おく の細 道を 辿 り﹃ 秋か ぜの 記﹄ 刊 行後 ︑

も ろ く に

夫浮 風の 故郷 で 生を 全う

ちようむ

あ ん し つ こは く あ ん

ふ とこ ろ

明和６年︵１７６９ ︶︑京の岡崎にあった諸九尼︵なみの俳号︶の庵室湖白庵に︑まっ
赤 になっ て興奮し た芭蕉 研究学 者蝶夢が とびこ んできま す︒
きょらい

﹁た ︑大 変な もの を伊 賀︵ 芭蕉の 故郷 ︶で見 つけ てきま した ﹂と 懐 か ら手書 きの 冊子 を
とりだ します ︒去来 ︵芭蕉の 高弟︶ 自筆の﹃ おくの 細道﹄で す︒
ふふう

﹁私はこれを出版し︑世の中に芭蕉先生の偉大さを知らせたいのです︒お手伝いください﹂
命 令口調の 蝶夢の 情熱に ︑老いた 諸九尼 も若き日 の夫湖 白浮風に 初めて 会った ときの喜
びが︑よ みがえ ってきま した︒ 去来の 字の判読 からは じまり版 の校正 まで︑２ 人は魂 を奪
われた ように なります ︒

当 時の女性 の年齢 からみ て驚くば かりで す︒

ば

ぬ か だ ぶ ん か

つまごめ

この旅の 記録が 明和９年 ︵１７ ７２︶刊 行の﹃ 秋かぜ の記﹄で す︒出 版してく れたの は
亡夫浮 風と協力 して︑ 野坡顕 彰碑を建 立した 書店経営 者額田 文下です ︒かつ て浮風 となみ
が不 倫の駆落 ちをし て京に逃 げたと き︑かく まって くれた 額田正三 郎の息 子です︒ 上下２
巻の 作品で すが︑ 書きだし 部分の 一部だけ を︑原 文で書い ておき ます︒
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こう して刊行 したも のが︑現 在︑蝶 夢版﹃ おくの細 道﹄と 呼ばれる 貴重な 文献です ︒
﹁ 私もおく の細道 を歩いて みたい ﹂
作業が終わった明和８年︵１７７１︶︑諸九尼は蝶夢にこういいました︒蝶夢はあわて

才 でした ︒なにし ろ路銀 もろくに 持たぬ 老女のひ とり旅 です︒

てとめ ましたが ︑どう 説得して も耳に 入りませ ん︒ま るで少 女のよう な表情 でだだを こね
ます︒ ときに ︑諸九尼 は

や

おばすて

キ

14

ロ歩いたことになります︒もちろん︑数日間宿泊したり句会に参加したりしていますから ︑

近江八 幡︑石 山︑京都 と５５ ０里を 約５ヶ月 で歩き ます︒単 純に計 算すると １日に 約

こうし て諸九尼 は︑江 戸︑鹿島 ︑水戸 ︑白河︑ 松島︑ 那須︑ 日光︑姥 捨︑諏 訪︑妻籠 ︑

歓 迎され ます︒次 々に知 人を紹介 し︑旅 費もカ ンパして くれま す︒

﹁そ うか︒ あんた が野坡先 生の顕 彰碑を大 坂に建 ててくれ た浮風 の奥さ んか﹂と なって 大

江戸 の越後屋 ︵有名 な両替商 ＝銀行 ︶の番 頭だった ことが あり︑な じみの 地です︒

江戸で はまだ 諸九尼の 夫浮風 が尊敬し た野坡 の門人た ちが生 き残って いまし た︒野 坡は

ます︒

学 者・俳人 ・僧侶 ・富商 ・豪農・ 村長な どに山の ような 紹介状を 書いて 持たせ ︑送りだ し

心配 した蝶 夢は︑か つて松 島︵宮城 県︶に 旅した とき知り あった 人たちは じめ︑ あらゆる
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﹁︵芭蕉先生の奥の細道にひかれて︶年老ひし尼の身なれど︑道祖神の憐みたまふにや︑
な ご り

はからず も誘は れ逢坂の 関のあ なたにこ えゆく ことに なりぬ︒ 住みな れし草の 戸もま たい
つかは と︑名 残の露置 きそふ るここち す﹂
﹃奥 の細道﹄ とよく 似ていま すね︒ 末尾は 大津の石 山寺に 到着し︑
﹁は らりは らり萩 吹く音や びわの うみ﹂と いう句 でとめて います ︒
こ の旅の エッセイ は女流 文学と してはま さに異 色の内容 ですが ︑刊行さ れたあ と評判に
なった との資料 はあり ません︒ おそら く彼女が 世話に なった 人たちに ︑お礼 のつもり で贈

回忌を

っただけだったと思われます ︒﹃秋かぜの記﹄の全文が知られるようになったのは︑昭和
年︵ １９６ １︶有名 な九州 の芭蕉研 究学者 大内初夫 氏が復 刻して からです ︒
安 永２年︵ １７７ ３︶岡 崎の火事 で︑湖 白庵が類 焼しま す︒
﹁草庵焼 け跡を ながめて
焼けし 野の所々 やすみ れ草﹂
のうがた

と詠 んだ彼女 は︑額 田文下の 書店に 移り世 話になり ますが ︑安永６ 年亡夫 浮風の
すま せたあ と︑浮 風の生ま れた直 方︵現・ 福岡県 直方市︶ をめざ して旅 に出ます ︒亡夫 の

才で世を 去りま

故 郷で余 生をすご し︑静 かに夫の 冥福を 祈って 死のうと 思った からです ︒別れ のあいさ つ
を受け た蝶夢は ︑
﹁忘る まじ身 にしむ今 日の物 語﹂
と短 冊に記 し与えま す︒
直 方では︑ あばら やでひっ そり暮 らし︑ 天明１年 ︵１７ ８１︶９ 月︑
した︒
この２ 年後に与 謝蕪村 が亡く なってい ます︒
読者 の皆さん ︑浮風 となみ夫 婦をど のように 思われ ますか ︒

みな紅葉
汲 め ば 水な り
高雄川
永 松な み
とがのお

掲 載 の記 事 ・ 写 真・ イ ラ スト 等 の 全て の コ ンテ ン ツ 無断 複 写 ︑転 載 を 禁じ ま す ︒

高雄 は京都の 西北に あたる渓 谷で︑ 槇尾︑栂 尾と共 に紅葉の 名所で あ
ことご と
る︒渓流は 清流川となって保津川に合している︒句意は岩も岸も悉く
散紅葉で錦 の如く埋めつくされていて︑試みに岩間の紅葉を汲みとる
ように両 の手で︑掻きとって見ると︑どこまでも紅葉かと思われたの
に下 は美し い水が流 れてい た︒
※ ﹁ 湖 白庵 諸 九 尼 全 集 ﹂︵ 和 泉 書院 ︶ の 阿部 王 樹 氏の 鑑 賞を 引 用さ
せて いただ きました ︒
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