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芥川龍之介

明治十九年十 一月三日 のののの夜夜夜夜 であ った。。。。当時 十七歳だ った―― 家家家家 のののの令令令令
嬢嬢嬢嬢 ｜｜｜｜明子はははは、、、、頭頭頭頭 のののの禿禿禿禿げ た父親と い っしょに、、、、今夜 のののの舞踏会がががが催催催催さ るべ
きききき鹿鳴館 のののの階段をををを上上上上 って行行行行 った。。。。明明明明 いいいい瓦瓦瓦瓦 この光光光光 にににに照照照照らされた、、、、幅幅幅幅 のののの広広広広
いいいい階段 のののの両側 には、、、、殆人工にににに近近近近 いいいい大輪 のののの菊菊菊菊 のののの花花花花がががが、、、、三重 のののの籬籬籬籬をををを造造造造 つて
いた。。。。菊菊菊菊 はははは 一番奥 のがうす紅紅紅紅、、、、中程 のが濃濃濃濃 いいいい黄色、、、、 一番前 のがま っ白白白白
なななな花花花花びらを流蘇 のごとく乱乱乱乱 している のであ った。。。。そう してそ の菊菊菊菊 のののの籬籬籬籬
のののの尽尽尽尽きるあたり、、、、階段 のののの上上上上 のののの舞踏室 から は、、、、もう陽気なななな管弦楽 のののの音音音音がががが、、、、
抑抑抑抑ええええ難難難難 いいいい幸福 のののの吐息 のよう に、、、、休休休休 みなく溢溢溢溢 れ て来来来来 る のであ った。。。。
明子はははは夙夙夙夙 に フラ ンス語語語語とととと舞踏 と の教育 をををを受受受受け て いた。。。。がががが、、、、正式 のののの舞舞舞舞
踏会 にににに臨臨臨臨む のは、、、、今夜がまだ生生生生まれ て始始始始 め てであ った。。。。だ から彼女 はははは
馬車 のののの中中中中 でも、、、、折折折折 々々々々話話話話 しかける父親 にににに、、、、上上上上 のののの空空空空 のののの返事ば かり与与与与え てい
たたたた。。。。それ程彼女 のののの胸胸胸胸 のののの中中中中 には、、、、愉快な る不安と でも形容す べき、、、、 一種
のののの落着 かな い心心心心ももももちが根根根根をををを張張張張 って いた のであ った。。。。彼女 はははは馬車がががが鹿鳴
館館館館 のののの前前前前 にににに止止止止るま で、、、、何何何何た いら立立立立た し い眼眼眼眼をををを挙挙挙挙げ て、、、、窓窓窓窓 のののの外外外外 にににに流流流流れ て行行行行
くくくく東京 のののの町町町町 のののの乏乏乏乏 し い灯火をををを、、、、見見見見 つめた事事事事だ か知知知知れな か った。。。。
がががが、、、、鹿鳴館 のののの中中中中 へは いると、、、、間間間間もなく彼女 はそ の不安をををを忘忘忘忘 れるよう
なななな事件 にににに遭遇 した。。。。と いう のは階段 のち ょうど中程ま で来来来来 かか った時時時時、、、、

二人はははは 一足先 にににに上上上上 って行行行行くくくく中国 のののの大官 にににに追追追追 い ついた。。。。す ると大官 はははは肥肥肥肥
満満満満 した体体体体をををを開開開開 いて、、、、二人をををを先先先先 へへへへ通通通通ら せながら、、、、呆呆呆呆れたような視線 をををを明明明明
子子子子 へへへへ投投投投げ た。。。。初初初初 々々々々し い薔薇色 のののの舞踏 服、、、、品好くくくく頚頚頚頚 へかけた水色 のリボ
ンンンン、、、、それから濃濃濃濃 いいいい髪髪髪髪 にににに匂匂匂匂 って いるた った 一輪 のののの薔薇 のののの花花花花―― 実際 そ の
夜夜夜夜 のののの明子 のののの姿姿姿姿 はははは、、、、この長長長長 いいいい辮髪をををを垂垂垂垂れた中国 のののの大官 のののの眼眼眼眼をををを驚驚驚驚 かす べく、、、、
開化 のののの日本 のののの少女 のののの美美美美をををを遺憾なく具具具具え ていた のであ った。。。。とととと思思思思うとま
たたたた階段をををを急急急急ぎぎぎぎ 足足足足にににに下下下下りて来来来来たたたた、、、、若若若若 いいいい燕尾服 のののの日本 人もももも、、、、途中 でででで二人にににに
すれ違違違違 いながら、、、、反射的 にち ょいと振振振振 りりりり返返返返 って、、、、や はり呆呆呆呆れたような
一瞥をををを明子 のののの後姿 にににに浴浴浴浴せかけた。。。。 それからなぜ か思思思思 い ついたよう に、、、、
白白白白 いいいい襟飾 へへへへ手手手手をや って見見見見 てててて、、、、また菊菊菊菊 のののの中中中中をををを忙忙忙忙 しく玄関 のののの方方方方 へへへへ下下下下りて行行行行
った。。。。
二人がががが階段をををを上上上上りりりり切切切切ると、、、、二階 のののの舞踏室 のののの入 口には、、、、半白 のののの頬鬚をををを
蓄蓄蓄蓄えた主人役 のののの伯爵がががが、、、、胸間 にににに幾幾幾幾 つか の勲章をををを帯帯帯帯び て、、、、路易十五世式
のののの装装装装 ひを凝凝凝凝ら した年上 のののの伯爵夫人と い っしょに、、、、大様 にににに客客客客をををを迎迎迎迎え てい
たたたた。。。。明子はこの伯爵 でさ へ、、、、彼女 のののの姿姿姿姿をををを見見見見たたたた時時時時 には、、、、そ の老獪ら し い
顔顔顔顔 のののの何処 かに、、、、一瞬間無邪気なななな驚嘆 のののの色色色色がががが去来 した のを見見見見 のがさな か
った。。。。人人人人 のいい明子 のののの父親 はははは、、、、嬉嬉嬉嬉 しそうな微笑をををを浮浮浮浮 べながら、、、、伯爵 とととと
そ の夫人と へ手短 にににに娘娘娘娘をををを紹介 した。。。。彼女 はははは羞恥とととと得意とを交交交交 るるるる交交交交 るるるる味味味味
った。。。。がががが、、、、そ の暇暇暇暇にも権高なななな伯爵夫 人 のののの顔顔顔顔だち に、、、、 一点 下品なななな気気気気があ
る のを感感感感づくだけ の余裕があ った。。。。

舞踏室 のののの中中中中 にも至至至至るるるる所所所所にににに、、、、菊菊菊菊 のののの花花花花がががが美美美美 しく咲咲咲咲きききき乱乱乱乱れ ていた。。。。そう し
てまた至至至至るるるる所所所所にににに、、、、相 手をををを待待待待 っている婦人たち のレ エスや花花花花やややや象 牙 のののの扇扇扇扇
がががが、、、、爽爽爽爽 かな香水 のののの匂匂匂匂 のののの中中中中 にににに、、、、音音音音 のな い波波波波 のごとく動動動動 いていた。。。。明子はははは
すぐに父親 とととと分分分分れ て、、、、そ の奇羅びや かな婦人たち のあ る 一団と い っし
ょにな った。。。。それは皆同じような水色やややや薔薇色 のののの舞踏 服をををを着着着着 たたたた、、、、同年
輩輩輩輩ら し い少女 であ った。。。。彼等 はははは彼女をををを迎迎迎迎え ると、、、、小鳥 のよう にさざ め
きききき立立立立 って、、、、 口口にににに今夜 のののの彼女 のののの姿姿姿姿がががが美美美美 し い事事事事をををを褒褒褒褒 めめめめ立立立立 てたりした。。。。
がががが、、、、彼女がそ の仲間 へは いるや 否否否否やややや、、、、見知らな いフラ ンスの海軍将
校校校校がががが、、、、何処 から か静静静静 にににに歩歩歩歩 みみみみ寄寄寄寄 った。。。。そう して両腕をををを垂垂垂垂れたまま、、、、丁寧
にににに日本風 のののの会釈を した。。。。明子はかす かながら血血血血 のののの色色色色がががが、、、、頬頬頬頬 にににに上上上上 って来来来来
る のを意識 した。。。。しかしそ の会釈がががが何何何何をををを意味す るかは、、、、問問問問うま でもな
くくくく明明明明かだ った。。。。だ から彼女 はははは手手手手にしていた扇扇扇扇をををを預預預預 つて貰貰貰貰う べく、、、、隣隣隣隣 にににに
立立立立 っている水色 のののの舞踏 服 のののの令嬢をふり返返返返 った。。。。とととと同時 にににに意外 にも、、、、そそそそ
のフラ ンスの海軍将校 はははは、、、、ちらりと頬頬頬頬 にににに微笑 のののの影影影影をををを浮浮浮浮 べながら、、、、異様
な アクサ ンを帯帯帯帯びた日本語 でででで、、、、 は っきりと彼女 にこう い った。。。。
「「「「
い っしょに踊踊踊踊 っては下下下下さ いませんか。」

間間間間もなく明子はははは、、、、 そ のフラ ンスの海軍将校とととと、 「
美美美美 しく青青青青 きダ ニウ
ブブブブ」」」」のヴ ア ルスを踊踊踊踊 っていた。。。。相 手 のののの将校 はははは、、、、頬頬頬頬 のののの日日日日にににに焼焼焼焼けた、、、、眼鼻
立立立立ち の鮮鮮鮮鮮なななな、、、、濃濃濃濃 いいいい口口口口髭髭髭髭 のあ る男男男男 であ った。。。。彼女 はそ の相 手 のののの軍服 のののの左左左左

のののの肩肩肩肩 にににに、、、、長長長長 いいいい手袋をををを嵌嵌嵌嵌 めた手手手手をををを預預預預く べく、、、、余余余余 りに背背背背がががが低低低低 か った。。。。がががが、、、、
場馴れ ている海軍将校 はははは、、、、巧巧巧巧にににに彼女をあ しら って、、、、軽軽軽軽 々々々々とととと群集 のののの中中中中をををを
舞舞舞舞 いいいい歩歩歩歩 いた。。。。そう して時時時時 々々々々彼女 のののの耳耳耳耳 にににに、、、、愛想 のいいフラ ンス語語語語 のののの御世
辞辞辞辞さえも囁囁囁囁 いた。。。。
彼女 はそ の優優優優 し い言葉 にににに、、、、恥恥恥恥 しそうな微笑をををを酬酬酬酬 いながら、、、、時時時時 々々々々彼等
がががが踊踊踊踊 っている舞踏室 のののの周囲 へへへへ眼眼眼眼をををを投投投投げ た。。。。皇室 のののの御紋章をををを染染染染 めめめめ抜抜抜抜 いた
紫紫紫紫 ｜｜｜｜縮緬 のののの幔幕やややや、、、、爪爪爪爪をををを張張張張 った蒼竜がががが身身身身 をうねら せている中国 のののの国旗
のののの下下下下には、、、、花花花花 ビ ン々々のののの菊菊菊菊 のののの花花花花がががが、、、、あ る いは軽快なななな銀色をををを、、、、あ る いは
陰鬱なななな金色 をををを、、、、人人人人波波波波 のののの間間間間 にちら つかせていた。。。。しかもそ の人波 はははは、、、、三三三三
鞭酒 のよう に湧湧湧湧きききき立立立立 って来来来来 るるるる、、、、花花花花 々々々々し いドイ ツ管弦楽 のののの旋律 のののの風風風風にににに扇扇扇扇
られ て、、、、しばらくも目目目目まぐるし い動揺をををを止止止止めな か った。。。。明子はや はり
踊踊踊踊 っている友達 のののの 一人とととと眼眼眼眼をををを合合合合 はすと、、、、互互互互にににに愉快そうな頷頷頷頷きを忙忙忙忙 し い
中中中中 にににに送送送送 りりりり合合合合 った。。。。がががが、、、、そ の瞬間 には、、、、もう違違違違 った踊踊踊踊りりりり手手手手がががが、、、、まるで大大大大
きな蛾蛾蛾蛾がががが狂狂狂狂うやう に、、、、何処 から かそ こ へ現現現現れ ていた。。。。

