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芥川龍之介

先生 はははは、、、、本本本本をををを置置置置 いて、、、、今今今今 しししし方 小間使がががが持持持持 って来来来来たたたた、、、、小小小小さな
名刺をををを 一瞥 した。。。。象 牙紙 にににに、、、、細細細細 くくくく西山篤 子とととと書書書書 いてあ る。。。。 どどどど
うも、、、、今今今今 ま でに逢逢逢逢 った事事事事 のあ る人人人人 では、、、、な いら し い。。。。交際 のののの
広広広広 いいいい先生 はははは、、、、籐籐籐籐椅 子をををを離離離離 れながら、、、、 それ でも念念念念 のののの為為為為 にににに、、、、 一通
りりりり、、、、頭頭頭頭 のののの中中中中 のののの人名簿簿簿簿をををを繰繰繰繰 っっっってててて見見見見たたたた。。。。がががが、、、、や はり、、、、 それら し い
顔顔顔顔もももも、、、、記憶 にににに浮浮浮浮 ん で来来来来な い。。。。 そ こで、、、、栞代 りに、、、、名刺をををを本本本本 のののの
間間間間 へはさ ん で、、、、 それを籐椅 子 のののの上上上上 にににに置置置置くと、、、、先生 はははは、、、、落着 かかかか
な い容 子 でででで、、、、銘仙 のののの単衣 のののの前前前前 をををを直直直直 しながら、、、、ち ょいとまた、、、、
鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先 のののの岐阜提灯 へへへへ眼眼眼眼をや った。。。。誰誰誰誰もそう であろうが、、、、待待待待たたたた
せてあ る客客客客 より、、、、待待待待たせて置置置置くくくく主 人 のののの方方方方がががが、、、、 こう いう場合 はははは
多多多多 くくくく待遠 し い。。。。最最最最 もももも、、、、 日頃から謹厳なななな先生 のののの事事事事だ から、、、、 これ
がががが、、、、今 日 のような未知 のののの女客 にににに対対対対 してでなくとも、、、、 そうだと
いう事事事事 はははは、、、、わざ わざ 断断断断 るるるる必要もな いであろう。。。。
やが て、、、、時刻を はか って、、、、先生 はははは、、、、応接室 のののの扉扉扉扉をあけた。。。。
中中中中 へは い って、、、、 おさ へて いた ノツブ を離離離離す のと、、、、椅 子にかけ
て いた四十か っこう の婦 人 のののの立上 った のとが、、、、殆殆殆殆、、、、同時 であ
るるるる。。。。客客客客 はははは、、、、先生 のののの判別をををを超越 した、、、、上品なななな鉄御納戸 のののの単衣をををを
着着着着 てててて、、、、 それを黒黒黒黒 のののの絽絽絽絽 のののの羽織がががが、、、、胸胸胸胸だけ細細細細 くくくく剰剰剰剰 した所所所所 にににに、、、、帯止

め の翡 翠をををを、、、、涼涼涼涼 し い菱菱菱菱 のののの形形形形 にうき上上上上ら せて いる。。。。髪髪髪髪がががが、、、、丸髷
にににに結結結結 ってあ る事事事事 はははは、、、、 こう いう些事 にににに無頓着なななな先生 にも、、、、すぐ
わ か った。。。。 日本 人にににに特有なななな、、、、丸顔 のののの、、、、琥珀色 のののの皮膚 を した、、、、
賢 母ら し い婦人 であ る。。。。先生 はははは、、、、 一瞥 して、、、、 この客客客客 のののの顔顔顔顔をををを、、、、
ど こかで見見見見たたたた事事事事があ るよう に思思思思 った。。。。
―― 私私私私がががが長谷川 です。。。。
先生 はははは、、、、愛想 よく、、、、会釈 した。。。。 こう いえば、、、、逢逢逢逢 った事事事事があ
る のなら、、、、向向向向う でいい出出出出すだろうと思思思思 ったから であ る。。。。
―― 私私私私はははは、、、、西山憲 一郎 のののの母母母母 でござ います。。。。
婦 人はははは、、、、 は っきりした声声声声 でででで、、、、 こう名乗 って、、、、 それから、、、、 丁丁丁丁
寧寧寧寧 にににに、、、、会釈をををを返返返返した。。。。
西山憲 一郎と いえば、、、、先生もももも覚覚覚覚え て いる。。。。や はりイブ セ ン
や ストリ ントベ ルク の評論をををを書書書書くくくく生徒 のののの 一人 でででで、、、、専門 はははは確確確確 かかかか
独法だ ったかと思思思思うが、、、、大学 へは い ってからも、、、、 よく思想問
題題題題をををを提提提提げ ては、、、、先生 のののの許許許許 にににに出入した。。。。 それが、、、、 この春春春春、、、、腹膜
炎炎炎炎 にににに罹罹罹罹 つて、、、、大学病院 へへへへ入院 した ので、、、、先生もももも序序序序ながら、、、、 一一一一
二度 見舞 いに行行行行 ってや った事事事事があ る。。。。 ここここのののの婦 人 のののの顔顔顔顔をををを、、、、ど こ
かで見見見見たたたた事事事事があ るよう に思思思思 った のも、、、、偶然 ではな い。。。。あ の眉眉眉眉
のののの濃濃濃濃 いいいい、、、、 元気 のいい青年とととと、、、、 この婦 人とは、、、、 日本 のののの俗諺がががが、、、、
瓜二 つと形容す るよう に、、、、驚驚驚驚くくくく程程程程、、、、よく似似似似 ている のであ る。。。。

―― はあ、、、、西山君 のののの……そう です か。。。。
先生 はははは、、、、独独独独り で頷頷頷頷きながら、、、、 小小小小さな テ エブ ルの向向向向う にあ る
椅 子をををを指指指指 した。。。。
―― どう か、、、、あれ へ。。。。
婦 人はははは、、、、 一応、、、、突然 のののの訪問をををを謝謝謝謝 してから、、、、また、、、、 丁寧 にににに礼礼礼礼
を して、、、、 示示示示された椅 子にににに腰腰腰腰を かけた。。。。 そ の拍 子にににに、、、、袂袂袂袂 から白白白白
いも のを出出出出 した のは手巾 であろう。。。。先生 はははは、、、、 それを見見見見ると、、、、
早速 テ エブ ルの上上上上 のののの朝鮮 ｜｜｜｜団扇をすす めながら、、、、 そ の向向向向うううう側側側側
のののの椅 子にににに、、、、座座座座を しめた。。。。
――結構なおすま ひでござ います。。。。
婦人はははは、、、、稍稍稍稍、、、、わざ とら しく、、、、室室室室 のののの中中中中をををを見回した。。。。
―― いや、、、、広広広広 いば かりで、、、、 一向 かま いません。。。。
こう いう挨拶 にににに慣慣慣慣れた先生 はははは、、、、折折折折 から小間使 のののの持持持持 って来来来来たたたた
冷茶をををを、、、、客客客客 のののの前前前前 にににに直直直直さ せながら、、、、直直直直 にににに話頭をををを相 手 のののの方方方方 へへへへ転換
した。。。。
―― 西山君 いかが です。。。。別段御容態 にににに変変変変 りはありませんか。。。。
―― は い。。。。
婦 人はははは、、、、 つつま しく両手をををを膝膝膝膝 のののの上上上上 にににに重重重重ねながら、、、、ち ょいと
語語語語をををを切切切切 って、、、、それから、、、、静静静静 にこう い った。。。。や はり、、、、落着 いた、、、、
滑滑滑滑なななな調子でい った のであ る。。。。

―― 実実実実 はははは、、、、今今今今 日日日日もももも伜伜伜伜 のののの事事事事 でででで上上上上 った のでござ いますが、、、、あれ
もとうとう、、、、 いけません でござ いま した。。。。在生中 はははは、、、、 いろ い
ろろろろ先生 にににに御厄介 になりまして……
婦 人がががが手手手手にとらな いのを遠慮だと解釈 した先生 はははは、、、、 この時時時時
ち ょうど、、、、紅茶茶碗をををを 口口口口 へへへへ持持持持 って行行行行 こうと して いた。。。。なまじ
ひに、、、、くどく、、、、すす めるよりは、、、、自分 でででで啜啜啜啜 つて見見見見せる方方方方が い
いと思思思思 ったから であ る。。。。所所所所がががが、、、、まだ茶碗がががが、、、、柔柔柔柔なななな 口髭 にとど
かな い中中中中 にににに、、、、婦 人 のののの語語語語はははは、、、、突然、、、、先生 のののの耳耳耳耳をおびや かした。。。。
茶茶茶茶をををを飲飲飲飲 んだも のだらう か、、、、飲飲飲飲 まな いも のだらう か。。。。―― こう
いう思案がががが、、、、青年 のののの死死死死と は、、、、全全全全 くくくく独立 して、、、、 一瞬 のののの間間間間、、、、先生
のののの心心心心をををを煩煩煩煩わ した。。。。がががが、、、、何時ま でも、、、、持持持持ちちちち上上上上げ た茶碗をををを、、、、片片片片ずずずず
けず に置置置置くくくく訳訳訳訳には行行行行 かな い。。。。 そ こで先生 はははは思切 って、、、、がぶ り
とととと半碗 のののの茶茶茶茶をををを飲飲飲飲 むと、、、、心心心心もち眉眉眉眉を ひそめながら、、、、 むせるよう
なななな声声声声 でででで、、、、 「「「「 そりゃあ」」」」と い った。。。。
―― ……病院 におりま した間間間間もももも、、、、 よくあれがお噂噂噂噂など致致致致 しししし
たも のでござ います から、、、、 おおおお忙忙忙忙 しかろうと は存存存存 じま したが、、、、
おおおお知知知知ら せかたがた、、、、 おおおお礼礼礼礼をををを申上げ ようと思思思思 いまして……
―― いや、、、、どう しまして。。。。
先生 はははは、、、、茶碗をををを下下下下 へへへへ置置置置 いて、、、、 そ の代代代代 りに青青青青 いいいい蝋蝋蝋蝋をををを引引引引 いた団団団団
扇扇扇扇をとりあげながら、、、、憮然と して、、、、 こう い った。。。。

―― とうとう、、、、 いけません でしたかなあ。。。。ち ょうど、、、、 これ
からと いう年年年年だ った のですが ……私私私私 はまた、、、、病院 のののの方方方方 へも御御御御
無沙汰 して いたも のです から、、、、もう大抵、、、、 よくなられた事事事事だだだだ
とば かり、、、、思思思思 っていました―― す ると、、、、何時 になります かな、、、、
なくなられた のは。。。。
―― 昨 日がががが、、、、ち ょうど初七 日でござ います。。。。
――や はり病院 のののの方方方方 でででで……
―― さよう でござ います。。。。
―― いや、、、、実際、、、、意外 でした。。。。
―― 何何何何 しろ、、、、 手手手手 の つくせるだけ は、、、、 つく した上上上上な のでござ
います から、、、、あきらめるより外外外外 はははは、、、、ござ いませんが、、、、 それ で
もももも、、、、あれま でに致致致致 して見見見見ますと、、、、何何何何 かかかかに つけ て、、、、愚痴がががが出出出出 てててて
いけませんも のでござ います。。。。
こんな対話をををを交換 して いる間間間間 にににに、、、、先生 はははは、、、、意外なななな事実 にににに気気気気
が ついた。。。。 それは、、、、 この婦人 のののの態度な り、、、、挙措な りが、、、、少少少少 しししし
もももも自分 のののの息 子 のののの死死死死をををを、、、、語語語語 っているら しくな いと いう事事事事 であ る。。。。
眼眼眼眼 には、、、、涙涙涙涙もたま って いな い。。。。声声声声もももも、、、、平生 のののの通通通通り であ る。。。。 そそそそ
のののの上上上上、、、、 口角 には、、、、微笑さえ浮浮浮浮 ん で いる。。。。 これ で、、、、話話話話をををを聞聞聞聞 かず
にににに、、、、外貌だけ見見見見 て いると したら、、、、誰誰誰誰 でも、、、、 この婦 人はははは、、、、家常
茶飯事をををを語語語語 って いると しか、、、、思思思思わな か った のに相違な い。。。。――――

―――― 先生 には、、、、 これが不思議 であ った。。。。
―― 昔昔昔昔、、、、先生がががが、、、、ベ ルリ ンに留学 していた時分 のののの事事事事 である。。。。
今今今今 のカイゼ ルのおとうさ んに当当当当 るるるる、、、、ウイ ル ヘルム第 一世がががが、、、、
崩御された。。。。先生 はははは、、、、 この訃音をををを行行行行き つけ の珈琲店 でででで耳耳耳耳 にし
たが、、、、 元元元元より 一通り の感銘 しこうけよう はな い。。。。 そ こで、、、、何何何何
時時時時も のよう に、、、、元気 のいい顔顔顔顔を して、、、、杖杖杖杖をををを脇脇脇脇 にはさ みながら、、、、
下宿 へへへへ帰帰帰帰 って来来来来 ると、、、、下宿 のののの子供がががが 二人、、、、扉扉扉扉をあけるや否否否否やややや、、、、
両方 から先生 のののの頚頚頚頚 にににに抱抱抱抱き ついて、、、、 一度 にわ つと泣泣泣泣きききき出出出出 した。。。。
一人はははは、、、、茶色 のジ ヤケ ツトを着着着着 たたたた、、、、十 二にな る女女女女 のののの子子子子でででで、、、、 一一一一
人人人人はははは、、、、紺紺紺紺 のののの短短短短 いズボ ンを は いた、、、、九九九九 つにな る男男男男 のののの子子子子 であ る。。。。
子煩悩なななな先生 はははは、、、、 訳訳訳訳がわ からな いので、、、、 二人 のののの明明明明 いいいい色色色色を した
髪髪髪髪 のののの毛毛毛毛をををを撫撫撫撫 ででででながら、、、、しきりに 「「「「 どう した。。。。どう した。」とととと
い って慰慰慰慰 めた。。。。がががが、、、、 子供 はははは中中中中 々々々々泣泣泣泣きや まな い。。。。 そう して、、、、洟洟洟洟
をすすり上上上上げながら、、、、 こんな事事事事を いう。。。。
―― おじ いさま の陛下がががが、、、、おなくなりなす った のです って。。。。
先生 はははは、、、、 一国 のののの元首 のののの死死死死がががが、、、、 子供 にま で、、、、 これ程悲まれる
のを、、、、 不思議 にににに思思思思 った。。。。独独独独りりりり皇室とととと人民と の関係と いう よう
なななな問題をををを、、、、考考考考えさ せられたば かりではな い。。。。西洋 へへへへ来来来来 てててて以来、、、、
何度 もももも先生 のののの視聴をををを動動動動 かした、、、、西洋 人 のののの衝動的なななな感情 のののの表白
がががが、、、、今更 のよう に、、、、 日本 人たり、、、、武士道 のののの信者 たる先生をををを、、、、

驚驚驚驚 かした のであ る。。。。 そ の時時時時 のののの怪訝とととと同情とを 一一一一つにしたよう
なななな心心心心もち は、、、、未未未未 にににに忘忘忘忘 れようと しても、、、、忘忘忘忘 れる事事事事が できな い。。。。
―― 先生 はははは、、、、今今今今 もち ょうど、、、、 そ の位位位位なななな程度 でででで、、、、逆逆逆逆 にににに、、、、 この婦婦婦婦
人人人人 のののの泣泣泣泣 かな いのを、、、、 不思議 にににに思思思思 っている のであ る。。。。
がががが、、、、第 一のののの発見 のののの後後後後 には、、、、間間間間もなく、、、、第 二 のののの発見がががが次次次次 いで
起起起起 った。。。。――
ち ょうど、、、、主客 のののの話題がががが、、、、なくな った青年 のののの追懐 から、、、、 そそそそ
のののの日常生活 のデ イテイ ルに及及及及ん で、、、、更更更更 にまた、、、、もと の追懐 へへへへ
戻戻戻戻ろうと していた時時時時 であ る。。。。何何何何 か の拍 子でででで、、、、朝鮮団扇がががが、、、、先先先先
生生生生 のののの手手手手をす べ って、、、、ぱ たりと寄木 のののの床床床床 のののの上上上上 にににに落落落落ちた。。。。会話 はははは
無論寸刻 のののの断続をををを許許許許さな い程程程程、、、、切迫 している訳訳訳訳 ではな い。。。。 そそそそ
こで、、、、先生 はははは、、、、半身 をををを椅 子から前前前前 へのり出出出出 しながら、、、、下下下下をををを向向向向
いて、、、、床床床床 のののの方方方方 へへへへ手手手手を のば した。。。。団扇 はははは、、、、小小小小さな テ エブ ルの下下下下
にににに―― 上靴 にかくれた婦人 のののの白足袋 のののの側側側側 にににに落落落落ち ている。。。。
そ の時時時時、、、、先生 のののの眼眼眼眼 には、、、、偶然、、、、婦 人 のののの膝膝膝膝がががが見見見見えた。。。。膝膝膝膝 のののの上上上上
には、、、、 手巾をををを持持持持 った手手手手がががが、、、、 の って いる。。。。もち ろん これだけ で
はははは、、、、発見 でも何何何何 でもな い。。。。がががが、、、、同時 にににに、、、、先生 はははは、、、、婦人 のののの手手手手がががが、、、、
はげ しく、、、、ふるえ て いる のに気気気気が ついた。。。。 ふ るえながら、、、、 そそそそ
れが感情 のののの激動をををを強強強強 いて抑抑抑抑え ようとす るせ いか、、、、膝膝膝膝 のののの上上上上 のののの手手手手
巾巾巾巾をををを、、、、両手 でででで裂裂裂裂 かな いば かりに緊緊緊緊くくくく、、、、握握握握 つて いる のに気気気気が つ

いた。。。。 そう して、、、、最後 にににに、、、、皺皺皺皺 くち ゃにな った絹絹絹絹 のののの手巾がががが、、、、 しししし
なや かな指指指指 のののの間間間間 でででで、、、、さながら微風にでもふかれ ているよう に、、、、
繍繍繍繍 のあ る縁縁縁縁をををを動動動動 かして いる のに気気気気が ついた。。。。―― 婦 人はははは、、、、顔顔顔顔
でこそ笑笑笑笑 っていたが、、、、実実実実 はさ っき から、、、、全身 でででで泣泣泣泣 いていた の
であ る。。。。
団扇をををを拾拾拾拾 って、、、、顔顔顔顔をあげ た時時時時 にににに、、、、先生 のののの顔顔顔顔 には、、、、今今今今ま でに
な い表情があ った。。。。 見見見見 てはならな いも のを見見見見たと いう敬虔なななな
心心心心もちと、、、、 そう いう心心心心もち の意識 から来来来来 るあ る満 足とが、、、、多多多多
少少少少 のののの芝居気 でででで、、、、誇張されたような、、、、甚甚甚甚、、、、複雑なななな表情 であ る。。。。
―― いや、、、、御心痛 はははは、、、、私私私私 のような 子供 のな い者者者者 にも、、、、 よく
わ かります。。。。
先生 はははは、、、、眩眩眩眩 し いも のでも見見見見るよう に、、、、稍稍稍稍、、、、大仰 にににに、、、、頚頚頚頚をををを反反反反
ら せながら、、、、低低低低 いいいい、、、、感情 のののの籠籠籠籠 っっっったたたた声声声声 でこう い った。。。。
―― 有難うござ います。。。。がががが、、、、今更、、、、何何何何とととと申申申申 しま しても、、、、 かかかか
えらな い事事事事 でござ います から ……
婦人はははは、、、、心心心心もち頭頭頭頭をををを下下下下げ た。。。。晴晴晴晴 々々々々した顔顔顔顔 には、、、、依然と して、、、、
ゆたかな微笑がががが、、、、たたえ ている。。。。――

