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福田は深川の小さい町工場で︑プラTス餌を見ならっ
ていた︒かぞえ咋十六だったが︑ずう体が割合に大きく︑
おとなぴていた︒
一九二三年九月一円︒
彼は正午までに五十のナ叫．トを仕上げるつもりで︑汗
をふくのも忘れて︑仲井に夢中になっていたふ残りはも
う二つ︑これだけやってしまえば昼飯にありつけるのだ︒
ガ ラ ︑ ガ ラ ︑ ト ド ン ︑ ド ド ン ⁝ ⁝

か︑ころげるかしていた・それこそてんやわんやで︑工

場は半ば以上めちゃくちゃに撒壊されていた︒すでに二
年ばかり自分を育ててくれた工場の︑あっと思うまにこ
のように変わりはてた︑みじ坤な有様に胸を打たれて︑
櫨はしばらく︑ぼんやりと立ちつくした︒
この間も︑仲間たちは壷懸命になって︑工場の贈県
いたロ福田もぼんやりしていられなかつた︒みんなとい

を外へもち出したり1夢路所の番接を遥び出したりして
ウしょになって︑工場の前にある天水桶のそばへ︑風呂
桶をもち出すのを手伝った︒
二時頃になって︑やっと壁砂まじり︒l握り飯がくはら
れた︒彼は票がんがん病むうえに︑かなり監仰してい
たのでーほとんど食欲が細かっ︷P申し訳に少しばかり
食べてl余りを仲間にやつでしまった︒
この時分になると1もうあっちこっちで︑火事がさか
んに轡完がっていた︒通りには︑家財を背おったり︑
っていたeしかし福田の所では︑親方がまだ一るの希望

荷車につんだりして避難する人たちがきぬがしくもみあ
をつないでいて1なかなか家と工場を見すてようとしな
かった・おかみさんも・若い者も︑少しも早く避難する

たので︑とても重かった．しかし彼はふだんこの子をか
あいがっていたし︑この子も彼にすっかりなついていた
ので︑いっしょに逃げられるのを互いによろこんだ︒
こうして︑親方一家と︑五人の職工たちが︑荷車を中
心にして工場を見すてた︒街路は︑わめき︑叫んで︑逃
げまどう群衆でほとんど身動きができなかった︒その上
にどこからともなく︑大きな火の粉がさかんにふりそそ
いだ︒あたりはもうもうと立ちこめるむせりぽい煙のた
めに︑昼とも夜とも分からぬような灰汁色の暗さになり︑
太陽は光を失って︑人だまのように︑どす難色く︑ぼん
やりと空に浮かんでいた︒稲田は急に狂気したような人
間のうずにもまれながら︑何気なくふり返って︑防火壁
たウ書

の奥のコンクリートの建物に日をやった︒竜巻のように
もくもくと盛りあがる黒煙をぬゥて︑ものすごい大きな
火炎が︑のこぎり形の屋根をめらめらとなめて行く︒そ
れを見ると︑彼は急に恐ろしくなって︑いよいよ盛んに
降りかかる火の粉の中を人ごみにもまれて先へ急いだ︑
一方で親方を見失わないようにたえず気をくぼりなが
ら．

ようにすすめたが1どうしてもうんと言わなかった︒
ズドン︑ズドン︑．スドン⁝⁝

あまり遠くない浦で︑引火の早い管用に火が移ったら
しい︑ものすごい勝報望輿か立てつづけにひびいてきた︒
往来の肺雑の中からふいに叫び声が撃﹂った︒
﹁石川島の分工場に火がついたー・﹂
もうだめだー粗方がついにうなるように育った︒おも
だった家財は大部分すでに荷車につんであった︒彼は一
同に命令するようにどなった︒
﹁さあ︑みんな小名木川について下るんだ︒どこまで
りうび

も車をひっぼって行くんだぞ︒この軍学晶かったら︑

手前らにうんと敵襲をやっからなあ︒とにかく千警量
やってくれL
それから彼は摘旧をそばへよんだ︒
﹁富︑桶をぼやぼやしてやがんだ︑まぬけ聖・きさ
まは文子をおぶって行け・絶対におれのそはな離れるん
じゃねえぞ﹂
神田は彗量うなずいて︑包帯した頭に灰色の風打帽
をかぶった・そして子守女のつれていた宰盲︑きれ
たシャツの背に両手でおぶった︒文子は七つになってい

二

避難する群衆の大部分は︑せっかくもち出してきた家
財を︑とうに見すてた︒もう自分のからだひとつを助け
るだけが精いっぱいだったのだ︒その中で︑親方の蔚物
がかさばった荷車は︑いまだに職工たちの懸命な努力で
守られていた︒しかし今では︑それを押して行くのは職
上らではなく︑群衆のもみ合う圧力であった︒
﹁あん畜生︑まだ車をひっぼってやがる！﹂
﹁畢なんかじゃまっけだ︒すてちゃえ︑すてちゃえ﹂
﹁そんな革︑ぶっこねせっ﹂
殺気だった悪鬼が石つぶてのように四方から飛んでき
た︒とうとう職工の一人が雷った．
﹁親方︑車はもう動きませんぜ︒あきらめましょうL
﹁もうひとがんばりた︒あそこの橋を喋りや何とかな
るだろう﹂
親方は未練ぶかく言った︒しかしもはやだれも奉を引
こうとしなかった︒車はそのまま捨てられた︒親方はも
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はや何も言わなかった︒そしてこんどは︑文子を見隼フ
まいとして︑のべつ福田の方をふり返った︒
﹁吉︑文子は大丈夫か﹂
﹁大丈夫です﹂
﹁しっかり輯むぞ﹂
﹁大丈夫です﹂
その文子は︑命がけで︑福田の両肩にしがみついてい
た8そして泣きもせず︑叫びもしなかったが︑恐ろしさ
のあまり両足を変に両側へつっぼるので︑とても進みに
くかった︒﹁足を空ぼるんじゃないよ﹂と細めのうち
はそのたびに思いきり強く彼女の足をつね言やった︒

はいちいち口でしかっていたが・相変わらずなので︑彼
寸ると彼女ほ急いで足をひっこめ蚤lが二分後にはまた
ぐんと両足をつりはものであった︒
そのうち群衆はふいに勤かなくなった︒
﹁どうしたんだ管﹂
﹁早く歩け1こ
﹁何をぐずぐずしてやがんだ﹂
する阜前方から・絶望と恐怖にみちた苫葉が返って
きた︒

彼女のへこ帯をずたずたに裂いて︑それをつないで．彼
は

﹁橋が燃えてる！﹂
﹁もう行かれない！﹂
﹁だめだ︒どうしょう！﹂
まわり芸と子供たちの一時に泣き出す声が撃Jった︒
﹁構わん︑橋を渡れっ﹂
﹁まごまごしてると命が鰊いぞ﹂
﹁橋がだめなら︑Ⅲを疲れご
﹁そうだ︑川を憤れっ︒川を渡もんだつ・
東軍一刻もためらっていられなかった︒左側の霊
はもう忘に猛火につつまれている︒右側は小景川で︑
川から分かれた翻割にかかった行事の痛は︑いま盛んに

小名木川の石崖にそうて︑ころがるように晋始めた︒

がけ

燃え出したところだe対岸にはまだ火が移ってないが︑
そこへ行くには川をわたる外に道がない︒そこで群衆は︑

るものも少なくない・女たち︑子供たち堕泣きわめく

中途で足をふみはずして謝った流れの中へどぶんと落ち
ばかりで︑なかなか川へおりようとしない︒そのために
家族の男たちまでが虚の上でもじもじしている︒
福田は文子をおぶっているのですっかり当惑した︒し
かしとっさの思いつきでー文子をいったん下におろすと︑

難者の大群は対膵でひしめき合っている︒川の中は握る
も聖 おぼれるものでごった返し︑その上に大小の火の
粉がさんさんとふhソ注いで︑まるで地獄絵図のよう㍉福

．

田は親方の名を叫び立てながら︑血まなこで親方たちを

女を自分の背中へすばやくくくりつけた︒そしてうしろ

向きになゥて︑石づみの崖をそろそろ這っておりた︒よ

﹁仕様があるもんか︒逃げられるだけ逃げるまでさ﹂

﹁水ぜめ︑火ぜめじゃ助からない﹂

﹁地謡に﹁なみはつき物だからね﹂

﹁つなみがくるんじゃないか﹂とおぴえた芦が貰った︒

で届くようになった︒

を浸していたが︑．みるみる増水して人々の膝のあたりま

折から︑あげ湖のために︑どぶの水があふれて︑街路

逓断されてしまうかも知れなかったのだ︒

まごまごしていると︑延び足の早い猛火にいつ逃げ道を

しに︑彼はまた群衆の流れといっしょに運ばれていったも

捜しまわったが︑どうしても見つからなかった︒仕方な

どんだ濁った川水は思ったより深く︑岸べりで胸のあた
りまであった︒泳ごうとしても︑人間がこみ合っている
ので︑そんなすきまが細い︒足は川底の泥がずぶずぶも
ぐりこむので︑踏みしめるのが容易でなく︑いくどか倒
れそうになった︒彼のまわりでは︑多くの人たちがつぎ
つぎと倒れて︑水の中へ姿を消してゆく︒流れもいくぷ
んあるので了つゥかりすると足をさらわれ︑すぐおぼれ
そうになる︒しかし彼は必死で︑夢中で︑どうやら向こ
う岸草でたどりついた︒ところが︑こんどは石用をよじ
登る股になって︑背の重みと︑足場の殖さのために二一︑

府肌もがんばりの一心で︑文子を背に歩きつづけた︒

三度水の中へころげ落ちた︒それでも︑どうやら向こう
岸に遣い上がることができた︒あとで分かったところで

知れない︒

たのだ︒もしかすると︑うつらうつら眠っていたのかも

だまっていた︒恐ろしさのあまり︑泣くにも泣けなか⁚

文子は彼の両肩にしっかりつかまったまま︑じっと押し

は二﹂の里で避難者聖二︑四割はおぼれて死んだのだと
いう︒

助かった︒そう思って彼はほっとした︒大事な島打帽
もなくさなかったし︑文子も背中で生きていた︒そのか
わり︑親方と家族を見失ってしまった︒火に追われる避

2持

出た︒ここまで来ればもう大丈夫だ︑そう思って櫨は初

の九時頃︑ついに荒川放水路の高い︑ひろい土手の上に

果てしない行列にまこって東にむかって歩いていた︒晩

いつとなく日が苗れてきた︒櫨は唱変わらず避耀者の

てちょっと脱を動かしても︑きりきり痛んだ︒おまけに︑

かし両肩は石のように堅くこって︑鳥打帽をとろうとし

かに鳴いていた︒破はやりと息のできる思いだった︒し

夜気はひえびえして︑革の上には露が宿り︑虫がしず

はがれようとしなかった︒むりに引きはがすと︑捷頭部

帽子は包帯ににじんだ血でくっついてしまって︑容易に
の廟が新しくずきん︑ずきんしだした︒さらに︑川を渡

めて東京田方前をふり返ってみた．東京は一面燃えさか

と1わあっとわめくような無気味な物音が︑そこから重
る時に打ったのであろう︒腰骨がひどく痛かったゆそれ

る火の編であゥた︒そしてのべつ物の燥発するような音

重しく伝わってきた︒そして天を焦がすような赤い炎の

に激しい渇きと空腹−＼考えてみると︑途中で遠ばたの

川のにおいに敏をさそった．彼はふらふらと立ち上が

題 t つ h ツ

かわ

反映で︑まわりは夕方のように明るく︑人々の顔は血を
かり噛つたが︑一滴の水も歓んでいなかったのだ︒

畑から胡瓜と梨をもぎとつて︑文子と分け合って少しば

るのが見える︒火の粉はこのあたりまでさんさんと飛ん
った︒そして痛むからだを引きずり︑寝ころんだ人たち

な し

浴びたように赤かった︒長くつづく土手の上には︑避難

できたし︑時には新聞紙ぐらい甲大きさの炎の断片が幅
を痛みつけないように気をくぼnらっ︑土手の傾斜面を

かじ

者たちがあちこちにかたまって︑寝たり起きたりしてい

ひろい放水路の上を横ぎつて空高くひらひら飛んで行く
つたい︑茸の茂った水辺へおりて行った︒折から︑欠け
きらと揺れ動いた︒けたたましい鋭い声でmシキリが鳴

だした赤い月が空にのぼり︑頚の茂みの間で月光がきら

あし

のも見えた︒福田はこの土手で夜をあかすことにきめて︑

文子を背からおろした︒彼女はへたへたになって︑死ん

だように眠っていた︒放物とては何も癖かったので︑彼
いていた︒被は両手で水をすくって︑がつがつ歓んだ︒
それから文子のそばへもどり︑地上にからだを描たえる

はそこらから丈の高い雑草をむしってきて︑その上に短

いゆかた一枚しか着ていない子供をそっと桟にしてやっ
と︑そのまま死んだように眠ってしまったゥ

行列にまじり︑夕日を背にして︑土ぼこりのまい上がる

部落で1村民空Ⅲが退持たにテ・ントを張りて︑過難者

がって︑このみじめな行列の群れを押しっっんだ︒ある

た︒彼らの軍部から葉色い土ぽこりがもうもうと舞い上

残堀のきびしい闇ぎLは︑じりじりと彼らの背をやい

らなかったのだ︒

方の親類があるときかされていただけで︑名前も所も知

かせたが・じつは彼には何の自信もなく︑ただそこに親

葉まで行けば︑きっと父さん母さんにあわれると貰いき

たってきげんが惑く︑しきりに母親をよんで泣いた︒千

た︒

三

つぎの日の年後四時ごろ︑福田はきのうと同じように︑

千葉街道を東へむかってとことこ歩いていた︒群衆は明

震い文子を背にVくりつけ︑果てしなくつづく避難者の

らかに前田よりも大塁で︑血走った恨︑殺気だゥた顔つ

たちに玄米の握り飯を；ヰつ施与していた︒橋田もそ

で・装弾された抗生日おい︑将校は白刃字ふりかざして

立ててやってくるのに会ったc兵隊はいずれも完全武装

その時︑一輝の騎兵が早がけで︑もうもうと秒職を戯

んで︑何とはなしにそれを噛みながら歩きつづ打た︒

そして︑遺ばたの田んぼで︑みのりかけた稲甲穂を摘

そうもないのをみて︑純はあきらめてそこを遠ざかった︒

った・二︑三度やってみたが︑とう七い目的が越せられ

いるの雪 へタをすると・文子が押しっぷされそうに成

者の群れが餓鬼のように恐ろしい勢いでひしゥlき合って

の恩恵にあずかろうとしたが∵テン小のまわりには避難

き・命がけの身ぶり︑みんな燻熱地獄から命からがら逃
げ出してきた人たちばかりだった︒いずれも着のみ清の
ままで︑男にはサルマタひとつのもの︑女にはじゅばん
や腰
け巻
どだけのものが少なくなく︑顔や頑にひどく火傷を
に
しているも聖どこかにケガをしているのか︑破れて血
のまみれたシャツを着ているも聖さまざまだった︒そ
して四つ瓦の子供さえおとなといっしょに歩かせられて
いた︒稲田もよほど︑要子をおろして歩かせようと思っ
たが︑はきものが無かったし︑やっぱりかあいそうに思
えて︑重苦しいのをがまんして相変わらず負ぶいつづけ
た︒空腹のせいもあったlこ違いない︑きょうは文子はい
︻

封磨

いた︒まるで実戦に臨もうとする軍隊のように︑一人一

を起こそうとしている︒社会主義者も見つけしだい膚撤

このどさくさに紛れて︑朝鮮人といっしょになって暴動

l

人の顔はいかめしく緊張し︑汗はカーキー色の軍服をぐ

かり軌乱し︑逆上しきっている市民たちの耳に︑この流
言は轟姫のように注ぎこまれ︑彼らをいよいよ半狂乱に

するな︒破顔と猛火の中を命からがら逃げまどい︑すっ

した︒そして彼らは棍棒や刀はもちろん︑亭あたりしだ

っしょりぬらしていた︒あとで分かったとおり︑これが
動しっつあったのだ︒ 膵が去ると︑さらにまた一隊が

いの武器をとって︑もっぱら朝鮮人の狩りたてに熱中し

習志野騎兵適膵で︑戒厳令勤務のために東京にむけて出
つづいた︒嘩雑著の群れは︑彼らのためにあわでて道を
開きながら︑多ノ＼は親しい︑救われたような目つきで馬

はじめていた．

が空から一両にふりそそぐ火の粉のように︑人々の中へ

じっほこの時分︑印蹄人にかんするあの恐ろしい流言

﹁鮮人どもをみんなやっつけてくれー・﹂

こまれていっしょに走った︒背中の文子がおぴえきって︑

衆が︑わっと声を立てて駆け出した︒福田も周囲につり

それまで重い足を引きずゥて︑のろのろ歩いていた群

﹁兵膳が鮮人どもをやっつけるぞ﹂

﹁不遥鮮人をつかまえたんだ﹂

な︑興奮した叫びが伝わってきた︒

ちょうど江戸川の近くまで来た頃︑列の前方から異様

上苺兵隊たちを見上げた︒時々気ちがいじみた声で叫ぶ
もむがあった︒
﹁万歳！﹂

ふり注いで︑ものすごい勢いで燃えひろがりつつあった

﹁兵隊きん︑おれたちの仇を打ってくれ﹂

のだ 制鮮人がいたるところで放火している︒個人でか

にならなかった︒

急に激しく泣き出したので︑中途でとまろうとしたが︑
強力な流れに啓きこまれたようなもので︑もう彼の自由
やがて群衆は勤かなくなった︒彼らは道ばたの畑にむ
かってかたまって︑立っていた︒二︑三間離れて︑タも

って歩いているのもある︒消しでも︑滴しても東京の火
ぽLから殺してしまえ！ それから︑社会皇祖者どもが

ロひげのある赤ら顔の兵牌が恐ろしいけんまくでどな

くれてやっているのもあるが︑隊を組んで公然と火を放

かい日ざLをあびた教本の樫の木立があり︑間︑五匹の

ったと軍っと︑いきなり蛭の台尻をふりかぶった︒とた

の燃えひろがるのはそのためだ︒観鮮人を見たら︑片っ

軍馬がそれにつながれて︑静かに背等を食べていた︒上

んに文子が問屋を史っぼってわめき出した︒
福間ははっとした︒按はああててうしろへ向いて︑み

﹁兄ちゃん︑行こうよ︑行こうよ﹂

菅をぬいで︑カーキー色のシャツにな．った兵庫が四︑五

んな息をのんで声ひとつ立てないでいる人ごみの間を命

人︑いずれも殺気立ったすごい顔つきをして︑何物かを
にらんでいた︒その何物かが︑前に競重にも見物人の頭

﹁さあ︑早くT燕へ行こうぬ︒とうちゃん︑かあちゃ

がけでもがき分けて出た︒
ん︑きっと持ってらっしゃるよ︒文子はどうしたろうつ

が重なっているのでさっぱり見えなかった∵福田はだん
妙な光殻をちらっと見てとった︒六︑七人の人間が周の

て︑心配してらっしゃるよ︒早く会いたいね﹂

だん人ごみを押しぬけて︑人々の頭の間からどうやら奇
上にかたまって倒れているが︑みなうしろ手にくくられ
しすr

をもう少しで渡り終わろうとしたところで︑帯出はすれ

東京府と︑千盛県のさかいになる︑あ申長い江戸川摘

凹

たうえ︑さらに荒縄でじ軸ずつなぎにされている︒着物
はまちまちで︑色のさめた葉っぱ服のもの︑姉のシャツ
と半ズボンのもの︑よれよれのかすりの単衣をきたもの
なぞ︒しかもどの表類もずたずたに裂かれ︑犯と血にま
みれている︒まさしく鞘鮮人労曲者だった︒彼らはまだ
生きていて︑縛られたまま︑うち倒されたまま︑まっ腎
な商をして︑口々にうめいたり︑何事かを口走ったりし

れた︒

二十二︑三の若い男が︑何でも逃げ

違った︑二十輿 六の丈の高い若者にふいに声をかけら

粟野聖

ている︒

見ると︑中山だった︒葉っぱ服を着て︑もじゃもじゃ

﹁おや︑書生じゃねえか﹂

出そうとするように︑必痛でから．だを半環ばかりもたげ
﹁野郎︑じたばたするなっ﹂

た．

打6
別け

も朋草・＼班性的で︑だれにも好感をもたれた︒今も︑

とが・聖日射で．ム見忠ろしげに見える︒しかし︑いかに

に︑㌣せた右往おからあごにかけてひどい切開手術のあ

ほこりに生乱れている︒彼は色がくろく︑目が鋭い凰ノえ

の聖のLに圭︐l江上鳥打帽をかぶり︑顔もからだも汗と

二百人ばかりの労静粛が管上げ要求をひゥさげてストラ

だちが多かった︒そして同じ深川の小島ヰ舟イ製作所で

でなく︑よその金属工場や1 セルロイド工場なぞにも友

た︒中山は工場の仲間の間で例外なく好かれていただけ

分も大きくなりたらこんな風な男になりたいと思っ．てい

た︒しかし福田は人間的に中山に深い愛着を感じて︑自

応援にかけつけた︒ユトライヰは何とか勝ったものの

イキにはいると︑彼は自分の工場を休んで︑での指導と

彼は争議の途中で逮捕されて︑一年ばかり獄に放りこま

福間は被の沖で光埠くろい策顔を見ると︑まるで地獄で
﹁ああ︑中両さん︑思いがけないところで⁝⁝﹂

仏に会巧たよう生気がした︒
彼はかけよろ∴ノとしたが︑二︑三歩近づくのに︑凶︑
になっていると聞いていたが︑じ？さいには地下甲共産

れていた︒その後︑中山は働き口がなくて︑自由茹偽者
党の渡辺政之柵や川田親夫らといっしょに所産二∴岬に劫

五人の人間に荒くつき飛ばされねばならなかった︒被は

合組織をつくり︑労働退勤をひろげるために懸命で活動

中山のたくましい大きなお手を堅くにぎり︑その男らし
い︑あたたかい顔を見あげて︑思わずぼろぼろ寵をこぼ

働者は資本家の搾取から最後的に自分を解放できるか︑

にぽつぽつ労働遥動の話なぞしできかせ︑どうしたら労

って︑いろいろ器械の扱い方も念入りに数えたが︑同時

寮にたのんで心当たりを探してもらうつもりだと謡った︒
﹁そいつあ心細いね﹂と中山はちょっと考えてから︑

っているが︑確かなあてが無いので︑向こうの紋所か暫

かいつまんで話した．そしてこれから千喪へ行こうと想

の手すりに身を埼せて行った︒福田はき甲う以来の事を

二人は群衆の流れにさらわれないように︑おのずと桶

していたのだった︒

した︒しばらくは言葉も出なかった︒
中山はもと︑福間と同じ工場で働いていた旋盤工で︑

というような問題まで熱心に説明してきかせた︒もとよ

いわば彼の兄分であった︒彼は見習いの福田をかあいが

り年少の福田に は こ う い う 詣 は ま だ よ く の み こ め な か っ

﹁なあに︑子鹿㌫二人ぐらいどうかなるよ︒ようし︑

自転車製作所で二︑三日うちに二百人ばかり首を切ろう

けたーそこで福田は中山に従って︑さっき来た道をまた

中山はかまわずむずと抱きとって︑自分の背にくくりつ

文子は福間lの背を離れたがらないでぐずっていたが︑

た﹂

まちゃんはおれがおぶってやる︒さあ︑おれによこし

﹁じっほおれは船橋からやってきたんだが︑どうだ︑お
れといっしょに亀戸の川田のところへ行かないか﹂
﹁何で亀戸なんかへ行くの？﹂

としているんで︑どっちみちストになる︑ぜひ応援に来

て︑文子のきげんを取ったり︑きのう以来の見聞を何か

東京へ向かって一ひき返して行った︒彼は急に元気になっ

﹁うむ︑きのう北上が手細をくれてね︑何でもヒロセ

いっていうんだ︒それで︑きっそく出かけようと思って

あとから︑あとか転と際限もなく︑街道いっぱいに押し

と讃したりLながら歩いた︒しかし︑東京の方面から︑

いたらこの騒ぎさ︑どうも仲間のことが心配になるんで
﹁でも︑亀戸だって焼けてるんだろうよし

でなかった︒へたをすると︑囲︑五尺も後ろへ押しもど

流されてくる避難者の群れにさからって進むのは︑袈易

やって来たんだ﹂
﹁ところがね︑かれもさっきから︑東京から逃げてく

ぼられ︑じゆずつなぎにされたまま︑踏み荒された畑の

朝鮮人労働者たちむ血lまみれの死体が︑やほ日ソ両手をし

した場所であった︒兵膵の姿はもはや見えず︑対された

て︑畑の方をながめて・いた︒それはさっき福田が逃げ咄

されることさえあった︒群衆の一部が道ばた虻かたまっ

る人たちに何ペんか聞いてみたんだが︑あの辺は焼け班l
つてると言うことだ︒干垂へ行ったってそんなにたより
ないのなら︑おれといっしょにひっ返した方がいいぜ︒
東京にいりヤまた何とかなるからlL

上に縦横に梯た由っていた．避難者の部れの夢ノ＼は醇を

﹁さあ﹂福田はこの際中山と離れたくもなかつたが︑
命からがらぬけ 出 し て き た 地 奴 の よ う な 東 京 へ ま た 戻 る

るものもあった︒

そむけてとおったが︑中にはそれを見て憎さけにののし

のも気が進まなかった︒
﹁それに︑おれ一人ならいいが︑親方の子をあずかっ
てるしね⁝⁝﹂
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中山はここへ来るまでに︑朝鮮人の革女が道ばたで殺
されているのを見たと話した︒
﹁ほんとかね1朝鮮人が放火して歩いているなんて﹂
と福刑かそつと聞いてみた︒
﹁君はどう革っ官﹂と中山が問い返した︒
﹁おれは︑まさかと思うんだけど⁝こ
﹁ふむ︑結構だも君はまだ正気を襲っていないよ︒あ
んな琉昔を本気でうけとるなんて︑みんな正気を失って
るんだけそれにしても・どこのどいつなんだ︑こんな流
で＝をとはすやつは？﹂
耳ナは小曲の背由士でのべつ泣き立てた︒腹がヘゥて
った・二人ながら余が無かったので︑農家へよって何ひ

どうにもなられかったのだ︒巾山も食べ物の用意がなか
とつ苧う事もできなかった︒その時︑東学申角帽をかぶ
った学生が︑ふっと彼らのそばで宜もどまったと思うと︑
ポケットから小さい紙包みを肥り出し︑それをひろげて
文子の鼻粒へさし出した︒白い角砂糖が五つ六つあらた︒
﹁さあ︑おあがんなさい﹂と学生は微笑さえ浮かべて
やさしく富つた︒
﹁どうもすみません︒さあ文ちゃん︑手を出してちょ

やいけないな︒これでも北海道はワッカナイの生まれな
んですが血もでも・ああ言われたからにゃ︑ぼくも君た
ちの前でこの砂糖を試食してみせる義務があるというも
んだ﹂
そして学生はいきなりぱくりと大口をあけて︑胸砂糖
を一つ1日分の田中中へぽんと放りこんだ︒そしてさも
うまそうにカリカリとかみ砕いて飲み下してみせてから︑
−まちがいたく︑櫨もけっこう腹をへらしていたのだ︑
−砂糖の紙づっみを文子の手に押しっけるようにして
渡しながら居った︒
﹁ばくちはやっとの思いで東京から逃げ出してきたの
に1君たちはどうしてまた璽京の方へもどるのかな7︒

五

学生はたちまち人ごみの中に隠れ去った︒

おだいじに﹂

小

蝿の八時ごろ・彼らはようやく亀戸までたどりついた︒
この辺は労執着と朝鮮人の多い貧民街だが︑さいわい焼

ウl

うだいしなさい﹂福田票萎びで学生に碧さげたい却爛
そ即時また1じゆばんの上に赤ん坊をおぶった三七ぐ
らいの乱磐のおかみさんが︑通りすがりにこの様子をち
らと目にとめると︑つかつかと梅田のそばへ寄ってきた︒
彼女は目のつり上がった︑青ざめた商をつき出し︑いき

﹁どうして？﹂と師田はびっくりして︑かみさんと学

なり福田にこうきいた︒
﹁ち吉と二﹂の学生は鮮人じゃないんですか﹂

生の顔を見くらべながら潤い返したも
﹁そんなら︑そんな菓子もらうの︑よしなさい︒朝鮮
人が1牛乳や菓子に轟を入れて︑みんなに配って歩いて
るって富うからね﹂
骨董いすてて︑かみさんは避難者の群れの中にさっ
﹁ふうん﹂と中山ほいまいましそうに言った8

と姿を消してしまった︒

あのかみさん︑この角砂糖を目の前でみす

﹁何だって通りすがりによけい皇己いがかりなつけや
がるんだ！
みすよその子供にくねれるのが︑よっぽどくやしかった
んだな﹂
﹁ぼくも・糾鮮人に見えるとすると︑馬をつけなくも

け讐ていた二蝦に臼−の多い湿地帯で︑狭い街路の両
脚には︑甘苦の浮いた腐ったどぶ水があふれてむかつく
ようなにおいをさせており︑あちこちの空地にはよどん
だ水たまりがあって︑苛がびっしり茂っている︒雨が断
ると︑あたり聖繭に水びたしになるので︑ここいらは
俗にアヒル長屋とよばれていたくらいだった︒がたがた
の古びた小さいあばら屋ばかりだが︑地演でこねされた
あとはほとんど見られなかった︒しかし憎い空地にこは︑
運び出された遁典碑がいっぱいに税んであった︒そして
地鰯のゆり返しを恐れて︑野指している人たちの姿が累
つぼく見えるもやみの中に銃剣を立てて見張り軍兵士が
いかめしく突っ立っている︒在郷軍人が弓張り提灯をも
ってどなり歩き︑職人や小個どもが梶樺や︑柚切れや︑
抜き身の刀をもって蹄次から路次をかけ歩いている︒必

山力

死で親鮮人を狩り立てているのだ︒
中山と福田は︑いたるところで︑十字路や町かどで自

費閲の絹にひっかかった︒ます朝鮮人であるかないかを
へ何の用で行くかを詰問された＝度は怪しいものに凰

調べられたひそうでないことが分かると︑ILんどはどこ
られ・成語をもって穀気立った運中に取り巻かれた︒形

221

月
九
紀
血

勢は危うかった・さいわい福田の背中で文子が泣きわめ
いたので︑どうやら助か・・た︒それでも二二二人の若者
が・何やら重等わめきながら︑棍棒をふつてあとなつ
けてきたeまるで血に飢えた送り狼そっくりであった︒
中山が三円ばかりの狭い嶋い路次をほいりて行くと︑ち
ょっとした空地があって︑そこに古びた小さい二僻建て
の家がぽつんと立っていた︒入り口に﹁葛飾労働協会事
務所﹂という看板が出ていたが︑今は暗いのでよく見え
なかったe中山はいきなり格子戸をあけて声をかけた︒
﹁川田︑いるかい﹂
家の中に苧呈くがほそぼそと燃えているのが見えた︒
それまで玄関で横になって眠っていたらしい︑白や半シ
ャツに黒いズボンをはいた若い男が︑むっくりと身を起
こしながら二戸口の方をふり返って︑
﹁寧っ︑中山さんじゃないか﹂とl種のなつかしさと
串どろき警Jめて問い返した︒彼は甫木とい皇一十三に
な畢労働者だが︑目下失業して川田の家に寄食しながら︑
組合の活動を手つだっていたのだ︒
﹁あら︑中山さんだわ︑あんたも無串だったの︒よか
ったわね﹂

びて︑くすんでいて︑黄色い土壁が大きくはげ落ち︑紹
横にひび割れているのが目立った︒五十あまりの︑半白
か

の髪をした川田の母親由たつがうちわを使ってしきりに
蚊を追っていたが︑中山を親しい笑顔でむかえて愛想よ
く話しかけた︒巾山は福田と文子を彼女にひき合わせて
言った︒
﹁母ちゃん︑この二人臨地け出されて︑行き堀がない
んです︒土間でもどこでも艮いから二一二二日おいてや
ってくれませんか﹂
立ちゃん官

号っ︑こっちへい

﹁はあ︑いいですとも︒こんな時はお互いですからね︒
娘さんほ何ていうの官

らっしゃい︒親御さんにはぐれなすつて︑かわいそうに︒
親御さんもさぞ捜していられるでしょうねえ︒ところで
残っていたろう？﹂

取り出した︒そしてコップにミルクをついで︑港でうす

けたコンデンスミルクのかんとパン申破片を少しばかり

て・ねずみ入らずの戸を忙しくがたがたやって︑Hをあ

茶の間のろうそくのかげに︑半白の老女とむかい合っ
てすあっていたゆかた姿の︑色甲田い二百歳的後の娘
が玄関へ立ってきながら︑明るい声で書ばし号コに富ウ
た︒川田の妹の背はだった︒
あん
﹁どうやらみんな細事らしいな﹂ 中山はいかにも安
﹁兄はいま・少し気分が惑いって二階でねているの︒

′−

増した顔つきで︑﹁川田君は出かけてるの曾﹂
ひるま自管用とケンカして︑亀戸薯に検索されて︑夕方
やっと釈放されてきたところなのよし
﹁へえ︑そりゃまた何としたことだ？﹂
﹁まァ・そんなとこに宜やてたいで早く上がんなきい
よ︒おや︑お連れがあるの曾﹂
﹁うん1ここへ来る途中でね︑焼け出・されて行き場の
ないやつ聖京拾ってきたんだよ二日公︑ここはおれの

福田はまず文子を背からおろした︒そして中山につづ

身内も同様なんだ︒上がんな﹂
いて子供の手をひいて家へ上がった︒まるで親類へでも
来たような中山のうちとけた︑気のおけない様子を見て︑
ろうそくのほの暗い明かりで照らされた茶の間も︑古

福田もほっとした気持ちになっていた︒

文子は福田の膳に半ば寄りそうようにして︑与えられ
たバンと牛乳をむさぼるようにロへ聖しんでいた︒赤い
一極の安心聖郡しながら︑なお物珍しそうに見なれぬ人

丸いほおに涙のあとは残っていたが︑彼女のl大きな目は
たちをきょときょと見ていた︒おたつは彼女のために絶
ように見て︑しみじみと貰った︒

えずうちわで蚊を追うてやりながら︑子供の顔をのぞく
﹁こんな風に︑親にはぐれたり︑死なれたりした子供
が︑いま東京中に何万人うろうろしてることだろうぬシ
そういえば︑中山さん︑義夫︹川巴もきのう子供を三
人助け出したんだりてよ﹂
おたつの語るところでは︑川田はl日の朝︑山出と二
人で麻布の労働通侶社へ出かけて行った︒労働通信の今
月号を大急ぎで櫻了にしなければならなかったし︑印刷
費の未支払い分の半分も支払わねばならなかったのだ．
≡軒半つぶれになっていたし︑相当被密があったらしい

ところが︑正年近くにぐらぐらと来た︒まわりで二㌢

った︒そのうちあちこちで火の手が上がるのが見えたの

とは思ったが︑まさかこれほどになるとは彼も思わなか
で︑被はそのまま仕事を打ちきり︑山田といっしょに適

2ガ

ずいぶんおなかがすいてるでしょう︒芳江や︑ミルクが

月

﹁パ二ノも少し残ってるわ﹂ 娘の芳江は気がるに言っ
九

めて︑パンといっしょに文子にすすめたの
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信社を出て1憩いで帰りかけたdむろん歩くより仕方が
なかった︒日比谷までくると・瞥祝庁︑帝劇と︑あの辺
一帯がさかんに燃えていた︒そこで遠まわりして︑銀座
まで出たが︑その間に︑人ごみの中で山田を見失ってし
まつた・日田は相でも上野へ出るつもりで︑半ば走るよ
で︑しまいには火に追われて︑あっちへ逃げ︑こっちへ

うにして急いだが︑行くさきぎき火が先向りしているの
逃げしながら1それでも︑五時頓には︑どうやら・壷の
広小路近′︑までやって来た︒ところが・つい近くで︑︹助
けて1助けてくれっ︺というしぼるような︑苦しい女の
悲鳴が聞こえる︒見ると︑苦に小さい家だが∴軒ぺ
しゃんこにつぶれている・悲鳴はまちがいなくそこから
く色気がつくと1火はもう五二ハ問先まで迫っている︒
経はそのまま過りすぎるに忍びなかった︒そこで彼はつ
ぶれた家の屋根瓦を片っぽLからめくっては投げ︑めく
っては担げして︑ようやく庭眼に未きな穴をあけた︒さ
いわい二︑三人が亭伝⁝くれた︒まず四つぐらいな女
の子を掘り出した︒つづいて五つぐらいの男の子︑撮桂
に︹文子を指して︺それくらいの女の子と︑つどう三人
を助け出した！違い整ロに三人ともたんすの陰にかた

まっていたのであった︒ところが︑悲鳴はまだきれざれ
に畢﹂え石が︑曙親がどうしても見つからない︒しかも
火は刻々に迫って︑黒い熱い煙が火の粉といりL上にも
た︒仕方がないので・彼は子供たちをひきつれて︑とに

うもうとうず巻いてやってくる︒纏も窒息しそうになっ
かく上野の覇の中へ逃げこんだ︒そこで彼はゆうぺ子眺
たちといっし是確をあかしたが︑解けまた塾戸の研守
心配でろくろく堪られなかった・朝になってから︑見る

宅がどうなったか︑母と妹がどうしているかと思って︑

甲人たちに訳嘉して＝二人の子供たちの世話をたのん

とそばに親切そうな年寄り夫婦が避難していたので︑そ

うけてくれたDそこで徹はようやく︑この日の昼ごろ

だg年寄りたちは子供たちをあわれがゥて︑心よ′︑誓

﹁敦夫がね﹂おたつは細い目をばしばしやって語りつ

やっと家にもどりついたのであった︒

と1ピ文ケットをたくさん買って1子供たちに食べさせ

づけた・﹁上野甲まわりの店屋で1ミルクのかん聖一つ

ットに持っていたからよかゥたんですよりでもね︑わた

たんですって︑ちょうど印刷代をまだ払わないで︑ポケ
しこれをきいて1義美のやさしいこころ並がうれしくて

て︑この弟分を敬愛して︑本当に兄弟らしい親交をむす

習の深さでは・中山はとうてい川田に及ばないのを知っ

うれしくて⁝⁝﹂
そして母線はたらたらと涙を流しながら︑なお語りつ

しては小学校だけしか出ていなかった︒鶴は父とともに

川田は中山より五つ年下の二十二歳だったし︑中山を且

れた密があったようだったが⁝⁝﹂
号室って中山がいぷかしげに家の中をぐるぐる見ま

ていることを︑中山も小耳にはさんでいた︒
﹁それにしても︑よくこのがたがたの古家が誓ふれな
かったものだね・この近くにだって︑ちょいちょいつぶ

裏にモスクワへ締過されるらしい︑といううわさが流れ

部の仲間の問では1近く川田は学習のために党から秘密

ひそかに地下の革命組織にもふかくつながっていて二

小企業の工場の多い鶉飾方面を地躯にして活動していた︒

らはもっぱら労働運動に身痘投じた︒そしてとりわけ中

大学の夜間部にも通ったりしていたが︑渡政と知ってか

して1事務員になったり︑工場で働いたり︑一時は私立

が死んだ︒彼は母と妹芳江を伴って翠京に出てきた︒そ

首切り反対の争議に参加して山を追われた了Lの間に父

歩き︑旋盤工となって働いていたが︑十九︺l埠に日立で

秋田県の椿鉱山から︑さらに茨城県の日立鮎山へと渡り

んでいた︒川田はもとは新潟県の黄贋の息子で︑教育と

づけた︒
﹁けさ上野の顧をでる時も二二人の子供たちが義美と
離れたがらないで︑泣いて泣いて大きねぎなので︑困っ
ちゃったと言ってましたよ︒それでもね︑やっぱり留守
を心配して︑ミルクかんを一つだけ持ってきてくれまし

かち

た︒−ほら・いまこの圃さんの飲んでいるミルクがそ
れなんですよし

そう言って︑老女はおおかた空になったミルクかんを
差して︑ほほえんでみせた︒
﹁いかにも川田君らしいなあ﹂中山は彼女の譜なきい
せいかん

て︑見かけはからだも労働者らしくがんじょうで︑色が
た川田の中にかくされている特別なやさしさをあらため

画く︑近視で性あったが︑晴辞の気のみちた顔つきをし

貴分として心から宿愛したが︑醇脳の明敏さと理論的曽

ウづ古

て見なおした気がして︑急に片ひざをゆすぶって愉快を

の

うに笑いだした︒
中山は渡辺政之輔をとおして川田歳末と知り合った︒
血
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あした︒
﹁わたしのゴム工場もつぶれたのよ︒死んだもの六人︑
ケガ人が何十人かでたわ︒わたしは運よくぷじだったけ
この時カタカタ︑カタカタとあたりの物が音をたでだ

ど⁝⁝﹂と芳江がこたえた︒
した︒そして光のないハダカ電球が宙でぶらん︑ぶらん
と大きくゆれ︑喋土がパラパラヮと音をたてて落ちてき
た︒
﹁あら︑また地粟よ．ちょっと大きいわ﹂と芳江が中
腰になって不安そうにあたりを見回した︒
文事がぬっと泣き声をたてて飛び上がった︒福田があ
あてて彼女を抱きとめた︒地震はまもなくしずまった︒
急に前の路次が随がしくなった︒バタパタと駆けてゆ
く数人の足音︑殺気だった呼び声と叫び⁝⁝
﹁たしかにこの路次へ逃げこんだんだ﹂
﹁畜生︑逃がすもんか﹂
﹁そこいらに隠れているかも知れないぞ︒l軒一軒の
ぞいて見ろ﹂
﹁陰まうやつはいっしょにやってしまえ﹂
﹁あそこに変改ものが見えるぞ﹂

Tん彙ウ

ぴいて行かれた顛末を︑話してきかせた︒その時どいつ
かに野球のパットで胸をガンと中られて︑そのあとが痛
むといって︑眉をひそめてみせた︒
﹁何ならちょっと医者に見てもらったらどうかね？
わるくすると・肋骨にひびが入ってるかも知れんぜ﹂
山中が心配そうにそうロをはさんだ︒
﹁な丁に︑たいしたことはたいさ︒それよりも︑相変
わらず︑のべつ幕なしに地震で家がゆれているが了やん
な前の草っ原で寝てた方がいいんじゃないかな？﹂
﹁さ1ね︑おら7もう大丈夫だろうと思うけど︑何な
ら大事をとって︑年寄りと女たちは外で寝かす方がいい
そこへ北上が薗木といっしょに二階へ上が？できた︒

かも知れない﹂
北上も二十二の若者のくせにまるまるとふとった︑血色
のよい1明るい感じで︑今も中山を見ると︑さもうれし
そうに親しみのこもった声でよぴかけた︒
﹁中7︑中山君︑この曜ぎの中をよく出てこられたね︒
おれの事抵みてくれたかい﹂
﹁ああ・それをみて︑すぐかけつけてきたヱ﹂訳だが︑
こうなるともうストライキどころじゃないね﹂

﹁そらっ﹂
またあわただしい乱れた足音．

六

飯をよばれたあとで 中山はひとりで二個へ上がって
行った二面の六畳は葛飾労働協会の事務所になってい
て︑いつも堅一つの粗末なテーブルが向かい合いにおか
れ二こつ四つの牒かけがおかれていたが︑今はみんな片
すみにつみあげられており︑うすい赦ぶとんの上に苗毛
の悔いあかりがぼやぼやとゆれ動いていた︒

布をかけて川田が横になっていた︒ここでローソクの臆
川田は中山の顔を見ると︑よろこぼしそうに起き上が
った．濃い遠い愛が前額にばさばさと乱れかかっている
のはいつもの通りだが︑ひるま自警既貞とケン如しでこ
ねされてしまったと言って︑メガネをかけていたかった︒
そのために濃い眉毛の下の黒い澄んだ目が妙に寂しく見
えた︒しかしとても元気で︑朝鮮人の老婆に乱暴をしよ
うとした自督励と大げんかして亀戸署へみんなにしょゥ

﹁どうしてさ了﹂北上はちょっとけげんな疎をして中
山をふり遮ってみたが すぐひどく興奮した田渕でこう
しゃべり出した︒
﹁手紙にも書．いといたと思うが︑自転車製作所じゃと
うとうやりやがったんだ︒ちょうど地脛の前の田に百八
十八人の首切りを発表したんだよ︒百八十八人と音や︑
製作所全部の坤分だぜ︒ひでえ串をしやがるじゃないか︒
みんなの希望はだね︑たとえ貯金はへらされてもいいか

首にされた適中は︑さりそく柴まって相談した．んだが︑
ら︑この際首切りだけは取り消してもらいたいというん
だよロ何しろ︑みんなあすから食えない連中ばかりだか
らね︒そこで︑組合からおれと︑職立代垂二人と︑つま
り四人で芭きのうの朝麹町の本社へおしかけて行って
重捜監宗︑首切りをとり消せっていうのできびしい交
渉を始めた訳なんだ︒ところへ︑客間じゅうがぐらぐら
つと乗やがった︒もう会餞どころじゃない︒あわてて亀
戸まで引返してみると︑工場は半くずれ︑倉庫怯まるつ
ぶれで︑近所の長盛までへし漉している址末さ︒もう現
業者も失策者もあったもんじゃない︒家をやられた連中
は︑由比がさしずして︑みんな赤門寺へ避難させたんだ︒
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それから型作前の所長に掛け合って︑工場関係の避難者
一同にいっせい炊出しをさせるようにしたよ︒なあ川田︑
こんな時になるとー瞥察なんてまったくだらしのねえも
んだな︒特高主任の陰山の野郎がよう︑ふだんあんなに
いはってやがる癖に・避難者といっしょになって︑寺の
縁側にぽかんとすわっ芸がるんじゃねえか︒おら︑む
かつとしたんで︑おい蜂山・お前そんなにひまだったら︑

﹁北上君︑湖畔人は本当に放火したり︑爆弾を投げた
りしているんじゃないだきつか﹂
﹁えっ1君は何だってそんなこと皇写んだ甲・そん
す亡鼻

な現場を見たとでもいうのか﹂
北上はちょっと凄味のある︑恐ろしい顔つきを直木の

﹁いや︑むろんぼくはそんなとこ見ないさ︒だけど．

方へふりむけて︑詰問するような激しい語調できき返し
．
に
︒
朝鮮人の立場になってみりや1国撃つぱわれで︑かねて

そこらの寮たちといっしょに炊出しでも草伝ったらどう・
だい・皇笠てやったさ8やつ・むっとして︑おれをね
田本には深い恨みをいだいてるんだから︑それくらいの

衆を相手にして︑この際社会主義者はどんな風に行動し

言に迷わされ1恐怖と憎盤に正気を失っているような群

ようとしたが︑いきなりそばから北上に吉葉を椀どりさ

発をあげられると早万が︑諸君︑どうだろうか﹂
みんな賛成だったけ中山も大いに賛成して散見を聖へ

守ってやるためだ︒やり方さえうまければ︑ああ軸肛勃

ろいろなやり方で阻止して︑朝鮮の人たちを精いっぱい

撃に参加するのは・いねは彼ら呼気逓いじみた遮行醸い

をかすことはできないdそうじゃなくて．われわれが疲

いるようだ︒むろんわれわれはそんなけがれた仕歩に手

の鮮人狩りは︑在郷軍人会と目撃団が主になってやって

しょに夜昔に参加しようじゃないか︒みたところ︑いま

﹁ようし・この際われわれはこぞって︑自警団といっ

言い出した︒

を見ま中壱いたが1やがて一塩決然とした調子でこう

そ里因が遠ざかる町を持つようにしばらく仲間たちの顔

この町の呼びかけにじっと耳を傾むけていた川田は︑

ょう︒夜管は三時間交替でやりましょう﹂

はいりこまぬように︑みんな協力して改野をつづけまし

に参加してくださいせわれわれの町へ鮮人や憩い奴長の

﹁男たちはみな︑手当たりしだいの武器をもって夜皆

風にどなって歩くのがたかだかと静いてきた︒

て朝鮮人を守ってやらなくちゃならない︒日本の労働者

て・殺そうとしてるんだ︒だから︑おれたちは何とかし

そういう彼らを︑日本の軍隊と成美は片っぽLから捕え

かれ︑猛火虹追われて︑命からがら逃げ回っているんだ．

どい目隻雲てるんだ︒彼らもわれわれと同様に家を焼

在日朝鮮人の諸君も︑日本人と同様ニしんどの天災でひ

た・﹁おい︑直本君よ︑君まで血迷っもやいけないよ︒

北上は傲しい勢いでどならんばかりのけんまくで言っ

﹁とんでもない！﹂

串してもふしぎじゃないと思えもんでね⁝⁝﹂

めつけて︑向こうへ行っちゃったよ︑ほっほっ﹂
﹁そいつあよかった﹂主昌って︑中山も愉快そうに笑
った︒
﹁もりとも︑響察なんて当てにならんから︑政府も戒
厳令をしいて軍隊を出動させたんだろうさ︒でも︑何が
カイゲンレイさ︑その軍隊が先に立って︑罪もない朝鮮
人を・年寄りや女まで虐癒してるんじゃねえか︒ふん︑
北上埠憤慨のあまり︑つばをとげしてしゃべり立てた︒

これが秩序の維持だってよう﹂
そのとき山中の陰の方から︑いつも矯口の直木がふいに
低い声でこう言いだした︒

まlがh

の判盛を守るばかりが労働運動者の能じゃないんだ﹂

﹁そのとおりだ﹂中山は急に邁顔になり︑ほとんど厳
然として言った・﹁とくに朝鮮人労働者はもっともわれ
われに近い兄弟だ︒兄弟がわれわれのまおりでむざむざ
殺されていくのを︑黙視するわけ−こはいかないぞやそん
な事をしたち︑日本の労働者の永久の恥だ︒今後︑世界
の労働者に顔を合わせられたいことになるじゃたいか﹂
川臣はさつきから両腕をくんで︑ローソクの臆の明か
りの中で熱心に考えていた︒いま彼の動をいっぱいに占
めていた関白は︑昨日いらい家を失い︑職を失った人び
とをいかに救援するかであったが︑今やさし当たって︑
いきなり法律の棍譲の外に放り出された気の苺な朝鮮人
たちを︑少しでも︑どうして守ってやれるか︑にかかっ
ていた︒彼はきっ吾もその間越で︑近所リl目撃団と正面

たらいいか7

22g

から衝突して︑さんざん打たれ︑けちれたうえで甘寮へ
月

つき出されたは末だった︒みんながすっかり専甲ある流
九

叫から町へ︑メガフォンをもりて︑日管団員がこんな

の
血
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分がずっと年上だのに︑しかもいっしょに労働運動をや
っている粗しい間柄だのに︑自分だけがその秘密組織か

凡てしまった︒北上はこう主脹した︒われわれの労働協
ら除外されているのが︑ちょっと寵しい坑がしたのだっ

かいbい

会には少なくも五百人の童顔がある︒こんどの震災で大
た︒いずれは現在租中にいる渡政ふたりから自分も入党

分ちりぢりになったろうが︑この界隈だけでもまだ百人
を求められるだろうし︑その時は彼自身も勇躍して地F

ぐらいは班つているだろう︒この際︑集会を開くわけに
はいかないから︑われわれはそれぞれ手分けして︑何と
の組織に参加する決意は胸の底に秘めてはいた軒！＝
そこへまた山田がやってきた︒山田接地窓の始まった

かして労働者の会員諸君とできるだけひろく避路をとる
ことにしょう︒そしてみんな町々の自簡閲に加わり︑硬
し︑家にもどる途中ではなればなれになってしまい︑今

とき川田といっしょに印刷所にいて︑いっしょにとび出
やりとここで顔を合わせたのであった︒彼はもとは旋盤

骨に参加するよう︑そしてあらゆる方法で朝鮮人にたい
かけようじ中ないか︒

する退寮をやめさせるために必死で活動しよう︑と呼び
工で︑まだ二十一歳︑一間田粒画肯て青年労働者の間で活
動する町を任務としていた︒この頃では︑晩になると︑

中山はこの主張にもむろん大賛成だった︒ただ彼が今
さらのように多少妙に感じたのは︑いつも川田が考えぷ
かに赤いパンフ．／γトや︑革命的な文画を売りひうめて
いた︒ユーモアに富んだ彼は︑この夜店を半ば冗識らし

柳島の市電の終占首こかで古本の夜盾をひらいて︑ひそ

く1 ﹁ああ︑今晩もブックデーをや畠か﹂という凪に言

二﹂北上が川出甲主張につよく共鳴し︑その精力的な声
をはってただちに支持と協力を声明す菌その膳度であゥ

かい顔つきで何か一つの提案をももだすと︑いつもきま

た︒どちらにしても彼らは兄弟同士のような親密な間柄
っていた︒

念入りに見ているんだね︒それがすごく熱心な軌なので︑

らい望﹂老人が前に立って︑古本をl用一肺手にとって

﹁ブックデーもなかなか面白いぜ︒ある晩さ︑六十ぐ

なので︑それも当然なことではあったが︑中山にはふっ
ない︑という疑いがわいた︒むろん中山は︑それをけし

と︑北上も川田といっしょに共産党の一味なのかも知れ
からぬことだなぞとは思わなかった︒むしろ反対に︑自

ず出かけて行った︒そして川里両木︑中山の三人が︑
とりあえず交替でこの町の韻啓に参加することになった︒

燭台を手にした母親が︑上がり由に立って︑しわ深い

山も裸につづいた︒

は富二し︑一歩外へふみ出した︒
﹁まったくだ︒おれも何も描たない﹂と青いながら中

革命じゃあるまいし︑ぼくは素手でたくさんだ﹂と川用

﹁ふん1武器なぞもも出して何なしょうというのさ︒

ステッキでも持つかし

﹁さっき・何でも武器むもヱし出ろって呼んでたね︒

が育った︒

暗い狭い入り口の土間で︑自分の靴を抱しながら中山

由にして福田を思いとまらせたけ

子が目をさまして︑ぐずり出したので︑中山はそれた理

もいっしょに行きたいと貰いだした︒ちょうどその時女

中山と川闇が夜顎のた料に出かけようとすると︑福由

七

旦那︑赤い本はほしくありませんか︑つてきいてみたん
だ︒するとご老人︑じつはその赤い本を捜してるんだ︑
あったら売ってくれないかゥてわけさもそれでおら︑き
っそく赤い本を一冊出してやつたら二﹂老人それをぺら
ぺらとめくってみて︑いかにもがっかりした様子で︑い
わくさ︑これにゃ一枚も絵がはいってないじゃないか︑
長ったらしい文章なんかどうでもいいから彩色入りの絵
のはいつた枕草緋を見せろ︑つてわけさ了しいつにはお
れもまいっちゃりて顛⁝：﹂
よくこんな語をして彼は仲間を笑わせていた︒
北上はきっさく︑山田にむかつて︑たった今ここで決
して踵轡に参加し︑露光被害者を救助するとともに︑罪

定したこと︑つまり︑今夜から仲間まそれぞれ芋わけを
もない朝鮮人民への迫害に反対する活動を始めることに
なったの聖口早に報告した︒むろん山田はそれに襲成
して働いていたこと︑今晩もここへくるまで複鞍にでて

したばかりでなく︑すでに彼はひるまから白哲郎に参加
いたのだと話した︒そしてこれからもみんなで町へ出か
けようと青いだした︒こうして︑北上と山田聖京が︑
組合員仲間に一人でも多く大急ぎで連絡するために︑ま

月
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あんまり気がやさしすぎる︒小さい時からそうだった︒

﹁どうも義夫のことが心配になってならん︒あの子は

がら︑息子によぴかけた︒﹁義夫や︑みんながひどく気
相島太郎じゃないけれど︑子供たちがカメをいじめてい

やつれた顔をローソクの光の中に影ふかく浮き出させな
が立ってるんだから︑けんかなぞしないように気をつけ
これもローソクの明かりで台所でがちゃがちゃ食籍を
性︑それだけ余計に苦労もするし︑別のあわぬ辛い思い

いとりで︑逃がしたもんだ︒どうしても情のふかい人間

るのを見ると︑わしにぜ二をねだゥて︑それでカメを買

洗っていた芳江もかん高い声で言った︒﹁兄さん︑朝鮮

ておくれ﹂

人を助けようとして半殺しにされたひともあるってから︑
このとき路次内がまたもや急にそうぞうしくなった︒

もするにきまっているからね⁝⁝﹂

﹁ぼく子供じゃないから︑みんなよけいな心配しなく

ようく気をつけてぬ﹂

の前までくるとぴたりと止まった︒そして入り日の格子

大勢のあわただしい乱れた足音がして︑それが川田の家

﹁ついさっきまで七︑八人もいて︑さかんに議論して

﹁やつら︑いねえじゃないか﹂

戸のすき間からこそこそ巾をのぞいている様子だった︒

っていいよ︒それよりかあちゃんは︑みんなといっしょ
に今夜も繭の空地で寝た方がいいんじゃないかな﹂
﹁間刀君にはおれがついているからし 中山はそう官
って︑母親と妹に外からたのもしげに集ってみせた︒そ
して二人はやみの中へ出て行った︒
．へた白と平泊った︒背・をまげて︑半白嬰頭を垂れた姿は︑
﹁あの若い女は何だい︒ぺっぴんじゃねえか﹂

﹁早く啓寮へ知らせた方がいいぜ﹂

﹁堪動の密議をやってたんだな︑きっと﹂

たんだ︒おら確かにこの日で見たんだ﹂

急にひどく老けて︑しょんぼりしたものに見えた︒膝の

おたつは小さい棚の上に燭台をおいて︑破れ畳の上に

わき虹古びたうち中を癖っていたが︑もはや蚊を追おう

川田も中山も前夜出かけたままもどってこたかりた︒

ていた︒

れて︑そのたびにとび上がゥたり泣いたりはしなくなっ

芳江はこれをみんな耳にした︒彼女は暗がりの玄関ま

﹁川相の妹よ︒ゴム会社の女工さ﹂
﹁悪ノヽねえなr﹂

ともしなかった︒柑女はだれにともなく︑半ばひとり富
のように低い声でつぶやいた︒

で出てきて︑外にむかつてかん高い声でどなりつけた︒
﹁あんたたち︑用があるんなら︑堂々とうちへはいっ
たらどうだい︑こそ泥みたいに︑こそこそ外からのぞい

いた︑職人の風体をした三十六︑七の男がにゅっと顔を

こかへ行ってしまった︒そこへ︑紺の腹がけに股引をは

直木︑北上はけさ早ノ＼ここへ顔を見せたが︑すぐまたど

・表のひそひ号声がぴたりとやんだ︒そしてそろそろ引

だした︒色はあさぐろく︑国ほぎょろりlとして︑チ守ビ

たり．しないでき﹂
き掲げてゆくけはいだった︒と思うと︑二二二間離れた
﹁社会主義者は国賊だrl・﹂

殻は福田を見て何か言いそうにしたが︑その前に芳江が

ひげをはやした︑見るからひと癖ありげな顔つきだった．

ふりてい

ところで︑いっせいに大声でどなりだした︒
﹃社会主義者をやってしまえl・﹂

この男を見つけて声をかけた︒

﹁えて

中山さんが？

てるか

わたしたち何にもきいてません

音訳がひどくせきこんだロ調でいきなりこう育った︒

ねて﹂

﹁おい︑中山君がやられてるんだが︑知っ

事で︑けっこうでしたわ﹂

﹁あら︑吉沢さんだね︒お久しぶりね︒あなたもご細

﹁やつ㍍鮮人どもをけしかけて︑暴動を起そうとして
るぞ﹂

九

三日の朝︑清田は家の上がり口のところで︑文子をそ
ばにおいて︑芳江が近所から借りてきてくれた絵本をよ

もともとアナーキストとして葛飾地区ではかなり顔を知

書刑は串もつかない腰つきで早口にこう話した︒艇は

けど⁝⁝﹂

止みなしにつづいていて︑少しでも強Vなると︑戸障子

られており︑自由労働昔同盟なぞを組織して︑ユトライ

んでやっていた︒繊弱ながら大地の震動は相変わらず小
がコかコトと音をたてた︒しかし文子はもうそれにもな

2詔
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キのあるところ︑どこへでも応接に出かけていた︒こん
放を願ってみた㍉﹁こんど性若い将校が応待虹でて︑これ

えるだけで︑と9台おうともしなかった︒やむをえ由か

ちの救援のために︑ほとんどひとりであちこち腸け回っ
た︒けさも彼は耀災苛への配給米の件で役場へ交感転行
と思ってね⁝⁝﹂

だが︑とりあえずこの事を川田君たちに知高せておこう

からよく調べてみて︑事情が判明ししだい釈放しようと

ら︑彼はまた戒厳部隊へひき適して︑改めて中山君の釈

どもl一日の晩以来︑紅は自分の家をつぶされてしまい︑
一人の蛙の行くえさえ分からないのに︑町内の標災民た

こうと思って︑たせたま書取神社の境内を通りかかった

曹団にやられたらしいね︒大分やられたとみえて︑頭に

﹁どうやら朝鮮人を助けだそうとして．晶ぺこぺに自

わずこう聞いてみた︒

﹁何があったんでしょうか﹂福岡は心配のあまり︑思

いうことだった︒それでおれも一応引ききがつてきたん

ところ︑朝鮮人の男女が百人あまり︑威光にじゅずつな
ぎにされていた︒何げなく見ると︑その中に顔なじみの
中山がいっしょに縛られているのを見て︑彼はおどろい

も顔にもひどいケガをしているようだったl﹂

た︒彼はさっそく︑すぐそばにある戒厳部隊の事務所へ
めな労働者にすぎないことを説明して︑すぐ釈放しても
行った．

それだけ話すと︑菅沢はさも忙しげにあたふた帰って

寄﹁て 中山がまちがいなく日本人であり︑一価のまじ
らいたいと要或した︒軍曹か伍長か︑とにかく一人の古
参兵らしいロひげのあるのが︑役場の証明書さえ持って

うつたえて︑無実の日本人を助けるために︑ぜひ中山の

吉沢はすぐ焼け残った役蟻へかけつけた︒そして事情を

二人はまたどこへとも言わずに︑緊頗した顔つきで出か

でいろいろ相談していた︒そして大急ぎで旗をくうと︑

をきくと︑非常におどろいて︑二階へ上がって二人きり

して妹の臼から︑中山が軍輝に逮捕されたという知らせ

昼ちかく︑川旧と北上がつれだってもどってきた︒そ

身分証明を膏いてやってくれと︑頭をすりつけんばかり

けて行った．むろん中山の釈放増求の手配をするためで

きたら︑すぐにでも釈放してやると返答した︒そこで︑

にして頼みこんだ︒役場では何にも分からんから︑君た

東京の下町の大部分と山の手の一部を恍野原にしてし

ら︑ときどき玄米つきを事つだった︒

きうけた︒文子も彼のそばにいて︑絵本をみて遊びなが

ちがその男を証明してやりたら良いだろうと冷やかに等

あ↓た︒
福田は車山にさそ由れるままに︑女子といっしょにこ

た︒そLT亀戸一博の町々も︑これでどうやら如け残っ

まった大火災も︑三日の午前中にはおおかた静まってき

こへ来て厄介になっていたものの︑その中山がふいにい
なくなったので︑少なからず当惑した︒この上いつまで

の時分になると︑東京の災害が想像以上にひどいことが

て︑みんなが助かったというものだった ところが︑こ

もここに厄介になっているのは非常に心苦しかった︒そ
こで1彼は半日だけ要すをこの家にあずけておいて︑と

の人たちから親しまれているか皇示す証拠でもあった︒

せいでもあるが︑また川囲とその家族たちがいかに多く

出入りしていた︒ここが労帥組合の事務所になっていた

川田の家には相変わらず︑いろいろな人たちがのべつ

た・⁝1

避難者たちの無数のロをとおしてづぎりぎ使えられてき

輿嫌宙︑さらに千葉︑房州方両の被害の甚大なことも︑

遊女が︐あそこの弁天池で折り頭なって死んでいる︒楢

富原の連射でも︑逃げ串くれて火に包まれた何痴人かの

死んだ男女のむくんだ死骸でいもめんにおおわれている︒

隅‖川ではあらゆる楠が焼け落ちた︑そ生し川面は溺れ

難した二万人ばかりが猛火に包囲されて全員が焼托した︒

ぽつぽつ分かってきた︒両国の被服廠跡では︑そこへ避

りあえず年後から深川方面のも蔓つな見に行って来よう
と思いついた︒むろん︑彼のいた耳場はあとかたもなく
醜けうせているに適いないが︑もしかすると︑その焼け
跡に親方のたちのき先が表示してあるかも知れない︒親
方の方では文子の行くえを血まなこで捜しているはずだ
から︒ところが︑午後から空がか菌奉って︑しとしと冷
たい雨が降り出した︒さらに芳江が︑大火はどうやら下
火になったらしいが︑いたるところで不穏な鮮人拘りが
行なわれていて非常に危険だからといって︑彼の下町ゆ
きに反対した︒母親も同じ意見だった︒福由もその後の
中山の成りゆきも雅かめたかゥたので︑もう一日か二田
の間︑−一しこで厄介になっていようと膜をきめた︒そして
芳江が米屋からやゥと手に入れてき串軍準堅少しずつ
l升徳利の中へ入れ︑樺で突っついて精白する作業をひ
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あいそがよく︑ていねいだつたのに反して︑芳江はやや
ぶっきらぼうで︑﹂けつけ物聖dったが︑船は親切で︑

たいてい母親か芳江であった︒母親がだれにたいしても

川閏はほとんど家をあけていたので︑応蝮にあたるのは

っていた川田が︑諭の上に垂れかか畢損い長い磐を片手

米の握り飯をむさぼるように食っていたが︑それまで黙

彼らはきっそくもやぷ台を捌んで︑芳江がもち用した玄

報を耳に入れ．て︑彼らは暗い︑考えこんだ蝕をしていた︒

が何人か︑朝鮮人といっしょに検挙されているらしい情

﹁じっはおれ︑大いに気にかかることが・ぬるんだ︒さ

でかきあげながら︑声をひそめてこう言いだした︒

思いやりが深かった︒芳虻は自分で牧場へ出かけてゆき︑
陳の役畠と談判して︑朽武者の救撰米として玄米の相当
っき亀戸署へでかけて行った時にさ︑蜂山刑事がおれに

晃の配給をかちとってきた︒きっそくそれで多数lの腐り
向かってこんな請をしたんだよ︒ゆうぺ市が谷監故で︑
をおこしかけた︒やむをえず︑軍隊が出動して︑共産党

収容中の共産党の幹部たちが︑囚人どもを箭軌して暴動

つか︑二つぐらい食べさせてやった︒
﹁さ︑遠慮なくたべなさいよL LLおたつがそばで口を

鯨をこしらえ︑立ち寄るほどの若い人たちに︑きっと一

そえる︑﹁こんな災難の時は︑みんなお互いさまですか
たいてい枯らは夜警その他でろくに眠っていなかった
がひかえでいるんだ︒そうでなくとも︑甚産党がそんな

﹁むろんデマだよ︑流言の一髄だよせあそこにゃ腔政

そんなバカなことはあるはずがないと思うんだがね⁝﹂

のやつらを一人班きず銃殺した︑というわけさ︒まさか︑

ので︑ここで飯をよばれたあと︑そこらでごろっと随に

らね︒ただ玄米で︑たべにくいのが難だけど⁝⁝﹂

なって︑二 二時間ひろねをしてからたち去るのであっ
H
L
r
L
こ
こ

をはさんだ︒

山田がそう富いかけると︑こんどは北上がいそいで口

た．
タもかくなりで︑川田が北上︑山田とつれだってもど
ってきた．川田は警察︑戒厳部隊なぞを回って必死の掛

すでに三百人以上検挙されていること︑中には中国人も

﹁そう貫や︑おれもさっき町で峰山にであ可たんだが

日本人もいくらかまじつていること︑おそらく今夜あた

ね︑あの野郎︑おれの原を見ると急ににたにたしながら

近づいてきて︑こう言やがったよ︑ − おい︑北上︑お

り彼らをみんな軍隊に引き渡して︑いっせい処分してし

け合をやってみたが︑ついに中山の釈放に成功しなかゥ

前らいつも資本主義がどうの︑革命がどうのと︑でかい

た︒それどころか︑中山の外にも組合的榛の若い労働者

ホラばかり吹いて中がるが︑こんなごたごたの中で︑ど

まう手筈だということなぞをつたえた︒
の流言といい︑鮮人狩りといい︑こりゃ明らかに政府の

﹁ふむ﹂と川田はうなるように言った︑﹁きのうから

うして何にもしないでぶらぶらしてるんだよ︑今こそ暴
動をおこして革命をやらなくちゃダメじゃないか︑つ

計画的な陰謀だね︒政府は数年前に朝鮮でおこった万歳

て﹂

事件の恐怖を忘れもゃいないし︑いま提災のどさくさの
中．で彼らに何かやもれもゃ大変だというので︑ねびえき

﹁ふむ︑まちがいなくおれたちを挑発してるんだなし

りてるに適．㍉ない︒だから︑それを予防すると同時に︑

川田はほとんど癖のように︑額に垂れかかる髪をかき
．﹁たしかに︑そうだな﹂ 山田も富ったゆ

みんなはちょっと黙った︒芳江が観らの中へわりこん

・ハ一一∵一

しまうこともできようって訳で︑一石二見をねらってる

天災で度を失った民衆の憤敵を鮮人狩りの方へそらせて

あげながら︑考えぷかい顔つきで言った︒
﹁だとすると︑おれたももうっかり敵の挑苑にのらな
いように︑よほど隣室に行動しなきゃならないわけだね︒

できて︑しばらく兄や北上の顔を見つめていたが︑突然

たとえば︑夜啓にはこれからも観確約に参加しなくもゃ
ならんが︑鮮人迫害をやめさせる場合でも︑うっかり革

﹁ねえ︑北上さんも︑兄さんも︑あんたたち一時どこ

低い声でこう富った︒

命的な言葉なぞ田から出さないように注意した方がいい
し1 それから⁝⁝﹂

たまま︑握り飯を一つ事にとってむしゃむしゃ顛はりな

りて︑﹁川田岩はしばらく︑どこか田舎の方へ行ってる

﹁いや︑おれはとにかく﹂と北上は川田の顔をふり返

かへ姿を隠した方がいいんじゃないかしら？﹂

たと言って︑亀戸警察署の演或所の中だけでも朝鮮人が

がら︑い軍自警餌の連中が話し合っているのを聞いてき

2J7
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方がいいんじゃないかな︒警察の奴らは︑ − とりわけ
ことにしたと訴したら︑吉沢さん︑とても青んでね︑こ

と同じ憾異音なんだから大いに救援すべきだと婁実する

は自替団ともいっしょに夜警たでて︑朝鮮人もわれわれ

の際おれも君たちと手をくんで︑いっしょに活動しょう

日ごろ川田君嬰動きに特別注意をは

生首りてくれてた︒いずれ今夜にでもここに相談にきた

蛙山なんかは︑−
﹁うむ︑でも︑おれほきのうも警察に留匿されていた

らっても一挙一動を監視してもんだからね・⁝＝﹂
んだL︑さっきだって中山君のことで聾難に行ってたん
いと雷つてたよ﹂

でおいて︑おれをせっせと帰してよこすなんて︑ちょっ

してよこすはずがないじゃないか︒中山君を釈放しない

るのを︑知らぬ顔でそっぽを向いてても良いものかどう

が︑しかも柑首という大勢がむざむざ殻されかかゥてい

だ︑ポルだで純ぼり争いでもあるまいさ．罪のないもの

らりと輝かせて︑満足そうに言った︒﹁こんな峠にアナ

﹁そうか︑そいつ7ありがたい﹂ 川田は細い日をき

だる︒もしおれを逮捕する気なら︑いつだゥてできるわ

と変だけどさ︒もうしばらく町内の人たちと攻寄をしな

けさ︒だいいち折角留置してたおれを︑何でもなく釈放

がら︑形勢を見ることにしようよし
この単純な遥壇を分からせられないという法はないよ︒

﹂ノ

．hl

かつて︑人道上の問題だからね︒自警団の連中にだって︑

川田陀期するところありげ虻そう雷やて仲間たちの顔
を見曹わした︒だれもこれ以上憎行・寧主張するものはな
大いにがんばろうじゃたいか﹂

﹁あ︑おれ話すのすっかり忘れてたがね︑さっき通り

かゥた︒ところが︑山田がふいにこう貰いだした︒
で吉沢さんに出会ったよす鮮人狩りにすっかり憤激して
てね︑これから暫寮へ談判に出かけるとこだと言って︑

んだような火あかりがぼんやり見えていた︒大都会の火

わたしねぎつと目にはいらない風をして︑そばをすっと

日本刀を抜き身でぶちさげた男がふらふらやってきたの︒

﹁わたし．帰りかけたら︑境がりの向こうからぷきみな

しとしと降り出した両の中に震災三日目の硬が缶とず

すごく意気ごんでいたよ︒富沢さんはアナだし︑おれた

葬は終わりつつあった︒そのかわり新たな血の洗礼が始

すりぬけようとしたら︑その男がわたしを見て︑急にな

ちをポルで︑樟力主義なんて藩口するけど︑やっぱり恋

まろうとしていた︒先の白ウぼく光る銃剣をかまえた兵

れなれしい様子でそばへ寄ってくるじゃないの︒︵今晩

れたむ前夜までのように︑空いっぱいにひろがった︑血

士たちは︑戒厳令下の焼け残った町々の要所要所を固め

は︒大変なことになりましたね︒おかあさんも串変わり

情な︑良い人だね︒おれは好きだよ︒それで︑おれたち

て︑暗がりの中に黒い彫像のようにすっくと突っ立って

ありませんか︶だゥて︒これでみると︑男の人はどうや

中で何か恐ろしい目にでも会ったかのように︑顔色をか

いた︒町の入り口や交差点は︑自暫団によって幾重にも

ら知り合いらしいんだけど︑わたしにはだれだか思い出

矛︑息をはずませて母親にこう語つたも

掲げりをされ︑通行人の一人一人がきびしく点検され︑

せないの︒通行人のもち歩く提灯の明かりでそれとなく

のような︑はでなタやけのような大火の反映はもはや見

とくに日本人かどうかを確かめられた︒同時に攻寄と称

相手の顔を見ると︑たしかにどこかで見たことがあるよ

えなかったが︑なおあちこちの空にうす赤い︑雨ににじ

して︑竹刀や︑棍棒や︑竹槍を芋にした男どもが五︑六

うな気もするんだけど︑どうしても分からない︒そのう
ち︑はっと気がついたんだけど︑その男は舛でもない︑

ら路次裏までたえまなく巡回していた︒この地区から清

ほら︑一町先竺且膚屋のおやじさんじゃないのけあのお

人ずつ群れをなして︑口々にわめき立てながら︑通りか

で︑じりさいに猛烈な疑心のためにいたるところで怪し

い知ってるどころじゃないのに︑どうしてもわたしには

やじさんなら何年も同じ町内に住んでいるんだし︑虫互

人したと予想される﹁怪しいも申﹂を狩りだすのが目的
い物の姿を見つけて大騒ぎを塙じていたが︑これこそま

のすごV光っているし︑顔も何ともいえない殺気を缶び

ふだんと変わゥてしまっていたの．目はつり上がっても

且わけがつかなかったの︒それほどおやじさんの人相が

さに青鬼夜行という宮詣のそっくりあてはまるような︑
物騒な︑奇怪な光景であった．
芳江がちょっとした用事がありT︑つい近くの知り合
いの所へ出かけて行った︒まもなくもどってきたが︑遠
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えなかったわ︒やっぱし︑恐ろしい純音のためにみんな

その良い豆腐屋のおやじさんとはとても同じ人間とは思

ているし︑いつも目尻をさげてにこにこしている．あい

福間はまた︑そのまま搾く眠りこんだに避いなかった︒

替だよ﹂と呼んでいるのが耳にはいってきた︒しかし︑

上って行つたと思うと︑﹁おい︑日田︑紀きないか︑交

い物音をきいたと思った．山田らほ階段を踏み鳴らして

宵甲うち︑福田は文子を母親にあずけておいて︑直木
帳ごLに︑渋色の弓独り提灯や丸提灯をもち︑帽子のあ

っきりと日をさました︒彼の日にはつぎ持ぎの多い育蚊

い︑ただならぬ物音とぎわめきを感じて︑網田は憩には

折が過敏になっていたのは富うまでもない︒あぬただし

深く眠りこんだと富つても︑非常の時だったので︑紳

の頭が転国して︑正気を失って︑みんなの人相までが一
変してしまったのね︒それを思うと︑あたし何だか急に
恐ろしくなってしまったわし

と二人で夜筍に出かけて行った︒ゆうぺはまだ大地もの
ごひもをかけ︑黒いゲートルをまいた白服の巡査が二︑

よい

いるものもかなり多かったが︑廟が障り由した今晩は家

べつ揺れていたし︑屋外へ家財をもち出して空地で寝て

いて︑沌靴のままで立ちはだかっているのが見えたや

三人︑べったりとすわゥたままのおたつと芳江をとりま
﹁何だ︑蚊帳の中にまた何人かいるじゃたいか﹂ 一

財とともに空地で夜をあかそうとする人々の礎も見えず︑

人の巡査が丸提灯をかざして蚊帳の中をのぞきこんだ︒

怪しいものも出てこないので︑目撃肝もおりあい弐魂が
あがらなかった︒そこで苗木と柿間は二時間あまり両の

甲労働者を拙捕1iLようとしているのだった︒まもたく提

へ押し上がって︑そこに泊ヰごりこんでいた川囲ほか五人

諏くひびくも いつのまにか警察の適中が土足の悪壷二階

て︑時々ぶつつかり合うような物音がドシン︑ドシン土

だ二同時に︑乱暴仁のあしリ合う男たちの声にまじっ

な事あっていいもんですかっ﹂

きらいもおんなじよも箇寮が人さらいするなんて︑そん

まヰ蒜﹁∵くく∴て辿れて行くなんて︒これじゃまるで人

はしかhたたき起こして︑何の理軸も言わないで︑その

で上がりこんで︑蹟聾にでて疲れて寝ているものを什っ

皆整だからって︑饉坤にどかどかっとやってきて︑泥足

﹁めちゃくちゃだJJ︒乱暴にもほどがあるわ︒いくら

き拍した︒

本刑事にむかつて︑ほとんどヒ空チリックな調子でわめ

も︑しばらくはそのまま動かないでじっとしていた．

それで︑すぐにも飛びおきて蚊帳を出そうになった福田

を事件のまきぞえにさせないように努めているのだった．

きっぱりとそう盲いきった芳江は︑あきらかに福田ら

ません﹂

﹁昭災者の子供たちですよ︒組合とは河の閲痕もあり

中萱歩きま衷ってから欄へもどったせそしてこんどほ山
岡と北上の二人が︑破れたレインコートを頭からひっか
ぶって︑交響で擾皆に出て行った︒その後で階下の茶の
間の習い破れ蚊帳の中で︑福田は文子といっしょに︑お
たつ︑芳江たちと枕を並べて横になった︒
そのまま福田はぐっすり眠りこんだ︒それでもいもど︑
夢うつつの中で︑田中たちが夜智からもどってきたらし

二階がたえずミど︑︑シ鳴る︒しかし地最のためではな

≡人︑ドサンドサンと荒々しい

く︑何人かの人間が入り乱れて興をふんづけているの

泥靴の音をさせて狭い階段を一列でおりてきた︒づづい

灯を芋にした撒適が三

杉本はム寸になってどな

﹁うるさいっ︑公務机鹿すると︑華さまもいっしょに
ひっくくって連れて行くぞ﹂

て手錠をかけら∃した碧い労働者たちが︑巡査や刑事につ

﹁ええ︑結構だわ︒わたしもいっしょに連れてってく

りづ持た︒
ださいよ︒あんた八が︒この酢のない人たちをどんな風

きそわれでづぎつぎおりてきた．北上︑山間︑直木︑そ
たま由まり岳もせた︑礫みしり．ではあるが︑労働蒋運動

に撃フか︑L的たしこの目でちゃんと見とどけたいんだか

のほか宵にふらりとやってきて︑雨傘がたいた地にたま

いた︒ⅢEもやはり手軽をかけられ︑蘭広を蒋た超泰刑

川田は靴をつっかけて土間へおり立ちなが

とは何の関係もないような人たちも一人か二人まじって

ら﹂
﹁芳江﹂

事につきそかれて政経に二間からおりてきたひ

ら︑一種おごそかな押でよぴかけた︑﹁柚にも丸山てる

間下にいた巡斑どもは︑この間に裏に出て︑表を張っ
ていた沌中といっしょになって︑近所から躾まごJきた

みて溶けなさ示﹂

ことはない︒お酌は家にいて︑かねちゃん勲哩詔をよく

自滑川や見物人の群れを刺しにかかった︒おたつはすわ
りこんだまま泣いていたが︑芳江は兄の姿を見ると︑彰
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ってこの頃の光景をながめていた︒彼には眼誠に行なわ
半ば∴行をとhソ囲むようにしてぞろぞろついて歩いた︒

中をもくもくと歩き出した︒自警団と野次馬の群れが︑

者の群れを厳重にとりまいて︑しょぼしょぼ小雨のふる

れていることが何もかも突飛で︑いりたい何番が起ころ
しの軍服を着たもの︑はんてんを潜でねじ鉢巻をした若

竹刀や梶棒をふり回すもの︑竹輸をかつでもの︑肩車な

福田もいつか寝床からとび起きて︑芳江聖フしろに立

うとしているのかさっぱり見当がつかなかった︒この時

に帝いとって︑私刑を加えようと良いチャンスたねらっ

者なぞ︑彼らはこの国賊どもを督官隊から自分たちの手

捗本刑事がふっと潤田に目をとめで︑どぎつい声でとが

ているかのようであった︒

めた︒
﹁きさまは何者だっ晋﹂

﹁鮮人のダルだ︑国腋どもだ！﹂

﹁赤の規らだーこ

﹁深川で焼け出されて︑子供をつれてここへ避難して
るものですL
﹁この場でやゥてしまえ！﹂

﹁よし︑きさまもいっしょだ﹂刑事がそう言うと︑そ

けでがまんしていなかった︒竹刀で鎖や肩をしたたかな

じっさい殺気だった彼らは︑労励者たちを憩馬するだ
ぐちれたも由もいたし︑福田なぞも包帯をとったばかり

ばにいた別の若い刑事がいきなり福田にとびかかって︑
﹁縛られてもや靴がはけないじゃないか﹂ だれかが
の後頭部を︑また儀がひらいてひどく痛みだしたほど︑

たちまち手錠をかけてしまった︒
暗がりの土間で︑足ではき物を捜しながらそうぼやいて
福田は巡査につき出されて外へ出たが︑見ると検挙さ

いる声がした︒

て投げつける奴もいた︒しかし巡査らは︑ある意味で彼
らを恐れていたので︑少しも制止しようとしなかった︒

棍棒でやられた︒中にはかなり大きな石を︑鎖をめがけ

今や川田ら虻とつては︑一歩一歩がゴルゴダヘの遁

れたものは︑枝の薩かに五︑六人いるのが分かった︒あ
って︑彼もいささかおどろいた︒巡査部長の制服を着た

の家にこんなに多人数が一時に泊まりこんでいたのを知

受難の道だった︒替察署へつくまで︑はたしてみんな無

萄察署のまん前に︑狭い通りをへだてて︑郵便周の古

け刑事室にはいって行った︒まもなく用てきたが︑彼ら

らせひとまず二階へ連れて上がった︒抄本はまず自分だ

杉本刑事が先に立って︑泥だらけの階段を上り．川閉

−

年班の替官が先に宜も︑二人の刑事と巡査どもが被逮捕

この時にはまだだれも予想しなかった︒

やがて亀戸啓寮署の建物が雨とやみをとおして見えてき

めかしい二間だての建物がたっていた︒玄関の出入口に

一〇

事でいられるかどうか︑それさえ心もとなく感じられた︒
た時1川田らは︑これでどうやら最盛の危険からのがれ
ることができたと思って︑ちょっと安堵の息をしたもの

は︑つるしてあるまるい大きな赤い轟灯が暗い街路にぼ

だった︒

んやりした光を投げている︒そのかけに︑銃剣をもった

を中へ入れようとしないで︑横の喘い廊下に持たせてお
いた︒五分ばかりす妾と︑刑事室のドアが内から開いて︑
若い騎兵将校がl京︑いずれも長い剣牢握り︑長靴の拍

武装した二人の兵士が立って︑いかにも重大任務のlため
往来をほとんどまじろぎもせずに見張っている︒周の巾

めに来ていたものに違いなかった︒

ちは明らかに何か重大な用件で菅察側と打合せをするた

耳を鳴らしながら︑早足で階層をおりて行った︒将校た

に押しひしがれ︑硬直してしまったような態度で人々の
には︑窓ガラスごLに何轟かの大小のローソクがちらち

この後で川田たち七人は刑事室へ入れられた︒部屋は
暗く︑峰山主任の緑色の羅紗をはったテーブルの上に躁

らと燃えている︑そして部下に命令を下しているらしも︑

ろうそくが一本だけ︑ちらちら燃えていた︒坊主頭で入

将校のいかめしい髭づらや︑デタのように悶璃的に動き
まねる目のつり上がったまっくろな下士官の顔なぞが照
せらしの

らし出されて︑内部の緊張ぶりとあわただしさが察しら

卑しい目つきでぎろりとひと頓り見まわした︒そしてし

道じみた大男の蜂山が︑巡査どもにつきそわれて︑専碇
のままでテーブルの前に立たされた川田らを︑暗い︑葦

れたー習志野騎兵第十三連隊の戒厳司令部がここにおか
れていたのだ︒まさかこれが︑朝廃人と社会主義者の来
塵虐殺の指導部であり1 下手人どもの巣であろうとは︑
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ばらくは前歯で下層をかんでいるだけで︑何も言わなか
った︒と思うと︑彼はすぐ目を虫として︑小さい帳面を
ひらいた︒そして︑川田から順ぐりに︑彼らの氏名︑年
齢︑住所︑職業をきいて︑ろうそくのちらつく光のかげ
で︑ペンでそれに書きつけた︒この間︑彼はほとんど被
検束者の額を見ず︑またそれ以外甲車を何ひとつきこう
としなかった︒最後に福田の番がきて︑彼が年は十六だ
と答えると︑峰山は顔をあげて︑ぎろりと目をあげて︑
おどかすように太い声で言った︒
﹁なに︑十六だ守 きさまが℡ そんなうそでおれた
ちをだませると思うのか﹂
﹁うそなぞつきません︒うそだと思われるんなら︑戸
錨を調べてください﹂ 福田はひどく興奮して︑自分の
生年月日をくり返した︒
杉本刑事がそばからきめつけるように︑
l一た1．ち

﹁きさまのずっ体からみたら︑二十歳以下とは見えん
ぞ﹂
﹁ええ︑ぼくは人からよくそう言われるんです︒でも︑
本当に十六なんです︑どうか深川の区役所へ電話して︑
戸醇を調べてください︒すぐに分かるんだから﹂

川田らはここで始めて手錠をはずされた︒
がチャ︑ガチ十︑がチャン：：

看守の一人が︑留魔境じゅうにひびき渡る恐ろしいカ
ギの音を立てて︑一つの房の低い戸をあけた9
立で︑立

﹁そんなにみんな的へ寄るんじゃない︒も：﹂隼へつ
時ろ︒だれだ︑そこで足をのばしてる奴は官
むかってどなりながら︑川田らを∵八丁人

て︑みんな立ってろー・﹂
雷守は力
低い戸の問から欝の中へ押・しこんだゥそして七人をいノ＼
﹁か聖滑へわけて入れると︑再びパタンと芦をしめて︑
刷りlすさまじい音といゥしょにカギをかけてしまった・

﹁電讃だって曾﹂ 峰山はち上つと青々﹂いせせら襲
いをもらした︑﹁馬鹿野郎二Lの焼け野原の東京のどこ
っ程よ︒きさまが十六だろうと︑二十五だろうと︑こっ

に電活があるんだよ︒それに︑韓川の区役所も蛸けちゃ

そこで彼らはまた樟本刑事に連れられて︑階段か下り︑

ちに取りもゃ同じ串だ︒おい︑みんなぶちこんどけ﹂
どかどかと留濃場へ行った︒留置場の入り口に巡査と刑
車が≒ 凹人かたまっていた︒留置場のくざられた麹つ
かの雑い厨は︑まん中の狭い廊下で両側から向かい合っ
ていた︒鉄格子と金梢でふさがれそれぞれの厨は︑ほと
んど利−鮮大藩他者でいっぱいだった︒中には少数の中国
人もまじっていた︒彼らは折り重なるように金網につか
まって︑新入りの連中をながめていた︒提灯のうす明か
りで照らされた泥だらけの廊下には︑汗や︑肌や︑衣痛
のむかむかさせるような恵良にまじって︑便所のにおい
が漉く︑重くみなぎっていた︒帽子のあごひもをかけ︑
黒いゲートルをまいた看守巡査が二人︑非常に緊張した
様子で︑サー・′ガをがちゃつかせ︑靴音をひびかせて小
さい廊下をたえず行ったり来たりしたがら︑それぞれの
房の中をきびしく監視していた︒

﹁おう︑苦虫︑串崩まで連れてこちれたのか﹂

中山はすぐに福田に気がついた︒

看守

﹁しゃペっちゃいかん︒さっきからしやペゥちゃいか
んと貰ってるのが間こえんのか︑ばか野郎⁝⊥

も

の一人が廊下のまん中に突っ立って︑まわりを見まわし
てかんしゃく因でどなった︒
﹁持ってろ︑今にみんなぶっ慰してやるからな﹂
ひびきわたる酉でどなった︒

ぅ一人の看守も︑恐ろしいけんまくで︑薗宜場じゅうに
ちょ？との闇しずかにたった︒廊下の入り口のところ
で苦い刑事と巡査がこんな事を試し合っていたQ

﹁そうさ︑これ以上もう収額場所がないよし

﹁二間だってもういっぱいだろう﹂

﹁演武窃だけに半鳥人が≡百人以上いるんだ﹂

っ立っていても︑なお息薔しいまでにぎっしり人で押し

﹁ぽつぽつ片づけて行くんだな﹂

福田はブタ箱入りはこんどが初めてだった・みんな壁
合った房の中で︑彼はしばらくぼんやりしていたe見る

廊下の上聖 ≡十年以上たったかと思われる︑古びき

一一

と︑向かい側の原で︑金柑におしつけた二︑三人の日本
人らしい項が︑こちらヮl川田と北上にけんめいに呼びか
けている︒その中に中山の顔があった︒福用は思わずま
ゎりの朝鮮人を押しわけ︑金網に疎を寄せて声高に叫び
たでた︒
﹁中山さん︑中山さんー・﹂

2才万

2融

った︒二人の看守もそれぞれの場所で思わず立ちすくん

がぴりりとふるえた世である︒あたりが急にしいんとな

ふいに銃声が患こった︒あまり近くだったので︑留置場

つた︑六角型の柱時計が十二時を打ってまもないころ︑

い産を金禍に寄せて︑みんなにむかって何事かをよぴか

はきの職人風をしていた︒按はチョビひげのある︑青白

いきなり検挙された酌だった︒敏はやはり膳がけに股引

自分の家で町内の枝菅にでかけようとしているところを︑

いてきた︒見ると︑吉沢だった︒彼も一時間ばかり前︑

しかし同志諸君︑革命は近いぞ︒それはもういたるとこ

この目で革命が勝利するのを見ないで死んでゆノヽことだゥ

っから革命家になぞなりほしない︒ただ︑残念なのは︑

室蘭めて寓つた︒﹁穀されるのが恐ろしかったら︑初め

﹁おれたちは死ぬことなぞ恐れはしない﹂ 吉沢は声

けようとしていた．

でしまい︑廊下に釘づけになったように見えた︒
銃声はさらに五︑六発つづいた．相変わらず外膜で撃
っているようにちかぢかとひびいた︒
﹁あの晋は何だろう7﹂ 若い朝鮮人がふるえを帯び
﹁鉄砲らしいね﹂
ろで始まってるんだ︒諸君はおれたちの屍を乗りこえて︑

た低い声でささやくように福田にきいた︒
﹁だれかを殺してるんでしょうか﹂

るのは︑流富をとばせて彼らをひっ捕えたものなんだ︒

ず︑絶対に非由ないことをおれは確信している︒罪のあ

﹁朝鮮人が何で放火なぞするものか︒彼らが一人残ら

た︑せつせつとした口調でこう雷っていた︒

かにまわりの一同にきいてもらうために︑熱情のこもっ

福田の房では︑川田が北上を相手にして︑しかも明ら

バ ン ︑ バ 7 ン ︑ バ ン ︑ バ ン ︑ バ ︐ ン

勝利に向かって突き進んでくれ！﹂

﹁まさか﹂ 福田は実際に︑まさかと思ったのだ︒し
かし奪う答えたあとで︑被は急にひどく不安になってき
た︒
銃声はひきつづいて鳴っていた︒もう数十発できかな
かった︒雨の降る辛みの中でどんな事が行なわれている
か︑だれにもはっきり分からなかった︒しかし︑ともあ
れ︑何かひどく童大な︑厳蘭な大事が起こりつつあるこ
ひとつの醇から︑富いがたく悲壮な︑沈痛な声がひび

とは︑だれにもはぽ予感された︒

朝鮮人甲諸君と共同して︑自分たちを守るたたかいを何

ようとしているんだ︒いわば︑おれたちは敵に先向りさ

おれたち社会主義者も絶対に罪がない︒やはり罪のある

れたんだ︒朝鮮の兄弟諸君︑おれたちはもっと早く手を

もやらなかった︒相もやらないままに︑おれたちはいま︑

﹁プールジョアはすっかり血迷っている︑正気を失っ

掘り合うべきだったのだ︒もしこの中に一人でも生き残

朝鮮の諸君といっしょに捕えられて︑いっしょに穀され

ている﹂ 北上が大きな声で叫ぶように言った︒﹁だが︑

るものがあったら︑この醇を外の兄商や同志につたえて

のは︑デマを放って︑おれたちをひっ捕えたものだ︒そ

あいつらは願放水砲で︑いざという時の一番恐ろしい敵

いつらこそ厳重に処刑するがいい﹂

は用事の労働者と︑朝鮮人だといlヨJとをよく知ってる

くれ﹂

出した︒
来たれ

牢獄

そのかげに暫死せん

高く立て 赤旗を

絞首台

向かいの厨の中から︑ふいに中山が赤旗の歌聖うたい

に摺職場の建物をふ1匂わせた︒

パン︑．バ7ン︑バアン︑まじかな銃声はひっきhソなし

んた︒だからこそ︑労働運動着と朝鮮人が共謀して過勤
をたくらんでるなぞと流言を飛ばしてるのだ︒そうだ︑
今はあくまでデマだ︒だが︑やがてこいつが事実になる
時がくるだろうやその時日本の支配階壕が︑まっさおに
て命乞いをするだろうよ︒きっとそういう時がくるぞ︑

なって︑がたがたふるえて︑おれたちの前に両手をつい
諸君﹂
いかにも無念でならないという討手で︑皆に訴えるので

卑怯もの

これ告別の敬ぞ

あった︒﹁ここには日本人労働者と︑朝鮮人がこんなに

﹁おれたちはある意味でぬかっていたのだ﹂ 川田は

たくさんいっしょくたに放りこまれている︒敵はわれわ

あれらは赤旗まもる

去らば去れ

れをすっかり一味と見ているんだ︒じつさい敵にはそう
考えて暫戒する理由があるんだ︒ところが︑おれたちは

掴6
動け

月

九

の

血

卑怯もの

去らはまれ

われらは赤輌まもる

二人︶l看守巡恋がやっ資になってどなり立てていたが
我にもなく二高由られた︑悲壮なー英雄的な気持ちにな

は悲しさも︑恐ろしさも忘れてしまった︒それどころか︑

えの中に︑だまって︑首を疲れて︑立ちすくんでいた．

詔圃場の廊下が急にあわただしくなった︒二人の看守

出されたひ巡査がまた一人一人に手錠をかけた︒こ些間

鳴る音がして︑吉沢︑中山︑直木等が順々に廊下へひき

釦柑

同志たちはいっせいにこれに芦を合わせた︒彼らはす
でに嘩つく死を覚悟王ていた︒朝鮮人の若い何人かもだ
んだん合唱に加わった︒その声は悲壮で︑荘重で︑時に
福田は精いっぱい声をはりあげて歌ったe敬周はうろ

パ ン ︑ パ サ ン ︑ パ ン ︑ パ ン ︑ パ ア ン

一；三人まじっていて︑彼らの農旗の敬をうたい出した
おぼえにしか知らなかったが︑合唱についてゆくことは

概越な調子をおぴた︒房の中には︑若い頼政府立菰者が
が︑それはけっきょく︑多数でうたあれる赤旗の歌に圧

やがてとうてい制止Lがたいのを知ると︑黙ってしまっ
って︑いま憎むべき知らの手にかかってこの人たちとい

できた︒こうしてみんなといっしょに敬っているとー彼

たり凝視中をついて輌き上がった歌声はいよいよたかだ
っしょに死んで行くことが︑非常に意義のある︑けだか

刺されてしまゥた．

かともり上がって︑捕われたものでいっぱいになった留
い︑名誉誉﹂とと思われるのであった6それでも︑どう

は北上にもあったし︑合唱をつづけるすべての同志の顔

いかにも厳粛な衷情であった︒同じ寂しさと厳粛申表情

し︑ゝlがねむなくした彼の顔は寂しげであったが︑また

学つかがつた ばさばさの淡い磐が青白い禍に影をおと

彼は必死で涙をこらえ→去．しみの中でそっと川田の力

かすると︑歌いながら観は泣きたくなったP

置場をどよもL︑暫顕の鍵物をゆるがし︑疇鼎の夜の中
へと大波のようにひろがっていったn
民衆の兢 赤旗は
戦士の屍をつつむ
死屍かたく冷えぬ意に
血汐は駅をそめぬ
高く立て 赤旗を

いにわき起こる﹁赤債の敬﹂は相変わらずたかだかとひ

のできろ通路に変わったように見えた︒各席からいっせ

この時︑荷田にとって︑じつに困ったことが起きた︒

にあった︒摘間は敬いながら︑いつか涙を流していた4

どうしたであいか︑両膝が常を立てんばかりにがくがく

そのかげに暫死せん

やり出したのだ︑さらに︑そのがノ＼が㌔ヽが胴体に伝わっ

そこへ大男の蛛山が︑泥だらけの長靴はきで︑二人の若

いことを知って︑放しく燃えさかる大火窮のような敬ご

なって︑そのまま妹の上にへたへたとつぶれこみそうに

い巡査を作ってせかせかとはいってきた︒lそして府下の

びき渡っていたヒ看守も今ではもはやそれを抑止しえな

なったの彼は目の前にはんてんを着て立っていた朝鮮人

中ほどに立ちはだかると︑片手にもっていた小さい紙片

て︑虫身がわなわなと顧え出したのだ︒彼は禍を食いし

の大きな力強い間肩にうしろからしがみついて︑やっと

ばり︑必死でその雇えを押えようとしたが︑刻々ひどく

からだをささえていた︒こんな考えが頭をひらめきすぎ

をのぞいて大西．でよぴたてた︒

して︑いりそう大声をはりあげて呼んだ︒

合唱の歌声がそれをかき消してしまりたび蜂山性徴思

﹁吉沢っ！﹂

る︑︹中山さんや川田さんがこのおれを見たら何て言う
だろう︒まちがいなく︑いくじなし︑卑怯者だと貰って
笑うだろうゎ畜生．おれだって男だ︑労働者だ︒いまに
在って畏えたりなんかするものかー・︺

底意喜一伊束子

﹁みんな敬をや祷ろ︒静まれ︒富加十．かぜ返事をせ
んか︒出もんだ︒それから︑中山！
堪！ みんな廊下へ帽ろっ﹂

迅速のほかに︑背びろの刑事や︑黒いまきゲートルをし

合唱は徐々に低くなり︑まちまちになり︑ついに止んだ︒

一二

た巡寵・らが急ぎ足で行ったり来たりして︑それまで留置

銃清もまたやんでいた︒

あちこち即諾で︑ガチャン︑ガチャンと親しくカギの

哨だけの行きどま臼の廊下だったものが︑急に通りぬけ

2舶

月

蜂山が先に立って︑廊下をいつもの入り口とは反対の

﹁さあ︑来いっ﹂

最後の迫ってきたことを思って︑めいめい悲壮な声をふ
り絞って合唱をつづけた︒

旗の敬をうたい出した︒だれもかれもいよいよ自分らの

方へ歩いて行った︒そこは便所にくっついて︑ひろい中
のだ︒ところが︑今はその戸口が自由に開かれて︑刑事

これ告別の敬ぞ

来たれ牢獄 絞首台

庭へ出られる戸口があり︑ふだんは堅くとぎされていた
や巡査がそこからあわただしく出入りしていた．中山ら

を鯛のあたりまであげ︑ちょっと白い歯並を見せて笑っ

網ごLに中をのぞノ＼ようにして︑手錠をかけられた両手

のだった︒中山が川凹らのいる房の前を通りながら︑金

辛みに向かって口を開いたこの狭い戸口にむかつて行ノヽ

大声でどなり始めた︒期せずして合唱の歌声がぴたりと

紙片に目をやりながら︑留置場じゅうにこだましそうな

ん中に雨足の長靴をふんばって立ちはだかると︑片手の

い中庭の方からもどってきた︒そしてまたもや廊下のま

峰山がまた︑巡査どもを連れて︑せかせかした凪で噂

四人は蜂山と二人の巡査にひき立てられて︑頭書のまま︑

た︒まるで﹁一足さきに失敬するよ﹂と言っているよう

止んだ︒

みの中へ消えて行った・福田は戸口にひとり残されて

に早口で何か言った︒杉本は近藤と佐藤を連れて庭のや

た︒その中喧蜂山がまじっていた︒彼はふり遮って杉奉

戸口には巡査と刑事が箕六人かたまって外を見てい

ているのではないかと思われるようだった︒

い物蘭がかすかに伝わってきた︒どこかで来勤が始まっ

といっしょに︑喚声のような︑わあっ︑わあっという遠

をのぞかせていたもそして湿っぽい冷やかな夜気の流れ

廊下票亘当たりの戸が開かれて︑轟夜中の暗いやみ

た︒説もきれいに乾いていた︒

ちが串もついて1手軽をかけられても割合冷静でいられ

っきの政しい寧えの過ぎ去ったあとでは︑かえって気持

されるようにして廊下へ出た︒福田は壊後に出たが︑さ

荒々しいヵギ空目．彼らは房の低い声から引きずり出

福旧！ さあ︑出た︑出た﹂

佐藤！

﹁近藤！

ように大声でよみあげた︒

らわれた︒彼はやはり抵きれを芋にもつていて︑つぎの

こんどは杉本刑事が二人の巡査どもを従えて廊下にあ

はつぎつぎと廊下へ引き出されて︑手錠をかけられた︒

またもやあちこちで荒々しいカギの音︒そして川 l円ら

みんないるな︒出ろー・﹂

鈴木！

山田！

北上！

﹁川m！

だった︒﹁中山さん！﹂属田は思わず泣きながら大声を
﹁ここで殺されても犬死にはならぬぞ﹂と北上が必死

出した︒
ではげましの言葉を投げかけた︒

川田のりんとした大きな声がひびき渡った︒そして同

﹁同志諸君︑世界の労働者がおれたちを見守っている
んだ︒勇気を出せ！ 革命万歳！﹂
怒らの姿がやみの外へ見えなくなると︑楯はふたたび赤

房に残された者の間で︑﹁革命万歳﹂の叫びが起こった︒
刑車らは四人をせき立てて暗い戸口の方へ追いやったゥ
彼らはもくもくとして出て行った︒福田が金網ごLにの
ぞいてみるとー川田はいつもやるくせで︑額に垂れかか
るばさばさの硬い髪を︑手をあげてかきあげようとした
が1手がきかないので︑荒々しく首をふって︑皆といっ
しょに出て行った︒
・異様な︑息づまるような沈黙が留置場に行き渡った︒
でいたq中庭のやみ町中ではいったいどんなことが行な

もはやだれも敬わなかった︒銃声さえもさりきから止ん
われているんだろうで 銃声のやんだところをみると︑
虐殺は中止されて︑連れ出された連中は順次に中庭から
釈放されているのではあるまいか︒少なくも︑福田には
何となくそんな気がした︒そして︑彼の寧兄もいつとな
くおさまっていた︒
あとから分かったことであるが︑軍陣は朝鮮人を癒す
璽冒ちがって1社会主義者たちには銃砲でなく︑銃剣
中りそこないの起こらないような︑適確な虐殺手段をえ

九

の

らんたわけであった︒

を用いた︒銃剣で彼らを縦横に刺殺したのだ︒つまり︑

血
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外を見やった︒暗い虜の二カ所でやや大きなたき火がめ
らめ阜燃えている︒雲の低く垂れこめた空も依然として
血のように赤かったが︑庭土の上も一面に開じ上うな赤

﹁この小僧は助けてやりましょう︒まだほんの子供だ
から﹂
﹁ふむ﹂とうなるように言って︑峰山はふりむいて︑

ですよ︒それにふだんここいらで見かけたこともない奴

﹁十六だと言うのは︑まんざらごまかしでもなさそう

桶mの方をじろりと見た︒あまり賛成らしい風には見え

らを鼎い影のように動きまわっている．サーベルが鳴り︑

きで鞄められてい聖火のlまわりに武装した多数の兵士

銃剣がきらめく︒どこからともなく無気味な人間のうめ

ですかち︑きっと焔け出されてころげこんで来たに適い

なかった︒

耳をすますと︑それは一人や二人

のかたまっているのが見え︑何人かはあわただしくそこ

き声が聞こえてくる

ないと思うな﹂
いてきた︑そしてひかちびた︑太い︑いらいらした声で

この時武装した兵士が一人︑銃剣をもって峰山に近づ

のうめきではない︒そしてなまでさい︑異様な塔しいに
おい︑1−−血のにおいがむっとおそいかかる⁝⁝
どこかでコオロギがほそぼそと鳴石ている⁝⁝

言った︒
﹁早くつぎをよこして下さい︒そいつもやるんですか﹂

一人の兵士が︑何か大きな鼎い塊をやけに引きずって
戸口の近くを樋ぎっている︒引きずられているのはまさ

﹁こいつは助けてやりましょう︒まだ子供ですから﹂

そして彼は手軽をはずされて︑もとの房へ放りこまれ

だぞ︒ありがたく思え﹂

﹁ばか野郎︑おれ様のおかげで命を助けてもらったん

んた︒

しくつかんで二戸田から再び留置場の廊下へ引きずりこ

杉本は早口にそう亭つと︑いきなり荷田の片腕を荒々

に人間だ︑死骸だ︒その後には黒いものがだらだらあと
を引くn 血だ︒
荷田は思わず顔をそむけた︒手錠はかけられていてもー
一人放っておかれているのを車いに︑いきなりやみの中
へ逃げ出そうかと思った︒紺は用心ぶかくあたりを見ま
わした︒担寒がもどってきて︑ちらと福旧の方へ目を走
らせながら峰山にこう害っているのが耳にはいったe

をつまみ出すと同じやり方だった︒彼らの多くは︑すで

りして引きずhソ出すのであったのすてられた小猫か小犬

たも殺されないですんだことを︑別にうれしいとも︑あ

た二㌢﹂で彼は急に気がちがったように激しく泣き出し
りがたいとも思わなかった︒むしろ︑いくら憎んでも憎

へ引き立てられて行ったも

に観念しきりたように︑おとなしく︑すごすごと死の艦

よいよ徹しくなった︒看守は入り口へ行って刑車と小声
で何かささやき合っていたと畢っと︑廊下へもどってき

看守は脱を立ててどなりつけた︒患者甲うめき声はい

﹁注射してくれ︑モルヒネ・⁝＝﹂

うんうんうなりながら叫んでいた︒

隣の鰐で︑モルヒネ中毒の朝鮮人がひどく苦しがって︑

匹の蚊がプ！ノ︑ブーンとかすかなうなりを立てていた︒

つめたままいつまでもすわっていた㍉品悦のまありで︑一

なくらいだった︒福間は膿を抱いて︑きたない板哩を見

種田がやむと︑あたりは急にしいんとなって︑触気味

や頭から血を流していた︒

この時分に外から送りこまれで来たもので︑例外なく融

外に朝鮮人が間︑五人残っているだけだった︒いずれも︑

いた甜慮場の中もがらんとなった．福田の房にも︑鮎の

その時分になると︑あれほど朝鮮人でぎっしり詰まって

銃声は︑ほとんど絶えまなしに︑三時頃までつづいた︒

みたりないよう疎杉本ごときものに助けられたのがくや
しく㍉脚かー生とり過しのつかむ侮辱を与えられたよう
な気華えしたのだ︒こんな思いをするくらいなら︑彼は
中山や川田といっしょに殺された方がよっぽどまLだっ
たとさえ思った︒

一三

中産の方で再び銃声がひびき出した︑
鞘鮮人が三人また五人ずつ房から出されて1 つぎつぎ
と暗い外へ連れて行かれた︒中には明らかに中国人もま
じっていた︒大部分は労働者だったが︑中には六十あま
りと恩われる老人もあり︑若い娘もあった︒むろん名紺
をよばれるでもなく︑︹彼らは名前や住所さえも調べら
れなかったのだ︺戸口から巡査か刑事がはいって来て︑
一番手近なやつから︑寮をひっばったり︑腕をつかんだ
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そして看守は床に倒れて身もだえている朝鮮人労働者

﹁ヨポ︑せぁ来い︒すぐ注射してやっからな﹂

に映った︒縛られた人々の中には︑ちらほら女の姿も見

り︑銃剣をもった兵士が二︑三人で監視しているのが目

縛られた朝鮮人が百人ばかりごたごたとうずくまってお

り建物の内部は分からぬが︑ほの明るい軒下に︑両手を

を︑半ば抱き︑半ばひきずって中庭へ連れ出した︒まも

て︑患者を房から引きずり出して言った︒

なく看守はもどって来たが︑モルヒヰ患者は二度ともど

られた︒ところが︑かんじんの中膣の方は︑ほんの片隅
の一部しか見えなかった︒そこには︑まだ明けきちぬう

りて来なかった︒

朝になって︑圏十前後の日本人の土方がひとり︑福由

す明かりむ中に︑むしろをかけた︑いくつかの人間の形
が横たわっていた⁝⁝

ふたたび無気味なしずけさ︒時々地課が留寂場をがた
い︒福田の並びに︑五十ばかりの︑やつれはてた︑色の

の房へ放りこまれできた．彼はさっき警察寮の門のとこ

がたゆすぶるが︑もはやだれもそれにはおどろ吾はしな

ろで︑何人かの死骸をつんだ荷車を︑巡査二人がかりで

たヽ

﹁こんな目にあうのも︑国に女房と子供を残してきた

黒い朝鮮人がいて︑ひとりでぷつぷつつぶやいていた︒
痢だろうか﹂
いじゃないか︒人を殺すなんて︑まったく大変なことだ

﹁おおかた朝鮮人らしいが︑まさか殺さなくたってい

引いて出て行くのに出合ったと話した︒

よ︒ま7︑日分でいちどやられてみたらいい﹂

そしてさらにこうひとりごちた︒
﹁おれ甲貯金はいったいどうなるだろうか﹂

廿上え

の上にごろんと横になゥて︑プーッとやつれたほおをふ

彼ほいまいましげにそう言ったと思うと︑いきなり姥

このひとり言は︑寂しい︑悲しい二つらめしげな調子
そのうち︑果てしないものと思われた恐怖の夜も︑徐

でいく度となくくり返された︒
くらませて大きな吐息をした︒

そこへ︑﹂こんどは白地の銘仙のかすりの単衣に色のあ

徐に白みはじめた︒福田は便所へ出してもらって︑つい
でに鉄格子のはまった上部の小窓から︑のび上がって外

せたセルの柏をはいた︑やせ形の︑せいの高い︑三十前

くれる義務があるんだからね︒ぼくもせっかく保譜を求
めてきたんだから︑不穏な時期がとおりすぎるまで1−

寮はぼくDlように忠実な忠君愛国の経を危害から守って

けさ亀戸署へ保護を順って出たんだ・こんな際にゃ︑蟄

もぼくのl身辺に非常な危険が感じられるんでね︑じつは

そのせいか知らないが︑この二二二日というもの1どう

ぅ方で︑ちょいちょいいっしょに飲んだこともあるよ・

かなり知合いがあるよ︑大杉架なぞとはいささか気が含

くは交際がひろいから︑社会主義者や無政府主義者にも

はもともと︑熱心な烏塞中心主義者なんだ︒むろんーぼ

決してそんないかがわしい昔じゃない︒これでも︑ぼく

﹁社会主義者かと言いたいんだろう︒ところがぼくは

﹁さあ︑町かどの占い師か︑それとも⁝⁝﹂

るもんだが︑いったい何に見えるかね﹂

﹁はは墜分からんかね︒ところでぼくは野村と名の

何の事だか︑さっぱりどうも⁝⁝﹂

﹁へえ︑そりゃいったいどういう革かね管 おれにゃ

ら進んでやってきたんだよ﹂

﹁ぼくか︒ぼくは留置されたんじゃないよ︒ここへ自

たんかね？﹂

をのぞいてみた︒演武場がつい日の先にあ．った︒もとよ

後の壮士風の男が入れられてきた︒色白の顔に細い金ぶ
ちの眼鏡をかけ︑ちょっぴりと日ひげを立て︑何となく
人を小ばかにした二l昂憎もきな梯子をしていた︒彼はあ
ぐらになって板壁に寄りかかりながら︑しばらくはおち
っかない梯子でまわりをきょろきょろ見まわしていたが︑
やがてさきの土方に目をとめてこう聞いた︒
﹁l君は何でここへ連れて来られたんかね？・﹂
土方はねころんだまま腹だたしげに兜互た︒
﹁何でもくそもあるもんかやおら深川の木質宿で焼け
出されたんでき︒そこで砲声に古い知合いがあるのを思
い出してここまでやって来たが︑家が見つからないんで・
ぅろうちしてたんだよ︒そこ聖どっこい︑日管閥に怪
しまれて︑さんざんなでられたうえで︑警察へつき出さ
れたんでさ︒多分火事で焼け出されたのが法樺にふれた
んだろうよ﹂
﹁ふん︑そりゃおかしいよ︒それが事実なら︑明白な
人権じゅうりんだ︒だが︑君はうそをついてるんだろう︒
こんな所へ放りこまれる訳がないじゃないか﹂

きっとかっ払いか指揮をやったんだろう︒でなりりて
rなるほどね︒じゃ聞くが︑お前さんは何をやらかし
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と言っても︑二︑三日の串だろうがわ ー ここで厄介に
なるつもりだよ﹂
福田は思わず声を立てて笑い出した︒
﹁何がおかしい†﹂ 野村はひどく自壊心を傷つけら
れた様子で︑ひどくおうへいな態度で彼に突っかかった︒
﹁だって﹂と福田は︑いよいよ笑いながらやっと答え
た︒﹁ゆうべも︑おととい中晩も︑この昭圃場にいっぱ
い人間がいたんですよ︒それがけさまでにおおかたあそ
この庭へ連れ出されて︑兵隊どもに片っぽLからぽんぽ
ん激されてしまったんです︒ここは地獄へ道がひとつづ
きなんです︒こんな所へとぴこんで来るなんて︑よくよ
くの命知らず．ですね﹂
﹁えっ︑そ︑そりゃ本当かね？﹂
野村はすっかり顔色をかえた︑そしておかしいほどう
ちた与た様子で：なおいろいろ聞きただした︒楠田は妙
に恵地心もい瑞持ちにさそわれて︑ゆうペここで起こっ

がって︑窓の鉄格子に両手でつかま4たq
﹁宥守増しと彼は廊下にむかって半ば気がふれたよう
にわめき立てた︑﹁ぼくを出してくれ︑すぐここから山
してくれ︒ぼくはまちがったんだ．ぼくはただ任意で塵
塵を求めにきたんだ︒ぼくはもう警察の保雄はいらたい
んだ︒すぐにここから出してVれ︒出せ︑犯せ︑早くは
さんか﹂
牌は鉄格子をへし折りそうなけんまくだった︒一人き
りの看守は柱にもたれて︑相子のあごひもをかけたまま・
両腕をくんでいねむりをしていたが︑騒ぎにおどろいて
充血した臼をそろっと聞いた︒そして腕を立ててどなり
つけた︒
﹁うるさいっ︒しずかにせんかっ﹂
﹁命にかかわることだ︒しずかにして奉れ茶か︒すぐ
﹁刑事さんに諾ったらいいだろう﹂

にぼくを出してくれ﹂

﹁ばか油虫机はここが離れられるか︒だまってひっこ

﹁じゃすぐに刑事岩をよんでくれ︒すぐだ︒すぐによ
んでくれ﹂

た事をいかにも冷たい︑轟々しい調子でかなり詳しく話
してやった︒みなまで聞かないうちに︑野村の顔はまっ

一四

ああ︑由れの女はど
おれが息にいなくなったんで1泣
に二軍亡争え曇にろうか︑ああ︑ああ⁝＝・﹂

いて方々を捜し回ってるだろうか・おれは生音てあの女

ぅしているだろう官

地獄へ保雄を求めてくるなんて！

﹁ああ︑おれは何というばかな事をしたんた︑こんな

た︑泣きながらなさけない様子でぷつぷつ諾っていた3

をかかえこんだ︑そして子供の止うにしくしく泣き出し

片隅へ行って︑くず折れるように腰をおろし︑両手で劫

野村はぴたりとだまった︒と思うと・すごすごと醇む

膵に引き渡して︑どてっ脱に大穴をあけてやる・こ

﹁畜彗どうしても黙らんか︒ようし︑出ろひすぐ堰

んでろ﹂

さ缶になり︑妙に日がすわったようになってきた︒そし
て︑﹁しまゥたしと叫んだかと思うと︑いきなり飛び上

まもなく杉本刑事が朝鮮人を二人連れて留置場へやっ
て来た︒野村は金網ビLに刑事にとりすがるlようにして・
自分をすぐ出してくれと嘆願した︒
﹁君も久しぶりでここへやって来たんじゃないか﹂と
杉本は皮肉な︑相手をチメた調書で言ったq ﹁まあ︑飯
だけは食わせてやるから︑シラミに食われてゆっくり保
聾して行くさ︒きさまなんか塗装へ出たって︑脅迫か1
ヵクリをやるぐらいがオチで︑どうせろくな謡はしない
んだからな﹂
そして刑事はさっさと立ち去って・しまった・
﹁けしからん﹂ 野村はいよいよ大きな声でわめき散
らした︒﹁撃察雷の任務は良民を保護するにあるんだe
しかるに︑熱心な変図着たるわが輝を︑土方や半島人と
い︒しよにシテミに食わせるとは何事だe菅しこに到っ

五日目の夜がきた︑ひきつづく恐怖の夜が＝⁝

ては︑怯律も秩序もあったもんじゃない︒じつに一軍諾道
断︑重出械輿良民を苦し治るのを警察の任務と心得て

留置場は前夜と同じように朝鮮人でいっぱいになって

では甲暗く腫らし出され︑また二人にされた宥守巡査が

亀戸争察盤面烏繭と赤線のはいった弓張り提灯や丸鮎打

いた︒泥祝し﹂はだしたびでひどくよごされた狭い峠下璧

いるとしか思えん︒こんな了見だか・伝︑大震災も起こる
んだ︑無政府主義者や社会主我音も由でくるんだ︒国家
の前途のために︑‖じつに寒心に耐えぬ次第ではないか﹂
看守もとうとうかんしゃくを起こしてどなりつけたP

盈汀

〜・id il

月

九

山

つける音を聞いた．やはり︑つぎつぎと朝鮮人を中庭に
連れ出して虐殺しているらしかった︒にもかかわらず︑

ものものしい緊張した様子で︑サーベルを鳴らして行っ
たり来たりしていた︒まわり虻は相変わらず一脈の殺気

臼がさめると︑あたりがすっかり明るくなっていた︒

彼はまるで硝酸した人間のように眠ってしまった︒
房の中はまたもやがらんとなって︑福田の外に日本人の
誼が三︑閻人見えるだけだった︒野村は板壁にもたれて︑
ちにすっかりしょうすいして︑金線の的が由の下で国が

雨ひざを抱いて探いもの思いに沈んでいたが︑一夜甲っ
おもくぼみ︑病人のように好のうすい︑あわれな頼子に
﹁君はじっに良い脱胸だね﹂

なりTしまった︒
轍は柚田が起きた即を見て︑きっそく話しかけた︒
﹁同じ部屋のものがつぎつぎ激されてゆく中で︑君は
﹁やっぱりゆうぺもやったんですか﹂と相川はきいた︒

ぐっすり眠りとおしたじゃないか﹂

それでも拉中に何度かまじかな銃声で︑うすうす目が

今かと思って︑まったく生きた心地がしなかったよ︒さ

が鳴っていたんだ︒さいわいぼくは助かったがね︒でも︑

﹁うん︑やったよ︒つい咄け月まで埠でぽんぽん鉄砲

きめた︒一度は廊下で﹁アイゴー︑アイゴー﹂と大声で

はまだいいが︑銃剣でやるのはイヤだね︑オブゥってい

．がイヤになった︺ って雷つてたよ︒おれもつVづくこん

うよし って︒すると看守が︑︵つくづくおれもこの稼業

い1 やつれた顔をこわばらせ︑細い員をつり上がらせ︑

壁を乱した︑二十五︑六の女が立っていた︒彼女は青白

姉山主任のテーブルの前に︑洗いざらしの浴衣をきて︑

すごいけんまくで崎山につめ寄っていた︒彼女は中山の
拙著であったが︑福田はいちども会ったことがないので︑

・︐けじめな態度に︑刑事はいじ悪い興味をいだいているら

うな︑奉りふいな相手にくらべて︑現在の恥知らずな︑

言いのがれだわ︒中山にだってわたしという耳廟もあれ

に︑どうなったか分からないなんて︑あんまり柏賓址な

来られたことははっきり分かっているんです︒それだの

っきりきかせて下さい︒中山が缶とつい亀戸著へ連れて

﹁そんなあいまい壮齢ばかり言わないで︑止痛に︑は

だれか分からなかった︒

り合おうとしなかつたや盾守もそっぽをむいてにがにが

ば︑子供もあもんですよ︒何とか嘉任のある近笛むきか

ーブルの鵬つに︑食べあらした肉鍋があり︑そのまわり

り ぼく︑きたなノ＼︑ひどノヽ取りちらかって見えた︒テ

面をのぞいたりして︑いかにも苦しげな当惑中也を隠し

うにテーブルの引出しをあけてみたり︑手当り次第の根

の顔をまともに見ることができず︑捜しものでもあるよ

峰山は大きな臣をぎろぎろさせていたが︑中山の細君

ないうちは惰れませんわ﹂

にカニやコンビーフのカンのあきがら︑正宗のあき偶︑

たはずだ︒何しろこのとおり望Jたごた騒ぎだからね︑

﹁さっきも言ったとおりさ︒確かに三日の晩に釈放し

きれないでいた︒

手の上に伏せていぎたなく眠りこけていた︒

た︒一人の刑事が︑そのテーブルのはしに乱れた頭を両

徳利︑杯︑よごれた皿や審なぞが乱雑に放り出してあっ

襖ローソクの明かりで見た噂とちがって︑すべてがほこ

柄田は二階の商等刑事室へ連れて行かれた︒三日の脱︑

しげに笑っていた︒

．しく︑に・ヤリと皮肉な笑いむうかべただけで︑まるで取

・み︑両眼に涙をうかべてたのんだけ野村の平素のえらそ

．付は︑白菊もいっしょに出してくれと言って︑刑事を拝

十時頃︑杉本刑事が福田を連れ出しにやってきた︒野

逃げ拙さなノ︑もや﹂

．な所がイセんなった︒何とかしてきょうじゅうにここを

っきも1あの大男の刑醇が替守に富ってたがね︑︹鉄砲

泣き叫ぶ声を耳にしたL︑別の時は︑﹁こらっ︑歩かぬ
かっ﹂という風声といっしょに︑ぽかぽかと人をなくり

た︒

時まで眠りつづけるだろうと思われるような眠たさだっ

え︑今夜のうちに設されると分かっていても︑なおその

るような重い︑どうにもなら単眼たきをおぼえた︒たと

今lTは欲も恐れもなく︑ただ泥沼の中へ引きずりこまれ

ック︑悲哀︑恐怖︑心痛︑坦労なぞが掛もり鵜もって︑

かった︒前夜ほとんど眠らなかったうえに︑累常なショ

福田は号コ思った︒ところが︑彼はいま眠くてならな

ここにとめとノヽ気かな？﹂

﹁今夜もまたやりそうだな︒だけど︑いつまでおれを

わってくるような知さえした︒

たちの断末魔のうめきが︑どこからともなくかすかに伝

をLLおしてなまぐさい血の番がただよい︑死にかけた人

が締れていた︒福田には︑気のせいか︑さまざまな悪臭

．m
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もしかすると︑普視庁へ回したかも知れないけど⁝⁝﹂
﹁だって暫視庁は焼けたというじゃありませんかしと
醜女は鋭く問い返した︒
﹁そうか︒じゃ釈放したんだろう︒今ごろお前を捜し
まわってるかも知れないぞ﹂

りこうだぜ︒君だつて︑まだ男なしlこすも年頃でもなし
さ︑君くらいのきりょうがありや︑中山なんかよりずっ
と増した男も見つかろうってもんだよし
中山の細君はちょっと息をのんだ︑そして鋭い目つき
でこの刑事と蜂山の顔をかわるがわるにらみつけなが
ら︑息をはずませて育った︒
﹁串前たちは中山を殺したんだね︒みんなが評判して
ると音なんだねDそれが今になって下 げ票に見られま

そして蜂山はペンをとって帳面に何か曹きつけにかか
った・おれはこのとおり忙しいのでお前の相手なぞして
いと思って︑何のかんの︑すべったのころんだのと二言

はいるのがいかにもつらかった．彼は入り日の前でた

もそこ寸では急いで︑早足で撃て来たものの︑さて家

ず︑葛飾労働協議会の新しい書な看板が出ていた︒艇

の家には︐そま完目立たない表札と並んで︑相変わら

んを捜していらっしゃるよ﹂
彼は文子甲頭をなでて苦しくはげました︒川叩鶉東

捜しに行こうね・とうちゃんかあちゃんもきっと束ちゃ

﹁ひとりにしといて恐かったね︒寂しかったろう？
これからにいちゃんと二人でーとうちゃんかあちゃんを

あたりたご畦EL顔を押しっけた︒

班女はさっと駈けてきて︑彼の腰にからみついて︑脱の

ているのを見つけて︑福田が声をかけた︒それと知ると︑

してきゃっきゃっと遊んでいたqその中に文子がまじっ

小さい子供が四・五人1生まれてまのない小犬を相手に

狭い路次をはいると︑小さい水た苛やあ草撃地堕

一五

富わんでおとなしく引ききがった方がりこうだよ﹂
中山の細君は峰山の顔をじっと見た︒その鋭いまなざ
かは
ー・
h鈍
ツのように相手の顔に突き刺さるかと思われた︒
し

﹁おいおい︑ここは警察だよ︒あんまり面倒なことは

で言った︒

蝿を追いとはそうとでもするように︑おどしつける調子

たよ﹂
蜂山が帳面からはげかけた坊主頭をあげて︑しつこい

はどいつもこいつもずう体ばかり大きいくせに︑卑怯者

男らしくはっきり白状Lたらいいじゃないか︒お前たち

いごまかそうとしてるんだね︒穀したんなら殺したと︑

由られ由というように︒
こ中崎テーブルに架っぷしていた刑事が目をさまして︑
．椅子の上に身をそらし︑両手を高々とのばして未あくび
をした︒大あくびをしなが五㌢・中山の細君を目にとめた︒
その冷たい同いまなざしと︑荒々しい顔つきに墜今こ
．そ背びろをきて刑事でおさまっているがーもとは軍隊で
古参軍曹として新兵どもをふるえ上がらせてきた男のよ
うな特徴があった︒
﹁だれだい︑君仕官﹂と彼は人もなげな口調で言い出
した︒﹁ふん︑中山のかかあか︒恐くないね︒中山がこ
んなぺっぴんのかかあを持っているとは知らなかったよ︒
どうだい︑こんど性おれの女房にならんか．イヤかね︑
もう中山なんかあきらめちゃって︑外に亭主を捜す方が

彼女は叫び出した︒
﹁告なし！お前たち申子供が︑さきぎきどんな目
にあわされるか︑ようく見ているがいい﹂
そう言い放つと・禁はくる︒晶をむけて︑ばたば
﹁ぼく些冨ったことがよく分かつたかね！﹂

た部屋からとび出して行った．
福田掌れ吾中山の細君に彗とられてうっかE
で完が︑こ主われてようやく我にかえった蒜は捗
本桐革のテトフルの前に立たされて・何かくどくど説き
聞か荒ていたのだ・今後は・赤い不良どもとつきあい
してならぬということ︑荒の計らい芸を助けてやっ
た塑だからーすで里庄死んだも由と恩って︑これから
は二窓国家のために票するつもり品かねほなら血と
いうこと︑足場で見胞した夏を1世間申人たちに絶
対にロ外してはならない︑もし口外した蒜ろしいむく
い霊愚と思っ芸れIということなぞ︒被はただ︑機
械的にうなずいて聞いていた︒
こうして彼は雲と亀戸署の門を出ることができた︒

めらっていた︒

房酎

月
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﹁あらッ︑福聖亡んだわ﹂

家の中で芳江が目ざとく

堕せ見つけて叫んだ︒﹁よかった蕪あんた生きていた
のね！﹂
板東は上がり口へとび甲してきた︑そして福田をこえ
て︑表の方在日で捜しながら︑せきこんでこう聞いた︒
いゥLよじやない

でも分からなかった︒おそらく外の人たちがみんな警察
と軍隊の手にかかって殺されてしまったのに︑自分ひと
りが穀されもしないて﹁ひとりでのこのこもどってきた

ー
つ
︒

のが︑いかにも心苦しく︑掴すまない気がしたのである
芳江は福田のからだとほとんどすれずれにすわって︑
兜つぎ早の賞間をそそぎかけたサ
﹁楠田さんはあれからずりと塾戸署に入れられてたん

外の人たちは甘

でしょうe出てくるまで朝腹域にいたんでしょう︒じゃ︑

﹁にいさんは号
の官﹂
福田はだま．リて︑日華純れて︑しおしおと立っていた︒

生きて留脱

と詳しく確かめたりした︒中山の細君は腑をノヽいLはっ

に聞き入りながら︑ときどきロをはさんで︑状況をもつ

﹁おねがいたから︑福田さんとやら︑あんたがプ々′箱

らありlがたいけど︑福悶さん︑凪んたどう畢う？﹂

外の人たちも︑こんな風にしてぽつぽつ帰ってくるんな

よ︒ぷじでもどってきたの杜︑脂漏さんが初めてな誓

て雷ってる号ヱLけど∴だれひとりもどってやしないの

さんにきいたらね︒暫察じゃみんな三日の晩に慌したっ

朝鮮人といっしょに激されちゃったって三﹁も中山中興

ね︒でも︑イヤな評判があるのよ︒みんな三日の晩に︑

堀の中にいるわね︒まさか︑殻されたりなんかしないわ

にいさんや組合の人たち︑どうして石の？

あそこ．で起こったこと︑何もかも見てるわね︒いったい

﹁にいさんもだけど︑中山さんや北上さんたちはどうし
たのさ争・﹂
杜はやはり団を盛れたまま黙っていた︒
﹁じゃ︑あんたひとり・江の中こ
彼はや：L／さも申し訳なげに黙ってうなずいて見せ
た︒
うす暗い茶の間には︑母親と芳江の外に︑さつき響寮
の刑事室で見たばかりの中山の紺碧が来ていた︒福田は
女たちのそばへ行って︑両手をついて︑低く頭をさげて
小さい声で富った︒
﹁すみません﹂

の中で見られたことを︑何もかもそのままに話してくだ

て︑首を垂れたまま︑涙ひと筋も慌さなか︹たが︑話が

この女たちに対して何がすまないのか︑福田には自分

てね︒そのためにこんども飛んだまき添えをくねれたん

ところにかかると︑彼女は思わず食いしばった腑をかち

中山たちの沼隈場からつぎつぎと暗い庭へ洩れ出された

さいな︒きけば︑凧んたは中山とは古なじみなんですっ
ですりてね︒きござの刑事の口ぶりから察して︑わたし

田が手錠をはめられて処刑の腔へ連れ出された崎に語が

母親のおたつは細的っからしくしく泣いていたが︑川

たんだt・下手人はやっぱしあいつらなんだー・﹂

﹁やっぱり親されたんだ！ みんなはやつらに穀され

かちと鳴らして︑つぶやいた︒

杜中山は整されたものと覚悟していますから︑今さら何
を聞いてもかどろかないつもりです︒どうかはっきり聞
かせてください﹂
この女たちのために雨間は自分が酷い拷問にかけられ

ふれると︑いきなり細いかよわい田をふり樺って叫びだ

ているような気がした︒被が釈放される時︑刑事は留慌
だろうとおどかしたが︑それを思いだして苦しんだ訳で

場で見聞したことを世間にもらせばきっと酬いをうけ石

﹁うちの義夫は⁝⁝あの子は地謡のあった日に︑つぶ

した︒

いた︒何よりも轍はこの遺族たちを前にして麗相を語る

はなかった︒被はそんなおどし文句なぞとっくに忘れて

それだのに二二人もひとの命を助けた朝来が︑どこの馬

された躍増の下から︑三人まで子供を助けたしたんだよ︒
の骨だか知れない兵隊に刺し殺される五んて⁝⁝ああ︑

とはいえ︑うそとごまかしで要領よくこの場をのがれ

に忍びなかったのだ︒
ることも彼にはできなかった︒もはや仕方がなかった︒

日の夜の亀戸署内の光粟を︑あらまし語りおあった︒今

括mはうそとごまかしにならない備田で︑恐ろしい三

三！

神さま︑仏さま︑世の中はこれで良いものでしょうか⁝

たことを︑見たまま︑思い出すままに︑ぽつぽつ試し出

彼はついに膳をきめて︑三日の暁に亀戸署の中で起こっ
した∵話しながら︑彼はいくどか戒を流し︑むせび泣き
して言葉をとざらせた︒芳江も涙を流して食い入るよう
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習蝶と軍隊の手で膣殺された串寅を疑ってみる余地がな

や川田以下組合運動背八︑九人が多数の．朝鮮人とともに

殺し方をしたか︑いっぺんに分かってしまうもの︒でも︑

だった金舟﹂︑地謡のために支払わないでそのまま持ち帰

﹁そう言えばにいさんは︑一日に印刷所へ支払うはず

が二︑三人よると︑口でせのように革命︑革命と屠って

ようにこうつぶやいた︒﹁やっぱり革命だわ︒中山たち

えつめている様子だつたが︑やがて自分に言い聞かせる

′ヽ・ツ

中山の細君は空をにらむようにして︑何かを一心に考

それだから︑よけいにとり返したいおしと芳江はつよい
語調で富いはった︒

っていたのよ︒そして大切な公金だからと貰って︑腹巻

たっけが︑今になってあたしにもその気持ちが分かりで

いたかと思うと︑ふいにこう一扇いだした︒

かった︒臣を泣きはらした芳江が︑ちょっと考え沈んで

に入れて身につけていたんだけど二二日の晩にもその大

きたわやただ︑どうしたら革命ができるか︑あの人殺し
ど・⁝こ そして彼女はまた無念さのやり場がないらし

どもにカタヰが打てるのか︑それがよく分からないけ
く︑的鯛で血の気が白ノヽなるほど下唇をかんでいた︒

兄が粒されたんだとしたら︑その金いったいどうなった
んかしら︒警察が盗んだか軍陣が盗んだか知らないけど︑

金を腹巻に入れたまま胞芦署へ連れて行かれたわけなのも

山崎さんのような弁護士さんに頼んで抱底的に調べても

吊田はすぐにもここを立ち去る決心をしていた︒これ
以上この人たちの中にいるに耐えない気がしただけでな
く︑一刻も早く親方衆婦の行くえをつきとめ︑文子を堆

らいたいわ︒いくら相手が国家だからりて︑立派な強盗
殺人罪であることに変わりはないんだものー
﹁そりゃ︑お金のこともだけどさ︑わしはそれよか︑

さねばならないと思ったからだ︒福田の考えでは︑文子

紬か斗

せめて義美の死体などかえしてもらいたいよ︒政府とし
を半日だけここにあずけておいて︑いったん自分だけで

たがって︑いたるところの唯柱や︑板塀や︑神社の鳥居

きれざれになっていた︒そして東京も郊外に近づくにし

のような氾濫する洪水のようではなく︑ずっとまばらで︑

群れは︑いまだにあとをたたなかったが︑もはや数日猫

東京賢帝とにして︑厩舎へ薔もてゆく報災者避難者の

その所樟地が分かった︒補間はよろこび勇んで︑榎を僻
してT燕まで歩きとおすつもりで出発したのだった・

たnそれで親たちが干葉市の親戚へ避帰していることと︑

い親方の節跡で︑立退き先を願示した木札がたててあっ

同じ口の夕方︑福旧は文子をおぶって︑ふたたび東京
から千鶴につづく古い街道を急ぎ足で歩いていたqさっ
き襟川‡克って︑工場の焼跡に行ってみると︑さいわ

一六

知せず︑じだんだを踏んで泣き叫んだ︒芳江たちも人気

はもやは一時間でも福田だけをよそへ行かせることを承

工場卵塊跡へ行って様子を見て釆たかった︒しかし文子

たら︑殺しさえすりや︑死体にまで用があるわけじゃあ
るまいて﹂ おたつは相変わらずぽたぽた涙をこぼしな
がらうったえた︒
﹁死体は過してよこすまいよ︒死体を返せば︑どんな

がまだとても随感だから︑もう二二二日待つように言っ
たが︑福田は思いとどまろうとしなかった︒彼はやむな
く文子を連れて︑すぐにも出かけることにした︒
．そこで芳江は大急ぎで︑半つきの玄米堅牢たいて二人
に食べさせ︑さらに適中の用意のためにいくつかの捕り
飯をこしらえてやった︒そして路次即外まで翫旧たちを
送って出ながら︑まぶたを赤っげ／︑泣きはらした旧にあ
らたに涙道たたえて︑別れぎわにこう苫つたい
﹁福銅さん︑ふしぎなめぐり合わせで︑あんたは軋豪
ちが殺される即を︑煎控に且亡どけてくれた人なのよ
ただひとりの︑大切な雅人なのよ︒だから︑あなたには
これからも︑この率件の尊さた証人になっていただきた
いわ﹂
﹁ええ︑なりますとも︑自分甲稀にかけても⁝⁝﹂
福間はふかい感激をこめて答えた︒
﹁lじゃ︑さようなら︒文ちゃん︑おとなしくしてあん
の行くえが分からなかったら︑またここへもどってらっ

まりにいちゃんを困らせるんじゃないのよ︒万一親たち
しゃいねL

のが大部分で︑避難の途中で別れ別れになり︑互いの行

と石地鶴や︑立木の酔なぞ二増行人の臼にふれるほどの
所と物には︑ほとんどすきまもなく︑いちめんにべたべ
たと批きれが張りつけてあった︒立ちのき先を記したも
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うどん農が急ごしらえの小段がけの店を出していて︑飢

かをよく示していた︒遷ばたにはまた︑スイトン屈や︑

く且を肇づかい合い︑たずねている人たちがいかに多い

くに暁をこらして見るまでもなく︑そのあたりは︑白っ

や九提灯が忙しげにあっちこっちしていた︒そして︑と

いており︑在郷罪人や由瞥団員らしいものの弓張り提灯

もあった︒火のまわりには自照の巡査の姿がいくつか動

して︑涼しい顔をしていなければならなかったのだ⁝⁝

も︑轡祝庁も︑少しも単くけがれた手から血を洗い出と

府に干渉的な圧力をかけだしていた︒だか空目本政府

ましくなりかけていたし︑荏東京の外国外交官たちも頓

しかった︒今や朝鮮人膚穀の問題では︑国際典論がやか

それっきり永久に消えうせてしまうとでも考えているら

死髄を焼音すててさえし草えば︑自分らのやった悪業は

焼きすてにかかっているのであった︒この下手人ども墜

運んできて︑それらに石油をぶっかけて︑片っぽLから

て疏捜し︑また刺殺した娩百という大塊の死骸をここに

い曇首翼を冊くまでもなく︑砲声瞥察署が軍膵と兆課し

橋の手すりに寄りかかった人たちの日々にL五言二て

かなⅢ凪はぷきみな憩しい異臭をはこんできた⁝⁝

んに人間の死慨でおおわれていることが分かった︒かす

ぽい川原から操の大土手の傾斜面にいたるまで︑いも的

ひ鼻ユ

えた避難者か群れがそれをとりまいていた︒
夕日が沈みはてたころ︑覇田はようやく荒川放水路に
たどりついたりそして大地震中晩恒命からがら苧っじて
ここまで逃げのぴて︑土手の上で文子と典に一夜を明か
したことを脱いだした．そして今もな串文子といっしょ
に同じ場所をうろついていることをわびしく思いながら・
あの長い垣い木造の川ツ木桶にきしかかった︒見ると︑
右の手すりに か な り 大 勢 の 人 が 寄 り 整 ま っ て ︑ 太 い 水 道
鉄腎の橋のかかっている川下の方をT心に見守っていた︒
商い土手の上にも．人垣が築かれて︑同じように川下の
方をながめているのが見えた︒阿ごとかといぶかって・
福川も思わず幸すりに寄って行った︒
放水路は生い茂った葎やぶの間を白く光りながら︑淡
い夕もやの中をしずかに流れている︒くろぐろと延びた
水道鉄管の橋の少しばかり手輿白っぽい川原のあちこ
ちに︑かなり 大 き な 火 が あ か あ か と い き お い よ く 準 え て

せられたも間じだった︒この数日間︑悪夢ならぬ現実の

﹁お虫ぜい殺したもんだなア⁝⁝﹂

﹁みんな朝鮮だろ﹂

健界で︑彼が自分の田でじかに見てきたもの︑さらに現

いる︒たき火のようでもあり︑何かを焼いているようで

﹁いいや︑⁝⁝﹂ ﹁日本の主義者もだいぶんやられた
んだとき﹂

たちみんなもむろんいっしょにあそこにあるのだ︒そし

では︑中山さんの死帖もあそこにすてであるのだ︒川田

このやりとりを耳にして︑福川はほっと我にかえった︒

から︑﹁この事件の生きた乱入になってください﹂とi諾

むかって語らないで胱おかないであろう︒紋は川Ⅲの蹄

に︑一日以来︑きょうまでに経験したことをすべて人に

て良心が先わ旺ないかぎり︑蛇はチ十ンスのあるたび

ことができようか︒いや︑被は生きているかぎり︑そし

在ここで見つつあるものについて︑どうして黙っている

て︑雛は白骨ではまるで知らずに︑またもやふしぎなめ

われたぷ怨む︑その時の彼女のせつなげな息づかいとと

﹁ふーん﹂

ぐり合わせで︑こ母忘れがたい人たちの火弾に立ち会う

もになまなまと思い出した︒
﹁にいちゃん︑早／︑かあちゃんとこへ行こうよしと文

ことになった軸だ！
タやみは刻々漉くなりつつもつた︒川原のいくつかの
火炎は︑いよいよ赤さを増して︑燃えさかつたも掛川は

れから︑手すりを離れ︑タやみの中に長々とつづく旧式

て︑てのひらを合わせ︑日をとじて探く頭をさけた︒そ

短日抹川原でめらめらと燃えさか石火非の炎にむかつ

子が両足聖楽っぼって背中でじれだした︒

だした︒あの恐ろしい地超し﹂大火だけでも︑人間の生艦

な木並の四ツ橋を急ぎ足で渡って行った︒

今さらのように︑一口の正午以碑のでき事を何かと思い
に二度とは見られないほどの大変な︑深刻な大串排だっ

− 一九三〇畔

た︒さらにあのぎんこく㍑醇人狩りはそれにまさるLJも
しかも︑たった十六歳

の鞍は︑まったくの偶然ではあったが︑何も非のない︑

劣らぬ重大な腫史的事件だった

華出た労働通勤者たちがいっせいに殺されたと同じ場に
立も会わされたのだ︒いわば彼は現世の地獄めぐりをさ
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あとがき

なったつもりであるが︑その反面︑私は中国のある親し
い同志にたいして申し訳のないことをしでかしてしまゥ
た︒
じっは私が改作を終わりかけた時分︑北京大学の市立
強同志から私の妻のところへ手紙がとどいた︒キ同窓は
﹁石川啄木詩歌集﹂や﹁小林多喜二﹂の翻訳恕差して︑

あるが︑同時にまたいわゆる中ソ論争が日を追うて激化

国を友好訪問したときの記念としても忘れがたいもので

だ︒私はサさんにたいして心から申し訳ないと思うと刷

くれたばかりにこういう手ちがいが起きてしまったの

てら手紙をかきたいと思っていたのだが︑私の報也がお

は改作を終わってから︑寸さんにもそのことを知らせが

また文芸評論家として日本にも知られているが︑その手

し︑輝刻化しっつあった昨年の真夏をとおして書きつづ

あらしめるために︑この際改作を公表することを控えよ

巻頭の﹁瞳安賛歌﹂は︑昨秋﹁文化評論﹂の小説特集

けたものとしても私には特別な意義がある︒したがっ

うかとも考えてみた︒私は思い悩んで二︑三の親しい仲

紙の中で私の﹁延安賛歌﹂の中国語訳を完了したことを

て︑私はこんどこの作品を本番に収録するにあたって︑
存分に範をノ＼山えて︑いっそう充実したものにしあげて

間に相談した︒その結果私はこういう考えにおちつい

報じてあった︒私は︹しまったtJと思った︒私として

おこうという熱望を押えることができなかった．そのた

た︒下同意の訳された﹁越安賛歌﹂は︑私としてはやは

い作品である︒この作は三年前︑私が同志たちと共に中

めに地誌で発表した最初の稿が︑四百字づ埠で七十枚前

り糟いっぱいの努力をかたむけて昏いたもので︑﹁文化

号に発表したもので︑この創作薬の中ではもっとも新し

後にすぎなかった印に︑改作したものは百七七快にたっ

評論﹂に掴載され︑予翻心以上に多方面から好評をおくら

時に︑廿さんのせっかくの好意と労作をじゅうぷん意義

ったわけだ︒作者としては︑改作は前作よりずっと良く

した︒つまり九十枚も延びて︑もとの陪以上型長事にな
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かつたことたまことにすまなかったと思う︒ここに心か

ために︑下同志に改作を始めたことをいち埠く報告しな

ありがたいことなのである︒とはいえ︑租曲事ぬかりの

娼調がないはかりでなく！ヤつばりうれしいことであり︑

まの形で中国へ細別紹介されることに︑作者として何ら

れたも即だ︒だから︑改作以前の﹁延安賛醜﹂がそのま

だきたい︒

郎の輩﹂とともに︑私の郷土ものの一つとしてみていた

ために今日まで発表しないでおいたものである︒﹁長次

て作l晶が気にいらなかったわけではないが︑ある事値の

れでいる庭中に︑立間に住んでいてかいたもの︒けっし

る︒砂川における基地拡張反対崩争がはげしくたたかわ

﹁徳右衛門の家﹂は本怨ではじめて公蓑する作品であ

あとの﹁ゆらぐ大地﹂と﹁血の九月﹂は︑この二作だ

らお祀びしたい︒
けで本番の半分をしめる約三百枚の長さにた宣するが︑

﹁紅花璃﹂は一昨年二月の﹁文化評論Lにのせたもの
で︑﹁延安賛歌﹂とともに訪中旅行の記念の作品であ

四十一周年をむかえることを思えば︑この二つの作l品は

テロルをテーマにしたものである︒ことしの九月でその
すでに歴史小説のうちにかぞえてよいかも知れないやし

どちらも一九二三年の関東大旗異と︑それに伴った白色

嘘さんで広州の﹁草城晩報﹂にのり︑もう一つは李ださ
かし︑一九三〇年に私がこの轟祝の稿をかいた時には︑

る︒本集への収録にあたりでやはりいくらかの肇をくわ

んの翻訳．で︑天排市で発行される文学雑誌﹁新楷﹂にの

たた︒この作には二つの亘国訳があり︑一つの訳者は周

せられた︒
むろん現代を扱う観点からかいたものである︒そんな風
で︑この二つの小説の由来は相当にいりくんでいて︑長

l﹁長次郎甲妻﹂は︑私の﹁山の民﹂が初めて東京で出
版されたあと︑まだヒダ空軍山にいて執事したも埠で︑
い︒

三〇年の封には︑私は新しい進歩的な見地からふたたび

その後私の恩恵は急速に左翼化していった︒そして一九

甘いヒューマニズムの見地から扱ったものにすぎない︒

ん︑私がマルクス主義者となる以前のことであるから︑

たって大震災における自分の体験の記録をかいた︒むろ

た︒そこで私は﹁羊の怒る時﹂という題で︑約百回にわ

した︒

がただひとつの短編ものなので特に本巣に収めることに

とに今では私もその人の名前を失念してしまったが︑仮

さいわい労働者の熱心なあっせんのおかげで︑ある日そ

ることも知った︒私はぜひその人に会いたいと思った︒

を聞き知った︒同時にその少年は成人して今も喧きてい

から︑家へよくやってノヽる 労働者からこのエピソード

で︑一刑事の計らいで命を助けられた︒私は偶然のこと

の場までひき出されたが︑まだ子どもだからというの

台湾の台醇白報社から私は連載小説の執筆をた印まjm

大震災の数年あとに︑当時はまだ日本の植民地であった

今はもう年月の記憶もたしかでないが︑あの恐ろしい

﹁人民文学﹂の創刊号︹一九五一年二月︶に即せられ

衷盛業を作品として扱ってみる忠敬を感じた︒こうして
﹁羊の恕る時﹂の約嗣半を新しく番き改めたのが︑この

にY君とよんでおこう︒震災後すでに七年をすぎていた

たものである︒私は歴史小説をいくつか書いたが︑これ

﹁ゆらぐ大地﹂となった︒この腰はこんど初めて用いた

ので︑Y君はもう二十二三の︑やせ形の︑やや青白い︑

﹁ゆらぐ大地﹂につづいて︑私は同じ道﹁血の九月﹂

まる一日︑Y君をとらえて排さなかった︒そして讃畏山

浦酒な青年になっていた︒彼はその時︑小石川方面り場

の人は代々木初台の私の家をたずねてくれた︒残念なこ

のであるが︒
をかいた︒しかしこれは﹁羊の怒る峠﹂とは全く連関の
ないもので︑当時新しくえた特殊な材料によって勧めて

中で観が経巌したこと︑とりわけ三日夜の塾戸署の盈迫

は︑社会主義者河合尭虎はか十人前後の労働者が虐殺き

よまれた方にはすでに虫分かりのように︑この作品

は﹁血の九月﹂をかいた︒この中の︑河合ら虐殺前後の

した楷祝について根ほり翼はり書き出した︒こうして私

末に近い映出棺で活弁をやりていると言っていた．私は

作品化したものであった︒

れた︑いわゆる亀戸事件に眼樹したものである︒そのと

て描いたものである︒なお︑地題と同時に深川方面の紹
貴著が︑四方から迫る猛火に追われて逃げまわる帽封を

亀戸署のありさまは︑この生きた証人の口述にしたがっ

工があ可て︑少年もみなといっしょに亀戸署に検挙され

描くlCあたっては︑私の古い知人である福島聾太郎氏の

き︑たまたま河合の家に行き合わせていた十六歳の少年
た︒そして刷の九月三日の硬︑河合らといっしょに虐殺
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に捗り︑さらに住居を転々としたが︑原稿を掛失しなか

れの輿で境まみれになっていた︒この間に東京から閏魚

巻きにされたまま︑あの長い戦争朋間を︑わが家の押入

にこの頗稲三百枚あまりは︑細い紐で祝電にもぐるぐる

をどこでも出版してくれようとはしなかった︒そのため

たものの︑折かち弾圧に弾止とつづいた戦前の暗い時期
にあたっていたので︑こんな血なまでさい恐ろしい作品

表したい︒や
し﹂ころで︑﹁やらぐ大地﹂﹁山の九月﹂とかきあげはし

く︑痢分流に変えてはいるが︑この点を相記して謝意を

確粟手記を利用させてもらった︒むろんそのままではな

を朴君に報告して︑ようこびを分かちあえないことをつ

ってこの作品如ふたたび世に現われようとしていること

彼がパルチザンに参加して活動中に捜されたLLいうこと
を風のたよりにきいた︒私はい草︑日本の党の配慮によ

なく南船肘へ帰って行った︒それっきり消息がたえてし
まったので︑陰ながら身の上を心配していたが︑その後

この出版でいちばん骨を斬ってくれた朴泳軌同志はまも

となって性に出たことに私は心から感謝した︒ところが

が朝鮮の同意たち甲熱心な骨折りによりて︑細めて植字

らいだったと思うが︑執筆後十七年の歳月や後にこの件

に︑私は﹁血の九月﹂をいちおう書き改めて︑雑誌﹁人

一塾聖二年九月︑閑東大霞災三〇周年を記念するため

くづく班念に思う︒

終戦後︑それも一九四七坤にな↓て︑︹当時私はまた
民文学﹂で発讃した︒﹁血甲九月﹂躊発表後まも托ノ㌧

っただけがせめてものもうけ物であーた︒
ヒダ高山に住んでいたがJ よく私の所へやってきた朝
新中国で翻訳紹介されたときいているが︑訳者も︑掴棚
昨年八月二十三日聖Jカバタ紙に﹁関東大震災面目血

鮮の同志朴泳欽君に︑何かの機会でこの蝮まみれの原稿

年にちなんで﹂の中で︑終わりの方に私はつぎのように

語も私にはまだ分かっていない︒

本朝鮮民主同地岐阜鳳支部の同志たちと相談して︑この

を見せたものだ︒彼はひじょうに興奮した︒そして在日
原稿を出版することに決定した︒そして全巻を﹁血の九

こういう私の言葉が︑どこまで貨架かどうかは︑﹁ゆ

﹁⁝⁝こうした恐るべき一連の事実と真相が明らかに

審いた︒

らぐ大地﹂と﹁血の九月Lをよんでもらえは判断してい

れた︒もとより地方での仕串であったし︑部数も干部ぐ

月﹂と謹して︑非売品として︑山九四七年八月に出版さ

なるにしたがって︑それまでの私の人道主範的な世界
ただけるとⅢやっせ

傾

スの著作を研究し︑レーニンの ︹ 画 家 と 革 命 ︺ な ぞ を

馬

一九六四韓七月一日ピカソ屈より滞りて︒

江

観は根底からぐらつき始めた．私ほいつとなくマルク

関東大震災の大鹿数事件を翫城として︑共産主義と革

読みふけるようになってしまった︒けっきょく弘は︑
命への遠路をえらぷようになり︑今日に到りているの
だ﹂
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一︑一八九九蝉へ明臨二十二年︺十二月︑蝿阜県恵山市
に生まる︒本来ナカ少とよばれたが︑修をナカシとよ
むものはなく︑世間からは一般にエマ・シー一ウとよば
れ︑彼自身もいつとなくシュウと名のるようになっ
た．十輿五の中学時代から文学に親しみ︑当時まだ
名も知られていなかった国木田独歩の諸作品から深い
感報をうけた︒折から文学の世界では新しい自無主義
運動がじ上じよに頭をもたげつつあり︑雑誌﹁文襲世
界﹂が創刊されてその旗手の牧田をつとめつつあっ
たバ彼はこの雑誌をとおして︑初めて文芸の新しい思
潮と傾向にふれることができた︒
一︑一九〇八年︹明治四十一年︶︑被は東京へ出たが︑上
級学校へ進もうにもまるで学賢かえられなかった．わ

たりl水道局の製図係をしたりしながら︑暁星学校の
夜学部にかよってフラン孟P︒を学んだ︒文学への志望
は強まるばかりだゥた︒
一︑一九一〇年︹明治四十三年︶︑当時文城の有力な存鹿
だった﹁早稲田文学﹂が︑無名の新作家料世に謂介す
るために原稿を集めた︒彼は二〇枚の短編﹁酒Lをか
いてその編集部に送った︒﹁酒﹂は他の新作家国人の
批評家安倍能成︑小官塵降らも月評で掩臆した︒同年

作晶とともに掲載され︑非常に好評だった︒当時の新
の秋︑こんどは﹁早稲田文学﹂社のすす粒で︑第二の
短編﹁照旺﹂をかいた︒これは前作にまさる好評で︑
とくに詩人批評家岩野泡嶋によって︑谷崎の﹁刺育﹂
長田の﹁躇﹂と並べて︑﹁文革世界﹂誌上で称賛され
た．この二つの短編によって︑早くも二十二歳で被は
新進作家として文壇から認められ︑以後作家生活には
いった︒
一︑一九一六年︵大正四時U︑中編小説﹁山寺﹂をかき︑
なつた人たちの初期の作品にみられるような情熱が

稜に創作築﹁寂しき道﹂に収録︒阿部次郎は︑大きく

をつげ︑未熟ながら新しいマルクス主義の方向へ一歩

﹁山寺﹂にはあって︑後々までよまれるだろうと称賛

をふみ出そうとした︒なお︑﹁中央公論﹂のために﹁本

ずか朝十軍法ぐらいの日給で︑毘担所の臨時塵になっ

した一︒なお﹁寂しを遥﹂に収録された短編﹁小さい一

かったが︑肝から第一次世界大戦の最中で︑全編をつ

月に新潮社から出版︒一個の純真な恋愛小説にすぎな

一︑一九二七牡︑フランスから帰国した作者は︑まもな

﹁追放﹂の発行を麿きみやげにして︑作者はしばらノ︑
訪欧の肺にのぼった︒

をやはり﹁中央公論Llに発表したのも同じ頃だった︒

の南アフリカ経略に取材した戯曲﹁繭亜瑚争﹂へ九墟︶

郷村潜九郎﹂の巌脚の柄をかいたのも︑渠帝国主義音

人﹂は︑魯迅の弟︑周作人によって中国文に訳され︑
﹁新青年﹂にのった︒二九一八年十二月号︺

い世代のふかい共感をよんで︑たちまちl記録やぶりの

らぬいた作者の反戦的な︑強烈な人道主義の感情が若

く日本プロレタリア芸術適地に参加し︑つづいて田本
プロレタリア作家周憎の中央委員となりl︑雑誌﹁戦旗﹂

一︑一九一七年︑最初の長編小説﹁受難恕﹂を完成︑九

に長編﹁喝礁﹂を︑さらにまた一年後にはやはり長編

売れゆきを示した︒これに力をえて︑一年後にはさら

﹁甲板船客﹂﹁船大工﹂なぞの外︑﹁阿片戦争﹂五節を

の編集乗員となった︒﹁戦旗﹂には短編﹁黒人の兄弟﹂
発表した︒これは築地小劇場の求めに応じてかいたも

﹁不滅の像﹂を立てつづけにかいた︒
を出版した︒この作で初めて作者は社会問題にあさか

二一九二三−二四年にかけて︑長編﹁極光﹂上下二巻

ので︑小劇場員によって本郷座で上演された︒
一︑一九三〇年︑創作柴﹁阿片戦争﹂を戦旗社より出

らぬ関心を示したが︑相変わらず自由主義的︑人遅主
義的な観点より先へ進むことができなかった︒しかし

版︒夏に﹁血の九月﹂をかいたが︑終戦後まで公表の
機をえられず︒
に曹手︒郷里の歴史的な大鹿民一揆が題射なので︑高
山に長期滞在して資料の調査にあたっていたが︑つい

一︑l九三凶年ごろから︑生涯の大作﹁山の民﹂の創作

この間︑彼はすでに関東大震災を直接に経験し︑恐る
べき白色テロルを体験して︑思想上の大きな動揺と危
機を旛過しっつあった︒

一︑一九三ハ年秋︑長痴﹁追放﹂を新商社より出版︒こ
の作で彼は初めて自分の観念論的な人道主義にわかれ
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なく日中戦争が始まったが︑孤独な地方生活の中で︑
をつとめたが一年後に辞は︒﹁長次郎の車﹂ ﹁血の九

数名の同志とともに雑誌﹁人民文学﹂を創刊︒編攣藁

一︑一九五一年︑卿翼高山をひきあげ︑東京にもどる︒

ひたすら﹁山の民﹂の創作に没頭︒こうして太平洋楷
月﹂なぞ︒
一︑一九五三年︑中編小説 ﹁流人﹂︹るにん︺を青木書

に家族と共に数年間の予定で郷土に移り住んだ︒まも

争の始ま阜頃には︑おおかた完成していた︒朝時下︑
店より出版︒
より山糎︒呉力生によ巧て中国文に訳され︑上癖の劉

一︑一九五五年︑岳揃小説﹁氷の河﹂上下二番を理論社

東京での出願は思いも及ばなかったので︑謄写版が由
hソに高山で少部数を自費出版した︒しかし圧秒旺予恕
以上にすばらしく︑漂鳥伝治は手紙をよせT︑﹁これ

レタリア小説旗﹂ へ新日本咄廠社刊︶の第三巷に収録

行事として哩論社より出版︒これは近刊の﹁日本プロ

一︑一九九六年︑﹁本郷村墳九郎﹂を三度かき改め︑埠

安室出版社よりやはり二巻本として刊行さる︒

だけ町立派な作品は明治以来初めてだと思うしたまで
んで︑﹁山の民﹂は戦時下における作者の代襲的な抵

激放した︒戦争末期にかいた曲曲﹁討念坊物語﹂と並
抗作品といわれる︒

情動︒そのかたわら︑﹁山の民﹂の全面的な改作をつ
一︑一九六∵隼六月︑訪中団ホ作家団の一環として中層

二一九五七隼要旦

定価3軸円

煎弓撒け代剛粍雷士見咽且貯7

蒋T・針目吊川壇した航酬蛸はいたします

版︒作者の文学的由叔伝である︒

縄紗I互餌r2陀）173 背
振態蔚甘軋炉13681肺

﹁一作寂の歩み﹂を埋論杜より出

づけ︑三年をへてようやく完了︒一九四九年秋．東京
冬芽宙厨より出版︒﹁山の民﹂は一九五七年よりさら
﹁文化評論﹂に発表︒

への訪聞描行︒桔回の練︑﹁紅花端﹂﹁経安賛歌﹂なぞ

の予定︒

に大改作に着手して︑最後的な定稿余聞巻を理論社よ

一︑一丸田五年︑終戦後︑高山にあって日本共産党に入
龍︒ヒダ地区頗仕者として三年あまり党麺凛のために

り出版︒
適載︒
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一︑一九四九年春︑新作﹁本郷村普九郎﹂をアカハタに

創作鵜狂安寮歌
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