カカル猛勇ノ物アラズ︒然リト云ヘドモ虎ハ悪獣ニテ人

ヲ放チ︑水ヲ招ケバ竜ノウズマク勢ヒナリ︒生類ノ中ニ

テ︑誠ニキリンノ一角ニ閔アル如ク静カニシテ和カニ︑

メニモ猛キ詞ナク︑預ケラレタル内ニモ穏便ノヤウスニ

タレドモ︑ソノ形和ラカニ随分和順ノ人ニシテ︑カリソ

世ノ中ノ病根トナル︒爰ニ大石内蔵介ハ古今勇猛スグレ

19

吐キ且テ物事ニカカラズ︒天理ノ和順ヲ好ンデ聖人ノ世

大石内蔵介行状之事

誠ノ武士ノ鑑トスベシ︒

石内蔵介ハ細川殿ニアヅケラレテ朝夕御入魂ニ預リ︑忠臣無

ニハ必ズ出︑徳気ヲシタフテ悦ブ︒カ様ノ獣ナレドモソ
ノ形マツ向ニ角一ツ︑シカモ閔アツテ和ラカニ猛キ姿ナ

ウ︶デ心ヲ付︑越中守殿御

トナリ︒心勇功ニシテ学問多才ニシテ武芸ニ達シテモ︑

テウキ年モクレテ︑元禄十五年正月元旦ニナリタリ︒越中守殿

夜食ヲ下サルルモ御相伴ノ心ト同様ニシテ︑無類結構ノ首尾ニ

一大二ノ人ト諸人尊敬︑何カラ何マ︵

随分ニソノ業ヲカクシ只柔和ニスベシ︒麒麟ノ一角ニシ

ヨリノシメ麻上下ヲ玉ワリ祝言ヲ述ラレ︑今日ハ格別ナリ︒目

ク︑勇ハ隠シツツム︒人間︑殊ニ武士ノ手本ニスベキコ

テ然モ閔アル如ク一角ノ相アレドモ︑和順ナルコレ人間

19

18
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18

生ナマ殺ニアヒ︑或ハ籠櫃ニ入︑又ハ武芸モタンレンナ

喧
埖

リ佞︵ オ︶奸ノ稽古ニシテ︑段々ニ必ズ大佞人トナリ︑

17

里ヲハセ空中走リ水底ヲクグリ︑怒ル形ハ身ノ内ニ火焰

忠臣規矩順従録巻之二十二

忠臣規矩順従録巻之二十一終︵ オ︶

御評定ニハ及ビケリ︒何様カレコレアグミ果タルコトドモナリ︒

16

具ノ刃物ミナミナ不審︑カ様︵ オ︶ニソロヒテ諸侍ドモ持ベ

セミナコノゴトクナリ︒内蔵介コノ節謹ンデ畏リ奉リ︑アリ難

十七人ヘモコノゴトクナリ︒外三所ノ御アヅケノ人々モキキ合

年赤穂退散ノ節心底ニ大願候ユヘニ︑自分ノ道具ヨリ主君ノ道

尤︒併コノ義ハ主人四代別テ刃物ハスキ候ユヘ多ク持テ候︒去

キヤウアラズト内蔵介ニタヅネラル︒内蔵介申スハ︑御不審御

出タク精進モ落テ魚類ヲタベラレ候様ニ︑誠ニ拠ナキ首尾外々

キ仕合ニ存ジ奉ル︒去ナガラ元ノ身ニ元ノ心ニ候ヘバ︑今春ト

具ヲ面々遺物ノ心ニ配当仕リ︑コノ度ノ主用ニ相立テ申シ︑本

義失念仕ラズ候ユヘ︑魚類ノ義ハ最期マデ御免ヲ蒙ルベク候︒
御上下ハ切腹ノ節着用仕ルベキ条頂戴仕リヲキ申スト︑成ホド
和順少シモ角立ズ︒然レドモ終ニコレニ応ゼズ︒益貞心ニシテ︑

細川越中守殿鶴ノ御料理下サルル事

月 二 十 五 日 ニ 至 リ 越 中 守 殿 十 七 人 ノ 面 々 ニ 料 理 ヲ 玉 ワ ル︒

ウ︶面ニ及ビ︑コレハ定

トテ色々ノ書籍ヲ出サルルト云ヘドモ手ヲカケズ︒只ソノトキ

日膝ヲナヲサズ︒役人ドモノ見マヒノ節穏便ニ挨拶スル︒慰ニ

ラレ︑魚類ナリ︒コレハ大石アマリ精進カタキ故ニ︑カ様ニ致

於テハ︑義士ドモヘノ暇乞ニモナルベシト︑鶴ノ料理ヲ申シ付

メテ御仕ヲキニモ及ブマジキ様子︑又ハ万一ノコトコレアルニ

一正皆々広間ニ呼出サレ越中守ドノ対︵

ドキノ物語リ︑天気ノ善悪寒暑ノコトヲ物語リツイニ世上ノウ

サルルトモ云ヘリ︒何レニ御預ケ人ニカ様ノ入魂ノサタ有マジ

トヲシミ︑尊氏ホドノムゴキ人モ楠ノ最期ニハ落涙スル︒信実

付ニテ諸人イトヲシム風俗ナリ︒往昔楠正成ハミル人聞ク人イ

ハ︑古内匠殿ノ御ウワサヨリ外ニハ云ハズ︒天然愛想アル生レ

友第一主税ガコトヲ云ヒ出サズ︒拠ナキ対座ニ及ビ物語リノ節

慰ミ申サルル様ニト︑誠ニ結構ノ︵ オ︶御心入感ニタヘタリ︒

シ︒又退屈モアルベキナレバ︑十七人同座ニテ今日ハユルユル

フルマヒ申スハ︑年モアケ春ニナリ候ヘバ精進モ落ラレ候ヘカ

キコトナリ︒越中守殿出座アリテ内蔵介ヘノ挨拶ニ︑今日料理

ワサヲ聞ズ︒見ル人キク人モ︵

ウ︶感涙ヲ流ス︒四ヶ処ノ朋

朝ハクラキ内ニ毎朝起キテ人ニ寝姿ヲ見セズ︒毎日髪ヲアゲ終

懐ノ至リニ候トノ返答ナリ︒

テモ聊カモカワリナシ︒御意ハ︵ オ︶重ク候ヘドモ亡君内匠

21

小刀・脇指公義役人衆ヘモ披露アルニ︑雲次ノ刀・不動国行・

ナリ︒全クコレ人品ニヨル︒内蔵介ヲ始メ四十七人ノ諸士ノ大

惣名代ニ精進相カワラズ︑皆種々ノ馳走ニ預リ献々ノ仕合ヱツ

馳走ナリ︒内蔵介申サルルハ︑各今日ハ精進落ラレ候ヘ︒拙者

越中守殿ハ入ラルル料理︑配膳ハ近習ノ小姓衆・家老ドモ出テ

22

永正・貞祐ヲ下ノ道具ニシテ︑跡々随分ノ諸道具ミナ折紙︑道
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21

20

20

ウ︶ギ参レヤ内蔵介・吉田・片岡・堀部

ゴトキノ首尾別シテノ心入︑定メテ公義ノ首尾ヨキユヘニ︑カ

処︑今アヅケラルル家ヲ諸人タヨリニスルハ勿論︑然ルニコノ

石我コトハ忘レタリヤトノ仰セユヘニ︑夢心ニ我ラ頭ヘヲタタ

ウトシト云フ︒ソノ時ホドニハ泣レザリケリ︒古歌モアリ︒大

ダレカレト︑色々ニムツマジク御物語リ︑ゲニヤ去ル者日々ニ

ク来レヤ大石イソ︵

様ト万一皆々心怠リ︑必死ヲワスルルコトモヤアラント思ハレ

キ身ヲキツテ︑何シニワスレ奉ルベキヤ︒トクニモ御目見ヘ申

ボニ入︑コノ節ニ及ンデハタトヘ良将義士ニテモ心ノユルマル

ウ︶テ︑コノ上ニ忠誠ノ心ヲ

メヲ見候︒ゲニヤ思ヒネノユメマボロシノハカナキ世ノタトヘ

御入魂ノ御言バニ預カルベキトノ知ラシメヤ︑夜前不思義ノユ

物語リ致サルルハ︑今日カヤウノ結構ノ御料理下サレ︑太守ノ

ケルヤ︒内蔵介ハ膳スギ茶ノ出タル以後ニ︑越中殿ノ家老中ニ

立ル様ニトノコトヤ︒又ソノ身貞実ノ人ニハ自然ト実夢モアリ

下サレ我々同座仕ルヲ御悦ビ故ト存ジ候︒我々最期ノホドモ近

魂魄ヲワシマスヤ︑待玉フコトシキリナル故ニ︑今日ノ御料理

ヌ︒又ソノ後ニユメサメタリ︒然レ︵

伺公仕ルベシト申上ルトキニ︑亡君悦ビ玉フ体ニテ立去リ玉ヒ

延引ニ及ブ︒諸士ドモミナミナコノゴトキノ心底ニ候条︑追付

スベシト心ガケ候ヘドモ︑カレコレサシサワリアリテ今日マデ

ケルヤ︒諸人ノ心ヲハゲマシ︵

ニ云ヒ︑浮世ノ中ニ定メナキコトハユメノ様ナルコトトノミ申

ク覚ヘタリ︒当月ハ御仕ヲキモアルマジ正月也︒二月朔日ハ式

オ︶バワスレ玉ハザル

シ候︒各ノ御心底モ如何ニ存ジ候ヘドモ御物語リ申スベシ︑十

日ナリ︒二日ハ往亡日ナリ︒三日ハ報ヒ日也︒四日五日ノ比ハ

込不同ニ列座仕ルトキニ︑料理ヲ玉ワリ皆盃ヲ下サレ亡君ノ仰

諸士ドモ残ラズ出候ヘトノ御意ユヘニ︑各拙者打込ニ着座︑打

ツヨリキゲンヨキ顔色ニテ︑内蔵介内蔵介ト召サレ︑五十人ノ

匠頭元ヤシキ鉄炮洲ニテ︑常ノ居間ニ内匠頭坐セラレ︑何ツ何

ガイ奉ルト皆々座ヲ退キ元ノ処ニ入︒勿論人情ニ死ヲキワメタ

最期ヲ急グ体大石モウ︵

サラノ様ニ思ヒテ︑皆々イソギ黄泉ノ御トギヲ願ヒ奉ルト︑面々

類葉再会対面ホド近ク︑悦ビ入申スト申サル︒十六人皆落涙今

各我々亡君ヘノ御目見ヘ仕ルベク候︒然レバ各我々トモニ一門

六人ノ面々ヨク聞玉︵

ニハ︑コノ比ノツレヅレ云バカリナシ︒汝ラハ如何ニシテ我ヲ

ルトキハ︑只後世ヲ思ヒ朝夕念仏ヲ申シ最期ヲマツニ︑武門ノ

ウ︶レシゲニ︑宜シク御前ノ御礼ネ

バ見ステツルヤ︒疎遠ノ至リナリ︒汝ラハ妻子珍宝モ何ナラズ︒

24

意地ノツヨキハ内蔵介心ニハ定メテ思ラメ︑カヤウノ節ニノゾ

24
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23

オ︶ヘ︒扨モ夜前ノユメニ所ハ亡君内

22

最初汝ラガ心底一定シテヨリ月日ヲカゾヘ待コト既ニ久シ︒早

23

オ︶阿部豊後守・

土屋相模守・小笠原佐渡守・秋元但馬守︑御側ノ衆松平美濃守・

入札ハ遠慮ナリ︒扨入札ノ面々ハ御老中︵

内︑終ニ一言モ念仏申サズ︒後世ガマシキコトナクサツパリト

松平右京太夫︑若年寄ニ井上大和守・加藤越中守・本多伯耆守・

ムトキ兼テノ申シ合セ︑四十七人ノ者ドモ五十日御アヅカリノ

常体ニテ最期ヲ待レシナリ︒誠ニ後代マデモヨキ武士ノ鏡ニナ

御奏者番衆・三番頭・御留主居・大目付・諸奉行人六十人入札

稲垣対馬守︑寺社奉行阿部飛騨守・本多弾正忠・永井伊賀守︑
オ︶

仰付ラレケリ︒コノ節御上ヨリモ入札成サレ候︒先面々ノ札開

キソノ上ニ評定仕ルベシト也︒

義ヲハゲミタル者ドモナレバホムル言葉ノミ︒然レドモ上杉殿

タノミナリ︒諸役人中ニ評定仰付ラルルト云ヘドモ︑無双ノ忠

デノ鏡トモナルベキナレバ︑宜シク俸禄ヲモアルベキヤトノサ

候ユヘニカヤウノ義ニ候︒又大石内蔵介一党ノ者ドモ残

宜カラズ候ハバ吉良左兵衞断絶然ルベク候︒コノ家立居

候ハバ︑御政道順路ニ存ジタテマツリ候︒右︵

コノ度幸ノ時節ニ候条︑内匠頭名跡少々ニテモ仰付ラレ

土屋相模守入札之書面

ノタメニハ父ナリ︒左兵衛ハ台山公ノ孫也︒方々サシ合アル故

ラズ遠島仰付ラレ然ルベクヤ︒忠節ハ正シク候ヘドモ一

ウ︶段

ニ︑誰一人カヤウカヤウト云フ人ハ勿リケリ︒コノ節ハ︵ ウ︶

レテモ切腹スベキノ筋ト云フ人ハナク︑偏ニコノ面々ハ後代マ

一正アルベキヤト評定︑又世間ノ人ノウワサヲ聞玉フニ︑誰一人忘

月御祝言モスギ万端ヲサシヲキ初寄合ヨリ︑内蔵介コト如何

御評定之事︵

ルベキ人ナリ︒

26

付︑芙蓉ノ間ノ役人存念ノ通リ入札ニ仰付ラルル︒然ル内ニ稲

ノ記録モアレバ色々評定アリ︒今度内匠頭家来ドモ落着ノ義ニ

将軍家ニモ六カシキ仕ヲキト思シメサル︒又諸役人モ後代マデ

ノ人口御慈愛感心シ奉ルベクト︑恐ナガラ存念コノゴト

之通リニ然ルベクヤ︒大学頭御免仰出サレ候ハバ︑天下

応ノ御下知相済候以後ナレバ︑忠節ハ神妙ニ候ヘドモ右

若年寄加藤越中守入札ノ書面

今度四十七人ノ者ドモ残ラズ御預ケ下シ︵

評定ニハ心底ヲ残サズ申上ベシ︒子細ハ最初内匠頭義切腹仰付
ラルルノ節︑シバラク御見ツクロヒ御猶予ノ御願ヒ申シ上︑御

レ︑世悴ドモハ皆々召出サレテ︑本家松平安芸守ニ下サ

オ︶ニ成サ

クニ候トナリ︒

26

葉丹後守御ネガイ申サルルハ︑私入札ノ義御免下サルベシ︒御

25

機嫌ヲソムキ迷惑仕リ候︒コノユヘニ御断リ申上ゲ候︒今度ノ
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25

27

リノ入札ニテ︑切腹ト云フ入札ハ一枚モ勿リケリ︒コノ内松平

コノ両人ノ入札ハキト筋道相別ル︒ソノ外ノコラズ似タリ似タ

ハ利ニシテ法ヲ破ルノ咎カルカラズ︒内匠家断絶ノ義勿

者両方相討ナラバ常ニ刃傷ノ街ニナリ乱ヲ招クベシ︒利

諸大名ニ意恨ヲフクムトキハ殿中ニテハ一人也︒カロキ

論ナリ︒仕置スミタル跡ヲ返スハ不届也︒残ラズ切腹申

付ベキ也トノ上意ナリ︒

コノ節土屋相模守申上ラルルハ︑上意ノ赴御尤千万︑我々愚案

サタニ及ババ︑コノ上静謐順路ノ御政道ト存ジタテマツルト憚

ニ及バズ︒併彼ラ切腹ノ節残念ニ存ゼズ候ヤウニ︑左兵衛義御

バ︑大石父子トモニ御免四十七人同前然ルベシトノコト︑聊カ

オ︶ドモ評定カレコレラチ明ズ︒故ニ

ラズ申上ラル︒然レ︵

シ︒コノユヘニ丹後守申サルルハ︑入札残ラズコノゴトクナレ

様ニモ申サルルモノニテ候︒扨評定ニ老中ノ内稲葉ドノ入札ナ

ウ︶候ヘバ︑拙者義ハ上意ノ如クニ候︒利害ヲ付申ス義ハイカ

答申サルルハ︑今度御上ヨリモ入札出サルベシトノ御サタニ︵

美濃守ノ入札ハ白札ナリ︒各︑如何ト尋申サルトキニ美濃守返

28

表方ニテ評定マチマチナリケレドモ︑誰一人切腹然ルベシト云

フ人ハ勿リケリ︒コノ節松平美濃守表ニ出ラレ︑実ハ上意ナレ

ドモ物語リノ様ニ申サル︒各相談トゲ切腹仕ルヤウ然ルベキナ

リ︒コノ次ニ咄シノヤウニ古今ノ政道ヲ考ガヘ評スルニ︑鎌倉

右大将頼朝ノ法令武家ノ要本誰人カサミシ申スベキ︒草創ノ君

ニシテ万端鎌倉ノ体ヲ根元トスルノコトナリ︒然ルニ曽我十郎

ウ︶孝行勇功ノハタラキ︑天神地祇コレ

五郎親ノ敵工藤ヲ討丹心︑常体ノ人及ブベキニアラズ︒コレ人
倫ノ常ニシテ親ヘ︵
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ズ︒以来法ヲ守ルノ者有ベカラズ︒又殿中以来喧 口論

堅ク禁制ノコト︑我代ニ出シタルコトニアラズ︒東照宮

ルベク候ヤ︒内匠頭アト式彼ラガ願ヒニマカセ︑安芸守
家ヨリ一人家督ニスヘ︑一万石下サレ候ニナリ候ハバ然

ウ︶ハ︑

ヨ リ ノ 式 目 代 々 コ レ ニ ヨ リ コ ノ 法 破 ル ル 時︵

喧
埖

ルベシトノコトナリ︒

27

モ罪科コレナク︑凡ソ面々我々マデモ家来持チ候ニ引クラベ︑
カ様ノ忠節ノ者ハ又世ニマレナル者ニ候︒以来主人ニ奉公ヲハ
ゲミ忠節仕ル人モナク︑日本ニ義ヲ失ナヒ申ベキナリ︒御褒美
ハナクトモ兎角免許然ルベキヤノコトユヘニ︑老中ノコラズ惣
入︵ オ︶札ノ赴書付ヲ以テ仰上ラル︒将軍家一々聞シメシ届
ケラレ︑思シメシノ通リ御書付封ヲキリテ開キ奉レバ︑
義ハ一人ノ義ナリ︒法ハ天下ノ法也︒コノ度四十七人ノ
者ドモ随分ヨク仕ルト云ヘドモ︑彼ラガタメ計リノ義ニ
シテ外ニ渡ラズ︒法ハ一同也︒法ヲ破ル者ハ免ズベカラ

29

29

28

ヲ感ズル処也︒然リトイヘドモ狩リ屋ノ狼藉法ヲ破ルノ咎ニ仍
テ︑五郎罪科ニ及打首ニセラレタリ︒コノ法令今ニ頼朝ヲソシ
ラズ︒孝行ハ一人ノタメ子タル人ノ職分ナリ︒法ハ天下ノ法ナ

先

禄十六年二月四日老中小笠原佐渡守・秋元但馬守︑寺社方弾

寄合衆

同道・御目付長田喜右衛門同道・大目付中裁

一元正諸役列座評定処ニ於テ吉良左兵衞ヲ召出サレ︑猪子兵太夫
・荒川甲斐守

手

オ︶介

ナシ︑諸人コレヲ称ス︒大石仕ヲキニナルトテモ︑武士ノ忠義

レ︑信州ニ流刑諏訪安芸守ニ御アヅケニ仰付ラルルナリ︒即時

ヲ討候節︑左兵衛仕方不届本意ニ非ズ︒コレニヨリ知行召放サ

判ナリ︒上意ノ赴︑旧臘浅野内匠頭家来ドモ父上野︵

ノスタルコトハ有ベカラズ︒内匠頭法ヲヤブルノ罪アリ︒聊カ

ニ諏訪ドノ方ニ請トリ篭輿ニ入信州高島ニ下向ス︒荒川甲斐守

リ︒誰カコレヲサミスベキヤ︒又孝心ハキユルコト末代マデモ

モ上杉家又紀伊殿ノ手寄願ヒノスジニハヨルベカラズ︒ヒシト

ハ上野介従弟猪子兵太夫ハ上杉家ノ出入ナリ︒左兵衛同道以後

意ノ赴キ至極ノ利ニ存ジタテマツル︒併彼ガ最期ニ只吉良殿ノ

スルドナル利ノ短的ナル人ニシテ︑末座ノ推参ニ候ヘドモ︑上

モ︑町奉行松平伊豆守ハ追従軽薄ノ且テコレナク︑少律義スギ

ト尋ネアリ︒老中取上コレナク左ヤウノ義ニ非ズ︒成リ合ニ囚

少シイヘカネ申シ候︒在処参着マデ弟子ドモ頼ミ付申スベキヤ

退出ナリ︒諏訪殿ヨリ伺ヒ左兵衛手疵ハ栗崎道有療治ニ候︒今

ウ︶ニ付︑青

人ノ格式ニテ︑道中モカロク致スベキ旨下知︵

人ニ候ヘドモ︑左兵衛コノ度ノ仕方武士道ニハ大ニソムケリ︒

家ヲ胸中ニサシハサミ申ベシ︒勿論高家ノレキレキツリ合ヨキ

切腹申付ベシトナリ︒︵

オ ︶コ ノ 節 ニ 軽 ロ キ 役 人 末 座 ナ レ ド

31

網ヲカケ高島ニ下向ナリ︒コレ全ク四十七人ノ為バカリナリ︒

レハ又何ノ法ニモアルマジキナリ︒コノ義両様御下知ニ於テハ

一公人切腹仰付ラレ︑細川・松平隠州・水野・毛利ヘ御奉書︑検使

義御評定スデニ相究マリ令下リ︑元禄十六年二月四日四十七

大石内蔵介上使之赴并ニ切腹仰付ラルル事

忠義ノ者ハ一念モノコラズ︑又天下︵ ウ︶ノ人口左モアルベ

父上野介ヲ討レソノ身ハカス手ヲヲフテ敵一人モ討トメズ︒コ

31

キコトト︑評判スベキナリト申サルルユヘニ︑各トリ上コノ義

御目付長田喜右衛門︑四ヶ処ニ参ラレ上意ノ赴

上使参ベク切腹仕ラセ申ベキトテ︑各畏リ奉リ上使仙石伯耆守

ズ不届ノ仕方ニ付︑仕ヲキ仰︵ オ︶付ラルル処︑主人

浅野内匠頭義勅使馳走役申付ル処︑折柄ト云殿中ヲ憚ラ

ヲリカヘシヲリカヘシ評定ニ及ブ︒既ニ御書付出テテ︑吉良左

30

32

兵衛御仕ヲキ仰付ラレ︑四十七人ノ者切腹ニ究リケリ︒
吉良左兵衞御仕置之事
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30

ア誠ニ忠貞ノ善人ナリ︒又悪人ハ金銀財宝ニ心ヲノコシ︑

一社ノ神霊トナルベシ︒六十余州ニ誰カ貴マザルベキ︒

ヲ恐レザル段重々不届ニ候︒コレニヨリ残ラズ切腹仰付

妻子眷属ニ執念ヲノコシ︑ワヅカナルコトニ仇ノ念ヲ残

ノ仇ヲ報ズト申立内匠家来四十六人徒党︑大石内蔵介頭

ラル︒吉良左兵衞義ハ領地召放サレ︑諏訪安芸守御預ニ

シ︑死テ魂魄幽霊トナリ人ニ見ヘ色々ノ迷ヒ眼前ニアリ︒

四十六人ハ末社トナルベキナリ︒ソノ功少ナカラズ︒ア

仰付ラルルト也︒扨上使物語リノヤウニ然レバ︑

只今日ヨリ改メテ善ニヲモムキ︑ソノ霊正シクンバ心残

取上野介宅ニ押入︑飛道具等持参上野介ヲ討始終︑公義

左兵衛・大学同格ニ仰付ラル︒上野介跡断滅内匠頭同格ニ成候

受︑又人トシテ生涯ノ内善ヲ悦ビ人ヲ立︑仁義ヲ守リ死

怨念ヲ残ス︒コノ魂魄迷乱シテ幽霊トナリ長ク苦シミヲ

シマ侫奸ニシテ︑最期ニ及ンデハ命ヲ悲シミ世ヲ惜ミ仇

ムルナリ︒人トシテ霊魂ハ究メテアリ︒或ハ一生涯ヨコ

混迷ス︒コレ則幽霊悪鬼ナリ︒コノ語ハ人ノ心ヲ諫メ進

正道順路ヲ神霊ト云フ︒生涯邪曲ニシテ猛悪死ニ臨ンデ

兵書ニ云︑人ニ霊アリ︒生涯ニ善ヲ守︑死ニ臨屈セズ︑

世ニテハ埒ノ明ザル︒人死デハ神ニモ仏ニモ成ルベカラ

常々不沙汰ノ心ニテハ百銭ノハシタニナル如クナリ︒現

ヒテハ︑跡九十五文ヲ百ノ代ニハ決シテ成ガタキコト也︒

ノ銭ハカロシ︒併百文ノ︵ オ︶内一文カロキトテツカ

一文ヲシミノ百シラズト云フヲ笑フハヒガ事ナリ︒一文

人︑丹心ヲ尽サバソノ願ヒハ叶フベキナリ︒世話ニ云フ︑

成ベシ︒然ルトキハ日月ノカロキ欲金銀財宝ニ望ミアル

上使御請之事

ズ︒嗜ムベキハ人心也︒

ノ芸ニモ通達スベシ︒成ガタキコトニサヘ心ヲ用ユレバ

成ルマジトカレコレ心マヨハズ︑一色一色押キワメテ百

メヨヤ︒タトヘ何ヤウノコトニテモ︑コレハ成ラン彼ハ

ゴトクナレバ︑現世ノ内ハ随分心ヲハゲマシ勤メヨヤ勤

34

ニノゾン︵ オ︶デ道ヲハゲム︒コノ魂魄ノコリテ人ヲ

忠臣規矩順従録巻之二十三

ウ︶モ仏ニモナラザランヤ︒死デサヘコノ

リ︑神ニ︵

ウ︶

コトハ︑ヒトヘニ各ノハタラキニヨツテコノゴトキノ首尾ト︑
申渡サレテ帰ラレケリ︒
︵

33

忠臣規矩順従録巻之二十二終︵ オ︶

32

スクフ︒号テ神霊ト云フ︒大石内蔵介ハマツリタル時ハ

34

35
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使仙石伯耆守ドノ長田喜右衛門細川殿ニ参ラレ︑越中守対面

役人ドモニ内意ヲタノミ置タレバ︑早速三方ニ土器・銚子出タ

三方・盃・銚子ヲ出テ戴ヒテノム作法ナリ︒然レドモ切腹大勢

リ︒内蔵介願ヒタル内心アリ︒日本通用ノ礼式ニテ切腹ノ時ハ︑

衛・小野寺十内五人ヲヨビ出サレ︑上意ノ赴申渡サレケリ︒コ

ナレバ御検使間トルノ条︑大形盃ハ出マジキト思ヒタル故︑ニ

一上ニテ︑大石内蔵介・吉田忠左衛門・片岡源五右衛門・堀部弥兵

ノ節内蔵介︵ ウ︶ハ細川殿ノ家老ドモニ向ツテ申スハ︑我々

リカヘシ申上ルハヅニコレナク候ヘドモ︑少シ筋違ヒ候ユヘ御

ドモ︑前方ニ仰ヲカウフル徒党仕ルノ旨仰渡サレ候︒コノ義ク

ラレ有難ク存ジタテマツリ候︒今更申上ベキ様モコレナク候ヘ

イカ様ノ死刑ニ仰付ラルルトモ異義ニ及バズ候処ニ︑切腹仰付

中守殿申サルルハ︑
︵ オ︶ソノ土器ソノママニ置ルベシ︒我ラ

盃ヲ玉ワル︒古来サシステノ法ナリ︒内蔵介持テ立ントス︒越

ワガズ︑前後明白ナル人ト誉ベキ人也︒角テ越中守殿内蔵介ニ

コノゴトクニ望マレタリトヤ︒誠ニ大石最期ニ迷乱ナク心モサ

徒党ノ輩ト有ベキハ大ニ残念︑只義ノ当然ニ候ト申上︑上使ハ

家来ドモバカリ主君ノ仇ヲ報ジ申マデニ御座候︒末代ノ記録ニ

コトワリ申上ゲ候︒外ヨリムスビ徒党一人モコレナク候︒内匠

リタル御一言ト計リ︑跡々モ盃ヲ玉ハリ勝手ニ入︑皆々行水ニ

我ラ家中ノ諸士不義不忠ニ戒ムベシトノ玉ヘバ︑内蔵介恐レ奉

万人ヲハゲマスベキナリ︒国ノ宝ナリ︒ソノママニ置ルベシ︒

家中ノ諸士不忠不義ノ者ニケヅリテ戴カセ︑諸人ノ霊薬トシテ

ニ相待申処ニ︑残念ノ仕合ト申シ奉ランヤ︒我ラニ於テ殊ノ外

越中守ドノ十七人ノ面々ニ対面ニ及ビ︑各何トゾ御宥免候ヤウ

ル︒後ノ検使マデハ一時ノ上間コレアルコトナリ︒ソノ節細川

ヨリ白練ノ小袖浅黄無紋ノ麻上下ヲ玉ワル︒然レドモ内蔵介ハ

ギモセズ︑又手間モトラズズラリズラリト用意スル︒越中守殿

カカリケリ︒各サカヤキ髪結ヒユルユル用意スル︒内蔵介ハ急

36

懇意ノコト︑然レバ相ハテ候テ内匠頭ニ物語リノタメニ候ヘバ︑

カク申上難シ︒我々内匠頭ヘ忠節ヲハゲミ候ヘバコソカ様ノ御

以来度々御目ミヘ仰付ラレ︑御大名ノ御懇意近比冥加ニ相叶ト

当春申シウケタル︑
︵ ウ︶熨斗目麻上下ヲ着用セラレケリ︒ソ

帰ラルル︒ソレヨリ大石主︵

オ︶税並ニアトアト両処ニ参ラ

37

心外ニ残念ニ候ト︑申サルトキニ内蔵介ツツシンデ︑去冬ヨリ

36

最期ニ御盃ヲ頂戴︵ ウ︶仕リ申タキ念願ニ候︒コレハ大石常々

川越中守殿ノ用意ニハ大広間ノ庭ヲカコヒニシテ︑畳台三脚

大石内蔵介並十六人切腹次第之事

ノ外々ノ面々白キ小袖麻上下ヲ玉ワリ検使ヲ相待レケリ︒

37

一細ヅツアタラシク浅黄ヘリノ畳一人前ヅツカワル︒扨白布袷九尺
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35

頭両人後ロノ方ヨリコノ場ニ出ル︒常ノ顔色ニテ笑ウゴトシ︒

キ体也︒内蔵介椽ノ上ニ向ツテ越中守殿ノ御家老中ヘ挨拶︑コ

四方ニシテ畳ノ上ニシキ白張ノ屏風一双ヅツ︑切腹スムト即時

使ニハ荒木十左衛門殿・久永内記殿︑徒士目付中五人・小人目

ノホドノ御報志世々未来過分千万︑内匠頭ヘ申シ聞ベキニ候︒

常サヘハレガマシキニ︑況ヤ最期ノ規式イカナル人モ心動クベ

オ︶今ヤト相待ツ︒介錯ハ越中守殿ヨ

扨検使ノ衆ヘトヲボシク︑内蔵介只今切腹御ラン届ケト申シ︑

ニ折マワシテ︑棺ニ入ルヤウニ用意相トトノフ︒内蔵介方ノ検

申

介錯ニ式礼シテ即時ニ両肌ヌギ︑腹ノマン中ホドヲ手ニテ一ナ

ラメ︒又御菩提ヲモ深ク弔ヒ申スベシト涙ヲ流シテ申ス︒内蔵

古郷ヘノ御伝言モ候ハバ︑御最期ノ太刀仕ル上ハ私コソ申シ伝

市平即時ニ首ヲカカヘテ押付ケ顔ヲ見セテ︑身ヲ開キ随分シヅ

モ切タリ︒手心思ヒ込テ首打テ前ノドノ皮三分ホドカカレリ︒

ウ︶相ヅ︑腹ニツキ立テ引マワス処ヲ︑介錯市平首ヲ討ツ︒扨

リ申付ラル︒内蔵介介錯ハ兼々馳走役ニ付タル安場市平

付七人ナリ︒各今ヤ︵

付ラル︒アト十六人ニモ皆々介錯ヲ撰定メラル︒安場市平大石

デシテ︑小脇指ヲ取テイタダキ︑手バヤク曳ト云掛声コソ︵

介申スハ︑近比過分千万︑宿業ノ因縁ニコソ︑然ルベキヤウニ

カニシタリ︒内蔵介首ハ只目ヲフサギ眼ルゴトクナリト︑コノ

物頭也

ニ対面シテ︑今度御介錯仕ルハ前生ノ御宿縁ト存ジタテマツル︒

頼ミ入候︒古郷ノコトハ罷出候ヨリ覚悟︑又スデニ未来ノ古郷

古今マレナル賢士也︒忠節アツキ人誰カ誉ザラン︒辛苦艱苦ヲ

メタリ︒アア誠ニヲシムベシアワレムベシ︑年四十五才ナリ︒

時ニ白ハリ屏風左右ヨリ引マワシテ︑蒲団ニツツンデ棺ニ入納

ニ返リ候ヘバ︑何ニ︵

︒宜シ

市平殿ヘ遺物ニヲクリ申候

肥前忠吉

者指領ノ大小刀ハ恐レナガラ越中守様ニサシ上申度候
キ ヤ ウ ニ タ ノ ミ 奉 ル︒脇 指 ハ

オ︶ニマ

使荒木十左衛門・久永内記参ラル︒越中守ドノ対座即時ニ家老

シテシバラクシヅマリ︑跡々ノ切腹ノ人ヲ忘レテ︑皆コレキリ

レナル義士ナリ︒検使ソノ外ノ面々モ大キニ力ヲ落シテ︑感心

ヘテ妻子眷属財宝ヲステテ忠義ニ身ヲ捨ル︒古今︵

両人椽側ニアリ︒ソノ次並ニ御歩行目付アリ︒椽ノ下前置ニハ

ト思ヘル体ニテ只忘然タリ︒ソノ次ニ畳ノコラズ取カヘ諸道具

ト︑念比ニ申シ置レタリ︒角テ元禄十六年二月四日未ノ半刻検

︒小人目付衆切腹ノアトニ両人左右
越中守ドノ徒士ノ者

取カヘ︑吉田忠左衛門・片岡源五右衛門・原宗右衛門・間瀬久

歩行侍十人並ブ

ニアリ︒持足軽ドモ両人出テフトンヲシク︒麻上下也︒左右ニ

太夫・間喜兵衛・小野寺十内・堀部弥兵衛・礒貝十郎左衛門・

40

貞宗

ウ︶申スベキコトモコレナク候︒扨拙

39

38

38

白張︵ オ︶ノ屏風ヲカカヱ四人アリ︒内蔵介出ル︒同道ハ物
39
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言ベキ言葉モナシ︒然レドモ家名万代ニ残ルベシ︒爰ニ矢田五

シキ物諸式トリカヘトリカヘ切腹スル︒誠ニカカル不便ノ次第

冨森助右衛門・大石瀬左衛門・矢田五郎右衛門︑段々一人ヅツ

住ノ折カラ鎗ヲ持タル小人ニテ候処︑内匠頭幼年ノ節殊ノ外気

近在ノ百姓ニテ︑若キ時ヨリ下ス奉公ヲ仕リ︑亡君内匠頭部屋

士ノ上近比恥ガマシキコトニ候ヘドモ︑拙者義ハ元来ニ赤穂ノ

メサレ拙者ヲク病ニ非ズ︒死兼ザルノ心底ヲ察シ知リ玉ヘ︒武

ゲ

彼敷皮ノ上ニ座シテ向ヲ見レバ︑両

ニ入︑朝夕側ヲハナレズナジミニテ候︒後々ニハ用ニモ立ベキ

郎︵ ウ︶右衛門ハ
家老・歩行目付・御検使ノ両使ニ細川越中守殿モ座シ玉フ︒椽

者ナリトテ︑歩行侍ニトリ立ラレ間モナク勘定方ヘ申シ付ラレ︑

六十二才知
行二百石

ノ下ニハ前置皆麻上下ニテ居ナラベリ︒ソノ厳重ナルコト詞ニ

ソ ノ 後 大 石 内 蔵 介 取 持 ニ テ 私 曲 コ レ ナ キ モ ノ ト︑ 不 調 ︵

オ︶

及バズ︒矢田ツクヅクト見廻シテ涙ヲ流シテサメザメト泣ク︒

マラズ︒扨々笑止千万ノ体コノトキ也︒諸人大ニアキレ果テテ︑

何レモ最初ハ感激ノ涙ト思ヘルニ︑次第ニナキ出テ涙且テトド

年ホド以前ニ二百石玉ワリ︑給人馬廻リ相ツトメ年ヨリ候マデ

法者ヲ代官ニトリ立テテ︑知行百石玉ワリ︑国目付トシテ十ヶ

今ハカヘラヌコトナリ︒イサギヨク仕玉ヘ︒跡々サシツカヘト

タク天道ニ叶ヒタルト存ジ候ユヘ︑感心︵

ウ︶コレトテモ亡

リ︒主君ノ敵ハ討︑下郎ノ身トシテ今ヶ様ノ首尾︑扨モアリガ

キノ立合ニテ介錯ハ︑武士誠ニ人間ノ果報ミチミチタル拙者ナ

大石殿ノアト同座ニテ天下ノ御検使ヲウケ︑太守ノ御前レキレ

申テ︑去年以来辛苦申シ本懐ヲ達ス︒ヶ様ノ下郎ノ身トシテ︑

念比ニアヅカリ候︒元来下人ニテ候処取立ノ大恩ヲ過分ニ存ジ
41
41

オ︶笑フモアリ︒コノ節ニ介錯人竹田平太夫跡ヨリススメテ︑

義不興千万ニナリ諸方モシメリタリ︒若輩ノ面々ハ片脇ニテ︵

臆病ニハコレナキハヅナリ︒大義ヲ仕スグリタル人︑近比不思

42

コノ内ニモ堀部弥兵衛ハ七十ニアマリ︑シワ腹切ハ見苦シトテ︑

奉ルト首ヲ討ル最期ハ随分ヨカリキ︒尤千万ト諸人感心セリ︒

御待ト両肌ヌギ︑腹一文字ニ切テ手ヲ拱キテ︑イザヤ介錯頼ミ

シナキ長物語イザヤ介錯ト立上リ︑コノ方ヨリ声カケ候マデハ

君内匠ノ恩トシキリニ感涙仕リタリ︒死ハ且テ恐レズ︒扨モヨ

42

進メケリ︒コノ節ニ矢田五郎右衛門メツキト忿リテ︑扨ハ拙者
未レンニテ落涙ト思シメサルルト相見ヘタリ︒ゲニヤ誤リタル
我ラノ心底ニコソ思ヘ︑外ニハ知ザルコト不調法千万︑コノコ
ト以来マデ云ツタヘテ︑四十七人ノ内ニ︑一人臆病者アリト云
ワレンハ主君ヘノ恥ナリ︒我ラノ恥ヲステテ主君ノ家ノ恥ヲス
スギ︑残ラズ英雄ノ武士トイワルベキナリ︒シバラクノ間︵
ウ︶検使御レキレキ中御報志ニマチ玉ヘ︒コノ一通リヲキコシ
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40

腹ノシワヲタグリ上小帯ヲ用意シテ︑シメククリ腹打ナデ切タ

害シタル者アリ︒世ニ内蔵介ノ妾ナリト云アヘリ︒且テ左ヤウ

ノワキニ︑二歳バカリナル男子ヲサシコロシテ︑死骸ノ側ニ生

生ノトキニコノ妾カタ付難クシテ︑打ステテ置タリ︒十四日ノ

二歳ノ男子アリ︒本庄一ツ目ニ幽ナル住居ニテ居タリ︒礒谷出

ノコトニアラズ︒礒谷十郎左衛門ガ妾ナリ︒礒谷ハ妻ナク妾ニ

リ︒コノ連中一時ニ腹ヲキル︒今日イカナル日ゾヤ︒アワレヲ
見尽シタリ︒検使ハ相スンデカヘ︵ オ︶ラレケリ︒細川殿ノ
仕方厳重ナリ︒
川殿ヨリ即時ニ御届アリ︒各棺ヲシツライ夜ニ入︑芝ノ泉岳

ウ︶ワリサ

晩十五日ノ朝マデ一落着スンデ︑コノコト町内ヨリ申上ゲタリ︒

公義詮義アリ仰付ラルル赴ハ︑町内トシテイタ︵

シヲクベシトノ御下知ニテ︑翌年二月御仕置キワマルノ節四十

送ラルル死骸棺ニ入テノリ物ニノセ白張ノ挑灯︑内蔵介存生ノ

一細寺︑内匠頭殿ノ石塔ノ前ニ葬タキトノ願ニテ御免アリ︒各寺ニ

格ヲ少シ略シテ︑供マワリ万端念ヲ入テ申付ラレケリ︒寺ヘ葬

七人ノ者ノ子共︑皆々親類ノ縁ニヨリテ十五才マデハ預ケラレ︑

ウキ放レ島ニ住居セヨト月日ヲ待︑
︵ オ︶センナキ事ナリ︒父

名ノラスベキニアラズ︒十五才マデ生立テテ以後ハ︑遠島シテ

ガ悴︑町内ノセワニカクベキイワレナシ︒又生立上ゲ名跡ヲモ

ワリ︑然ル処ニコノ女置文シテ相果ル︒子細ハ礒谷十郎左衛門

ニテ養育仕リオクベシトノコトナリ︒母親ニハ礒谷ガ財宝皆玉

礼ノ布施物表立テハ金五十両︑内々ニテ百ヶ日マデノ弔ヒ料ト

ウ︶レケリ︒葬礼ノ節諸処方々ヨリ忍ビ忍ビニ野立ノ面々多カ
リケリ︒翌朝ニ卒塔婆シキミヲ立テテ︑内蔵介石碑ハ内匠殿ノ
側ニ立テテ︑改名忠誠院刃空浄剣大居士ト号ス︒参詣貴賤群集
ヲナシテ樒ヲ一葉ヅツ取テ帰ル︒或ハソトバヲケヅリ帰リイタ

進スル人モアリ︒諸人コゾツテ感心ス︒仏事作善ハ随分トアリ
ケリ︒コノ内蔵介ナド祭ラバ神霊トナルベシ︒一生涯私ナクソ
ノ身ヲ有セズアツパレ人傑手本ナリ︒
︵ オ︶
ニ翌日又墓ヲ拝シテソノ近辺ヲケガレルトテ︑ハルカニ卵塔

岡嶋八十右衛門・吉田沢右衛門・倉橋伝介・
コレハ討死
家名斗リ

杉野十平次・勝田新右衛門・間新六・小野寺幸右衛門・前原猪

一毛衛・武林只七

利飛騨守殿ハ毛利家ノ分地也︒今度御アヅケ人十人堀部安兵

ノ書置ナリ︒近比不便ノ心底ナリ︒

礒谷殿ノ黄泉ノ御供申ス迄︑寺内ヲカリコノゴトシトノ仕合ト

45

キタル者ドモヨリ別ニ布施物上ル︒石塔ハ細川殿ヨリ立ラ︵

十五才以後ハ皆遠島ニ仰出サル︒コノユヘニ礒谷ガ子ハ︑町内
43

シテ︑外ニ金百両ヲ上ゲ︑コノ度介錯人預リノ内︑諸事ハタラ

44

43

ダクヤラ拝ムヤラ︒ゲニヤ人情ハ皆同ジコトソノ日ソノ日ニ精

一爰

44
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ノアテガヒナリ︒兼テ堀部安︵ ウ︶兵衛ハ︑心底ニ残念ノコ

殿ノ家ニテモ陪臣ノコトナリ︒左マデ馳走ニ及バズト少シ麁相

介ナリ︒上使仙石殿帰ラルル以後切腹ノ用意スル︒コノ内毛利

候︒切テ御目ニカクベシ︒介錯人必ズコノ方ヨリ掛声マデ御待

郎ノ者アテガヒ︑凡ソ武士ノ切腹スルニソノ法アリ︒拙者心入

主人ノ敵ハ討スマス︒何ニ思ヒノコスコトナシ︒何トヤラン下

トトフズクミタル也︒検使未ノ半刻御目付鈴木治左衛門・御使

ヲ取テ膝ニアテ︑微塵ニヲシクダキ小刀取テ押イタダキ両肌ヌ

アルベシ︒検使ノ面々・毛利殿並ニ家来中ヨク見玉ヘト︑八寸

アバラ

番斉藤次郎左衛門徒士目付中小人目付等来ル︒畳台二脚ヲキ毛

ギ片膝ヲシ立テ︑コレ御覧ゼヨト左リノ胸サキ肋ノ上ニツキ立

オ︶ハナシ︒又右ノ方肩

スル︒介錯人榊原庄右衛門討損ジテ肩ニカカリ首ハ半バ切レタ

八一文字調伏ノ腹ナサレ方宜シカラズ︒故ニコノゴトクト訇テ

先ニツキ立テテ長ク引テ︑八ノ字ノ片々コレニテ八ノ字ナリ︒

テ︑八ノ字ヲ一点トアバラ一枚切︵

リ︒奥田大音ニテ︑御セキナク静カニアソバセヨト答ヘタリ︒

首ハ討レケリ︒コノ堀部ハ元来長門馬場ニテ父ノ仇五人相手ニ

コノ者二十九才ニシテ勇功ノ者ナリ︒サワヤカニ切腹

誠ニ無類ノ男ナリ︒然ル処ニ家老ドモノ内ヨリ声ヲカケ︑前ヨ

シテ︑ハレナルハタラキ仕勝リタリ︒養父弥兵衛ニ随ヒコノ度

47

リ首カケト云︒︵ オ︶ソノ内ニ首ハ討タリ︒堀部安兵衛コレヲ

大石弟分ニスル

氈二枚ヅツニシテ一枚カラゲニスルツモリ︑一番ニ奥田孫太夫

45

前置ニハ足軽ドモ十人ナガラ立テアリ︒旁以テ仕方法ニスギタ

忽コレナキヨウニト云フ︒堀部耳早ク聞付テ︑キツクワイ也︒

利殿・検使衆居玉フニ誰イヘルカ︑コレハ彼シタタカ者也︒卒

見テ安カラザルコトニ思ヒ心ニ立腹スルニ︑次ニ堀部出ル︒毛

走モナク︑寺ニモカロキ弔ヒ料ナリ︒
︵ ウ︶凡人ニ霊アリ一念

殿ノ家ニハ陪臣ナリ︒殊ニ皆咎ノ究マル者ドモトテ左マデノ馳

帰リ︑外ノ家ニテハ各別ノ者ドモトテ葬送モ宜シカリキ︒毛利

モ鬼神ノ働ラキ随分ノ勇士也︒ソレヨリ段々切腹スンデ検使御

左右ニ三人付キ出ル︒介錯ハ荒木十太夫也︒時ニ短刀八寸台ニ

ノコト︑コノ節イカニ左様アルベキヤト︑麻上下引立テテ出ル︒

リ︒ソノ上ニ︑ハシタタカ者トハ自然最期ニハタラクベキヤト

シ多シ︒阿漕漁夫ノ念モ残レリ︒イワンヤ古来ヨリ武士ノ魂魄

調伏ノ腹ト申シ伝ヘタリ︒武士ノ意地強キハ悪霊トナリタル例

ノタケキ者ハ残ルベシ︒イカナル因縁ヤ︑古来ヨリ八一文字ノ

忌ニアタル年︑毛利飛騨守殿乱心ノ如ク心猛クナリ︑本家ト出

残ルハ多キコト也︒爰ニ不思義ハ堀部ガ念力ヤ︒彼ラガ十七年

47

テ出タリ︒三方ナルベキニ堀︵ ウ︶部タマリカネ︑コノ席ニ
46

ノゾンデ御用心ト相ミヘ何ホドノコト候ベキ︒ソノ上ニ拙者義
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46

入アリ段々コトツノリテ不和ニナル︒子細ハ毛利本家トノ領堺

ヲ召シテ兵糧米引出物ヲ玉ワル︒式礼シテ返リケリ︒角

ルハ義貞ガ不調法︑不足スル所ナリト︑使ヲ以テ小山田

三郎郎党少々メシ具シテノリカヘシテ︑百年ノ命ヲ落シ

テソノ日ノ合戦新田殿敗軍シテ既ニ危急ノ処ニ︑小山田

川バタノ松ヲ本家ヨリコレヲ伐ル︒ソノ替リニ百姓四五人押ヘ
テ首ヲ討︒コレヨリ領堺昼夜ノ︵ オ︶セリ合何ノコトモナキ
ニ︑コノゴトク江戸ザタニナリテ毛利飛騨守殿ハ本家ニ御預ケ︑

下役人百余人

︒竜馬ハ︵

テ義貞ヲスクフ︒ワヅカノ恩ニ命ヲ落ス︒又唐漢ノ武帝

竜馬ヲ愛シテ舎人四人コレヲ預ル

ウ︶風味各別ニ勝ルルト云フ︒コノユヘニ四人云ヒ合セ

ヲ以テス︒コレ大将タル人ノ他ヲスクフノ語ナリ︒随分

軍語ニ云︑凡他ノ命ヲ救フ則ハ︑他コレニ報ズルニ一命

ソノ以後ニ武帝合戦ニ打負︑落人ニナリ山谷ニ入︵ オ︶

人ノ眷属ドモ︑百人ノ下役人ドモ残ラズ追放セラレタリ︒

タヘテ命ヲ助クベシ︒然レドモ預カリノ馬ヲアヤマル四

必死スト云ツタヘリ︒彼者ドモ知ベカラズ︒急ギ薬ヲア

シテ馬ト人トハカユベカラズ︒凡ソ竜馬ヲ食ヘバ毒アリ︒

強盗ノ類ニ究マリ既ニ刑罰ニ行ハントス︒武帝キコシメ

テコレヲ殺シ食ス︒秘蔵ノ馬ナレバ目付コノ旨ヲ註進ス︒

49

心ヲ付テ他ノ危難ヲモ相スクフベキ也︒古語ニ︑一期ノ

忠臣規矩順従録巻之二十四

忠臣規矩順従録巻之二十三終︵ ウ︶

シテ十人生害ニ及ベリ︒葬送モ聞合セアリテ同様ニ相スミケリ︒

一水シキテ︑浅黄ノアワセフトンヲシキテ包ム︒間十次郎ヲ第一ト

野殿ノ仕方給人十人左右ニアリ︒切腹スムト下座勿論畳三畳

領分ハ本家ニモドリ断絶ニ及ビケリ︒

48

48

下向ノ節ニ小山田弥三郎青ムギヲ刈︑陳法ヲ背ク咎ニヨ

謀ハ他ヲ立ツルニアリトナリ︒新田左中将義貞ハ︑中国

タル者ドモ也︒只今命ヲモドシ奉ルト残ラズ討死ス︒ソ

三百人︑山谷ヨリ鉾ヲ振テ出︑彼馬盗人ノ毒味ヲノガレ

敵大勢追欠既ニ危キ節ニ︑彼四人壮士諸親類百人ノ壮士
︵陣︶

リ︑軍奉行篠原伊賀守粟生左衛門大将ニ申シテ︑スデニ

ノ内武帝ハノガレラレタリ︒然レバ大将タル人ハ︑スベ

︵陣︶

刑罰セントスル︒義貞使目付ヲ以テ小山田ガ陳屋ヲ見玉

大石主税切腹之子細之事

テ力ヲ入テ人ノ死ハスクフベキナリ︒

50

フ︵ オ︶ニ︑物具ハサワヤカニシテ兵糧一粒ナシ︒義
貞聞シメシテ武具ノ遑シキハ小山田義士也︒兵糧不足ス

49
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平隠岐守殿ニハ主税ヲ切腹大ニヲシミ玉ヒテ︑最初上使仙石
一松伯耆守殿申シ渡シ相スンデ返ラルアトニテ︑隠岐守殿主税ヲ召

一重バリノ

屏風ヲ持セ

三畳シキ木綿ノ浅黄袷フトンヲシキ︑跡ノ方ヘ板ガコイニシテ

棺桶十跡ニナラベテ︑白布ヲカケ左右ニ白張

ル︒定テ母ノ難義ナゲカルベシ︒申ヲクコト何ニテモ我ラヘ直

ヘドモ座敷廻リノ下知バカリ也︒サテ最早暮合ニナル︒早ク切

暮ニ及ベドモ挑灯ノ用意ナシ︒不思義千万ハ︑役人ドモウカガ

ラル︒コノ屏風引人ハ隠岐守殿ノ近習侍ナリ︒扨ヤウヤクシテ

ニ申シヲカルベシ︒念比ニ相達スベキ書状ハ如何︑口上ニテ申

腹人出シ候ヘトノコト︒コレニヨリ検使衆両人モ椽側ニ出ラル

出サレテ仰ラ︵ ウ︶ルルハ︑今度貴殿父子トモニ切腹仰付ラ

サルベシ︒前方ヨリ今日ノ只今ニ至ルマデ︑身上ニカヘテモ貴

ル︒隠岐守殿先各シバ︵

オ︶ラクト物語リヲシカケ玉フ︒未

殿ハ申シウクベキトハタラキ見ツレドモ︑既ニ今日ニ至ル︒公

トハユメユメ︵ オ︶存ズベカラズ︒必ズ自殺ノ覚悟ヲ仕ルベ

父内蔵介兼々申聞セ候ハ︑我々父子ノ者ドモハ︑存命仕ルベシ

葉子細アリゲナリ︒主税ツツシンデ︑誠ニ段々冥加ニ叶ヒ候︒

義決シタル上ハ先切腹ノ席ニ出ラルベシトノコト︑先ト云フ言

間モナシ︒

リ︒御挨拶ニ隙ナクヒタト指向ハル故ニ︑向ノ切腹ノ処ヲ見ル

杉田殿ハ十人目付又使番衆也︒隠岐守ドノハ大身ニシテ家高ナ

ダ寒気ツヨシノ扨ハ今日ハ風強シナドト咄シ玉フ︒駒木根殿・

52

キコトモコレナク候ト︑イサギヨク御ウケ仕リ申スユヘニ︑隠

シテ本懐ニ存ジタテマツリ︑右ノ心底ユヘニ老母ニ別テ申置ベ

レコノ義ヲ申候故ニ︑今度切腹仰付ラレ候ハバ︑私ニヲイテ別

恨ムベキナリト堅ク申聞セ︑旧冬十五日ニ泉岳寺ニテモクレグ

キナリ︒若命助リ世ニモマジワリ候ワバ︑父ノ草葉ノ陰ニテモ

モ︑
︵ ウ︶皆勝手ノ下知世話ヲタノミ入申ス︒家来ドモ不調法

ロタヘ騒動スル︒隠岐守殿大音ニテ︑御徒士目付中小人目付ド

ナリ︒然レドモコノコト兼テ御下知コレナシ︒コノ故ニ大ニウ

一時兼テ申シ付タル白張ノ挑灯ヲ︑出シテ立ベキナリト下知シキリ

ニ日クレテ高挑灯出スベシ︒不調法千万何故ニヲソキゾヤ︒

輩皆々用意相調ヒケリ︒然ル処ニ上使杉田五左衛門・駒木根長

岐守殿別テ御愁傷ノ体ナリ︒去程ニ主税行水麻上下着用十人ノ

行︑ソノ内ニ隠岐殿検使ノ衆待遠ナラン︒先早ク主税ヲ出シテ

ト仰ラルル故ニ各走リツドヒ︑爰ヨカシコト諸役処ヲタヅネ歩

錯人三方ヨ小脇指ヨト云内ニ︑物頭目付役人主税ヲ同道スル︒

切腹サセヨト下知ナリ︒コノ節家老・用人共立サワギ︑ソレ介

52

三郎御徒士目付中︵ ウ︶小人目付マイラル︒コノ節ハ申ノ半
51

時入相前ナリ︒隠岐守殿出席アリ切腹ノ場自分ニ下知アリ︒畳
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50

51

介錯人ハ葉賀清太夫立出ル︒主税即時ニ両肌ヌギ小刀ヲ取ルト

物頭両人留主居一人サシ越レ︑内々ヲ以テ弔領過分ニ玉ワリ︑

利アレバ︑シバラク存命スベキハ有ベキコトナリ︒扨泉岳寺ニ

図末ニ
シルス

コレラ十人ノ石塔領ハ隠岐守殿ヨリ出サレケリ︒扨翌日四十七

キニ︑又隠岐守殿杉田・駒木根ニ御挨拶御返答申シ上ル内ニ︑
介錯人曳ト云テ前ノ三方ニ切付ル︒バラバラト屏風ヲ引︑幕ヲ

人ノ石塔諸方ヨリ次第ヲ定メ︑内匠殿ノ石塔ノ前ニ相並ブ︒

内蔵介石碑ハ内匠殿ノ石塔ニ並ベテ︑外ヨリハ大キニ立タリ︒

オ︶マワシテ浅黄ノフトンニ引包ンデ棺桶ニ入︒コノ節ニ

漸々ト高挑灯数十張万灯ノ如クトボシ立テ︑段々九人トモニ切

ソノ内ニ内蔵介石塔ニハ忠臣トアリシヲ︑仙石伯耆守殿ヨリ内

︵

腹シテ皆棺桶ニ入︒コノ節隠岐守殿大ニ不興ノ体ニテ何ノ物語

ウ︶グンジ

意アリ︑忠臣ハノゾキ忠誠院ト改名セリ︒貴賤︵

ユ感激落涙セザル者モナカリケリ︒

内蔵介下僕元助忠誠之事

元助トイフ者アリ︒コノ者ハ幼年ノ時ヨ
草履トリ

領ノ義ニ候ヘバ︑今一応首実検申スベキヤトノコトナリ︒隠岐

ル者ナリ︒内蔵介常々申サルルハ︑コノ方ヲ取立侍ニシテハ殊

一大リ普代ニメシヲキ︑利発者ニシテ殊ノ外気ニ入︑一筋ニ律義ナ

石内蔵介下僕ニ

54

︵ ウ︶守殿少シ立腹ノ体ニテ︑拙者モ出座各両人歩行目付中大

木根長三郎申サルルハ︑残ラズ見トドケ候ヘドモ主税コトハ頭

合ニテ皆切腹仕ルトノ御届ケナリ︒コノ節杉田五左衛門殿・駒

ニ候ト申ス︒即時ニ留主居ヲ呼デ老中ヘ右ノ赴キ︑御目付中立

リモナク︑既ニ終ルト隠岐守殿タヅネラルルト家老中︑コレ迄

53

入棺死骸ヲ再ビトリ出シテサラスベキ様ハコレナシ︒各御帰リ

ニテ候︒早公辺ヘ御届申ス︒彼者ドモハ至剛ノ義士ナリ︒切腹

勢立アイ︑検使ノ上ノタシカニ御ラン届ケナキハ不調法ト申物

十三日︵

日ヨリ今日ニ至ルマデ念比ニメシ仕イ︑又随分ニ奉公粗略ナク︑

出入シテ側ヲハナレズ︒髪月代マデスル︒然ル処ニ赤穂ヲ出ル

ノ外我不自由ナリ︒身ニ添フ者ハ汝バカリナリト︑内外トモニ

オ︶ニ至リテ金子ヲツカワシ暇ヲ出シテ︑一生涯心

残ラズ見トドケ候トノ申上然ルベシ︒我ラ方ヨリノ言上ニ間チ

53

届ケ候トテ皆々返ラレケリ︒コノ子細イカナルコトトモ様子知

ガヒ候テハ︑各ノ御タメモ如何トノ仰ユヘニ︑是非ニ及バズ見

ナク︑私コトトンボウ頭ノ比ヨリ御奉公仕リ︑今日マデ見落サ

ノママニクラシテ古里ニモ帰レト申渡シケリ︒コノ節且テ同心

ハ常ニ御存知ノ前ナリ︒今更御ソバヲ放レテマイルベキ方モコ

ルベキコト且テコレナシ︒又死カネ申スベキ心底ニコレナキ段

55

レ難ク又ハカリ難シ︒何ノサタモナクシヅマリケリ︒凡︵ オ︶
義士ノ命ヲスクフコノゴトクナラバ︑タトヘバ究メタル死モ義

54
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大石吉千代

八歳
十二才

トリ申スマジ︒イカ様トモコノ節ハタラキ申スベキニ︑外ニ参

岡野二郎四郎

中村忠三郎

芦野猪之介

大石乙次郎

二才

木村宗十郎

不破大五郎

二才

九才

六才

当才︒コレハ山城
国八幡滝本坊
ノ住持成
二十五才

八才

奥田清十郎

吉田伝介

四才

岡嶋藤松

流シテ是非ニ及バズ外ニ出ケルガ︑夜討ノ夕ニハ屋シキノ外ニ

遠島ニ及ズトノコトナリ︒コノ内小笠原佐渡守殿ノ家来松村政

右幼少ノ分ハ十五才迄母ニ預ラル︒ソノ内出家ヲ仕ルニ於テハ

十才

九才

二十才

三才

間瀬貞八

冨森長三郎

八才

矢田作十郎

中村勘次郎

二十三才

九才

レトハ御情ナシト︑スデニ自害ニ及ブベキ体ナリ︒内蔵介申サ

松村政右衛門

大石大次郎

ヨリ町奉行処ニ召ヨセラレケリ︒

同心セズ︒色々ニ申シ聞スレドモトカク参ルベキ処ナシトテ動

片岡新六郎

レナク︑外ヲシラザル私ニテ候︒何ゴトヲ仰候ゾヤト且テ以テ

カズ︒コノ度ノ思召立委細ニ存ジ候︒御用ニ立マジキト思シメ

原十次郎

五才

シ候ハバ︑死︵ ウ︶テ御目ニカクベシ︒寺西ドノニ少シモヲ

ルルハ︑汝ヲ供ニ召シツルル時ハ諸士ノ家僕モ皆メシツルベシ︒

オ︶

居テ本懐ヲ達シタル以後︑廻向院門前ニ来テ餅ヲマヒラセテ︑

右衛門︑町奉行所ニ召出サレ︑ソノ方コト今度ノ企父兄方ヨリ

︵
岡嶋五郎

ソレヨリ元助ハ行ヘ知ズニ成タリ︒然ルトキニ皆々石塔ノ立タ

知ラセザルヤトノ尋ナリ︒政右衛門申ハ︑私義佐渡守ニ相ツト

八才

コノ義堅ク無用ト申約セリ︒我ヨリ法ヲソムカレズ︒元助涙ヲ

︵ オ︶ル比旅出立ニテ来リ方丈ニネガヒ︑大石ノ下僕元助ト申

寺中評判ニテ和尚モ尤ナリトテ則剃髪シテ元介坊ト名付︑大石

心出家仕リ︑内蔵介墓ノ掃除仕リタキノ由ナゲキ申スニヨリ︑

ス者ナリ︒死後ニモ奉公仕リ度︑幸ヒニ石塔モ多ク候︒私モ同

ドモ︑皆々相応ニハタラキ申ス役目コレアリ︒出会申サズ︵

ゼズヤトノ御尋也︒二人ノ返答ニ︑私ドモ両人連中ノ外ニ候ヘ

一人御免是非ニ及ザル仕合ト申︒吉田伝介・間瀬貞八両人ヘ存

メ役人ノ家ユヘニ︑知ラセザル者ト相ミヘ候︒親兄弟切腹︑私

ゲンカイ

ノ墓ノ掃除並ニ四十七人ノ石塔マデ預リタリ︒下郎ニハ珍シキ

ウ︶候トイフ︒イカナル役目ニヤト尋ネモナク遠島三人トモニ

憲院様御他界ノ節︑右遠島ノモノ共親類ドモ御ネガヒ申スニ

翌年御免メシカヘサレケリ︒

者ナリ︒内蔵介家人トテ殊ニスグレタルコトドモナリ︒
四十七人之子共落着仰出サルル之事
56

十七人ノ者ドモ子ドモ遠島仰付ラル︒稲葉丹後︵ ウ︶守殿・

一常ヨリ残ラズ御免︑大石内蔵介子ドモハ松平安芸守殿ニ引トラル
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57

55

一四秋元但馬守殿列座ニテ町奉行保田越前守ニ仰付ラレ︑国々遠近

57

56

ル︒ソノ外勝手勝手ニ引トリケリ︒然ル処ニ又文昭院様御他界

杉弾正殿隠居ノコト千坂兵部・長尾権四郎達テ諫言︑則願ヒ

ラン

アルトキ蔵ノ内ノ金千両箱一ツ失タリ︒段々ギンミ大ニナリ色々

一浅無実ノ罪ニ刑セラレタリ︒コノ人ハ律義ノ人ユヘニ金奉行タリ︒

野内匠殿ノ親父采女正殿不慮ノアヤチガヒニテ︑家中ノ侍ヲ

浅野家因縁報仇之事

口モナカリケリ︒

一上ヲ立テテ隠居イタサレテアトハ︑紀州殿ノ後縁家ニテ目出度人

ノ節ニ皆々御願ヒ申上ルニ付︑残ラズ御免ヲカウフル︒大石吉
千代ハ大石頼母ト改メ︑安芸守殿ヨリ本知千五百石玉ハリ物頭
ニ申付ラル︒次男大次郎ハ石束源五兵衛養子ニナリ︑三男ハ八
幡滝本坊ノ︵ オ︶後住トナリ︑ソノ外ノ者ドモ皆相応ニ片付︑
遠島ノ輩皆々御免カフムリケリ︒
泉岳寺落着ノ事
岳寺ノコト越前永平寺ヨリ尋コレアリ︒鎌倉ノ触頭大中寺ヨ

詮義アリ金奉行ノ不念ニキハマル︒コノ人ノ返︵ ウ︶答ニハ︑

キ段ネガヒ申スベキ道理︑ソノ以後皆々切腹仰付ラルル節︑寺

ニ非ズ︒ソノ上ニ是非ニ一応ハ願ヒ奉リ︑出家ヲモ仕ラセ申ベ

申上ベキノ処ニ︑ソノママ又仙石伯耆守殿ヘ出シタルコト寺法

出シテシバリ付︑サラシテ家中・町人ニ見セテ︑二十日ノ内盗

コノ人モトヨリ盗ザレド︑モムリニ罪人ニシテ赤穂ノ馬場先ニ

ノ外不届者トナリ︑コノ者イヨイヨヌスミタルニキハマルニ︑

拙者アヅカリ申ス上ハ盗人ハ我ラナリト不調法ナル申シ条︑以

一泉リ咎ル子細︑最初大石内蔵介一党吉良ヲ討︑寺ニ来リ候節御願

ニテ切腹仕ルヤウニネガフベキ処︑
︵ ウ︶コノ義心付カズ大寺

59

58

節︑大形ヤウスモシレ申スベキノ処︑仕方モコレアルベキコト

出入ムヅカシクコトガマシキヤウス︑又初メ十四日ニ寺ニ来ル

ノ住持心ヱ難シ︒ソノ後上野介首ノ義ニ付︑盤松院トカレコレ

テコレヲシラズ︒定メテ盗人ノ外ニアルベキゾ︒我明白︵ オ︶

思ヘリ︒諸人コレヲソシル︒彼侍大キニハラヲ立テ︑元来我曽

ヲ切リテ︑盗人盗人ヨト云フ︒後ニハ家中・町ニモ誠ノ盗人ト

人ノ高札ノ下ニサラセリ︒ソノ上二十日ノ内一日ニ指一本ヅツ

水ニウツル花ヲ藻クズニウキカヘテニホヒバカリヲ庭ノ梅ガヱ

ハ無念口ヲシ骨髄ニ入レリ︒見ヨヤ見ヨヤ我必ズ当家ノ怨霊ト

ヲ追テシルベシ︒武士ニ悪名ヲキワメテ︑士法ニアラザル刑罰

60

ナリ遂ニトリタヤシ︑赤穂ノ馬場先ハ我ガ廟処ニスベシトテノ

内蔵介辞世

前後不埒ノ様子︑追院然ルベシ︒併寺ノ内ニ隠居トノコト︒

58

今ハ早言ノ葉草モナカリケリ︵ オ︶何ノタメトテ露ムスブ
59
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【図】（61ウ）【図】（62オ）
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冨森助右衛門
馬廻二百石

刃勇相剣信士
堀部安兵衛
馬廻二百五十石

刃雲輝剣信士
菅谷半之亟
馬廻百五十石

刃水流剣信士
千馬三郎兵衛
馬廻百石

刃道互剣信士
岡野源吾エ門
馬廻ヘヤ住

刃回逸剣信士
大高源五

刃無一剣信士
中小姓二十石
五人扶持
三村次郎左エ門
台所役人

刃珊瑚剣信士
芦野和介
知行目付

刃響機剣信士
村松三太夫
同

刃清元剣信士

正因行三十四

武康行三十四

政則行四十四

光忠行五十一

包秀行二十四

忠雄行三十二

包常行三十七

常成行三十七

高直行二十七

大石主税

部屋住

刃上樹剣信士

中村勘介

祐筆百石

刃露白剣信士

不破牧右エ門

浪人馬廻リ

刃観祖剣信士

木村岡右エ門

馬廻百五十石

刃通普剣信士

貝賀弥左エ門

蔵奉行二十石

刃電石剣信士

神崎与五郎

徒目付

刃利教剣信士

横川勘平

徒行

刃常水剣信士

間瀬孫九郎

部屋住

刃太及剣信士

奥田定右エ門

同

刃擲振剣信士

良金行十六

正辰行四十五

︵ オ︶

正種行三十四

貞行行四十六

友信行五十四

則休行三十八

宗則行二十七

正辰行二十三

︵ ウ︶

教兼行十八
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ノシリテ︑二十日ノ内遂ニ死タリ︒ソノ後ニ雨ノ夜クモル時ハ
馬場ニテ︑マダカマダカ見ヨヤ見ヨヤ追付ツブルルゾ断滅スル
ゾトテ︑幽霊ノ出ケルガ三十三年メニアタル︒コノ義赤穂ノ城

兼光行六十三

高房行三十七

︵ ウ︶

行重行三十四

正久行二十九

秀知行六十一

62

下花岳寺ノ和尚︑説法因果物ガタリニ致サレケリ︒誠ニ武士ノ
怨執ハスサマジキモノナリトカヤ︒
︵ ウ︶

辛
元禄十四 巳
歳三月十四日

神
儀

馬廻二百五十石

刃随露剣信士

近松勘六

書役百五十石

刃周求剣信士

礒貝十郎左エ門

京留主居二百石

刃以串剣信士

小野寺十内

側用人三百五十石

刃勘要剣信士

片岡源吾右エ門

郡代二百五十石

刃仲光剣信士

吉田忠左エ門

冷光院殿前少府朝散太夫吹毛玄利大居士
大石内蔵介

金丸行七十七

光延行六十九

正明行六十三

元辰行五十六

良雄行四十五

忠誠院刃空浄剣居士
家老千五百石
原惣右エ門

刃峰毛剣居士
物頭三百石
間瀬久太夫

刃誉道剣居士
大目付二百五十石
間喜兵衛

刃泉如剣信士
馬廻百石
堀部弥兵衛

刃毛和剣信士
江戸留主居隠居
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60

︵奥田貞右衛門︶
行高行二十六

信清行二十七

豊盛行五十七

満尭行四十

光風行二十四

隆重行三十二

常樹行二十六

間十次郎

刃沢蔵剣信士
同
矢田五郎右エ門
同百五十石

刃法参剣信士
赤垣源蔵
同二百石

刃広忠剣信士
潮田又之允
同二百石

刃嶺空剣信士
倉橋伝介
二十五人ブチ

刃煆錬剣信士
吉田源右エ門
無役二十五人ブチ

刃当掛剣信士
村松喜兵衛
馬廻百石

刃有梅剣信士

光興行二十六

助武行二十九

重賢行三十五

高教行三十五

武幸行二十四

︵ オ︶
兼定行二十九

隆円入道行六十二

武尭行二十四

秀冨行二十八

細川氏ヘ十七人

松平氏ヘ十人

たかし／本学教授︶

︵了︶

以上四十六人也

毛利氏ヘ十人

ウ︶

水野氏ヘ九人

忠臣規矩順従録巻之二十四大尾︵

︵やまもと
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刃湫跳剣信士
同
大石瀬左衛門
馬廻百石

刃寛徳剣信士
奥田孫太夫
同百五十石

刃察周剣信士
早水藤左エ門
同百五十石

刃破了剣信士
間新六
部屋住

刃模唯剣信士
武林只七
馬廻十両五人ブチ

刃性春剣信士
岡嶋八十右衛門
勘定頭百石

刃袖払剣信士

︵勝田新左衛門︶

部屋住

刃風諷剣信士

小野寺幸右衛門

部屋住二十石

︵杉野十平次︶
次房行二十八

刃量霞剣信士

八両三人扶持

刃可仁剣信士

宗房行四十
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前原猪介
金奉行二十石

刃補天剣信士
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