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走走走走れメ ロス
●●●●冒頭部分

太宰治

メ ロスは激怒 した。。。。必必必必ずずずず、、、、か の邪知暴虐 のののの王王王王をををを除除除除 かなければならぬ
とととと決意 した。。。。メ ロスには政治がわ からぬ。。。。メ ロスは、、、、村村村村 のののの牧 人であ る。。。。
笛笛笛笛をををを吹吹吹吹きききき、、、、羊羊羊羊とととと遊遊遊遊 んで暮暮暮暮 して来来来来たたたた。。。。けれども邪悪 にににに対対対対しては、、、、人 一倍
にににに敏感 であ った。。。。き ょう未明 メ ロスは村村村村をををを出発 しししし、、、、 野野野野をををを越越越越ええええ 山越ええええ、、、、
十里はなれた このシラク スの市市市市 にや って来来来来たたたた。。。。メ ロスには父父父父もももも、、、、母母母母もももも
な い。。。。女房もな い。。。。十六 のののの、、、、内気なななな妹妹妹妹とととと 二人暮 しだ。。。。この妹妹妹妹 はははは、、、、村村村村 のののの
あ る律気なななな 一牧 人をををを、、、、近近近近 々、花婿と して迎迎迎迎え る事事事事 にな っていた。。。。結婚
式式式式もももも間近かな のであ る。。。。メ ロスは、、、、それゆえ、、、、花嫁 のののの衣装やら祝宴 のののの
御馳走やらを買買買買 いに、、、、はるば る市市市市 にや って来来来来た のだ。。。。先先先先ずずずず、、、、そ の品品品品 々々々々
をををを買買買買 いいいい集集集集 めめめめ、、、、それから都都都都 のののの大路をぶらぶら歩歩歩歩 いた。。。。メ ロスには竹馬 のののの
友友友友があ った。。。。セリ ヌンテ ィウ スであ る。。。。今今今今 はこのシラク スの市市市市 でででで、、、、石石石石
工工工工を している。。。。そ の友友友友をををを、、、、これから訪訪訪訪ね てみる つもりな のだ。。。。久久久久 しく
逢逢逢逢 わな か った のだ から、、、、訪訪訪訪ね て行行行行く のが楽楽楽楽 しみであ る。。。。歩歩歩歩 いているう
ち にメ ロスは、、、、まち の様 子をををを怪怪怪怪 しく思思思思 った。。。。ひ っそりして いる。。。。もう
す でに日日日日もももも落落落落ち て、、、、まち の暗暗暗暗 いのは当当当当りまえだが、、、、けれども、、、、なんだ
かかかか、、、、夜夜夜夜 のせ いば かりではなく、、、、市全体がががが、、、、や けに寂寂寂寂 し い。。。。 のんきな メ
ロスも、、、、だんだん不安 にな って来来来来たたたた。。。。路路路路 でででで逢逢逢逢 った若若若若 いいいい衆衆衆衆を つかまえ て、、、、

何何何何 かあ った のか、、、、二年まえ にこの市市市市 にににに来来来来たときは、、、、夜夜夜夜 でも皆皆皆皆がががが歌歌歌歌をう
た って、、、、まち は賑賑賑賑や かであ ったはずだが、、、、とととと質問 した。。。。若若若若 いいいい衆衆衆衆 はははは、、、、首首首首
をををを振振振振 って答答答答えな か った。。。。しばらく歩歩歩歩 いて老爺 にににに逢逢逢逢 いいいい、、、、こんどはも っと、、、、
語勢をををを強強強強く して質問 した。。。。老爺 はははは答答答答えな か った。。。。メ ロスはははは両手でででで老爺
のからだをゆすぶ って質問をををを重重重重ねた。。。。老爺 はははは、、、、あたりをはば かる低声
でででで、、、、わず か答答答答えた。。。。
「「「「
王様 はははは、、、、 人人人人をををを殺殺殺殺 します。」
「「「「
なぜ殺殺殺殺す のだ。」
「「「「
悪心をををを抱抱抱抱 いている、、、、と いう のですが、、、、誰誰誰誰もそんな、、、、悪心をををを持持持持 っては
おりませぬ。」
「「「「
たくさ ん の人人人人をををを殺殺殺殺 した のか。」
「「「「
は い、、、、 はじめは王様 のののの妹婿さまを。。。。 それから、、、、御自身 のお世嗣をををを。。。。
それから、、、、妹妹妹妹さまを。。。。それから、、、、妹妹妹妹さま の御 子さまを。。。。それから、、、、皇皇皇皇
后后后后さまを。。。。 それから、、、、賢臣 のアレキ ス様様様様をををを。」
「「「「
おどろ いた。。。。国王はははは乱心かかかか。」
「「「「
いいえ、、、、乱心 ではござ いませぬ。。。。人人人人をををを、、、、信信信信ず る事事事事が できぬ、、、、と いうううう
のです。。。。このご ろは、、、、臣下 のののの心心心心をも、、、、おおおお疑疑疑疑 いにな り、、、、少少少少 しく派手なななな暮暮暮暮
しを している者者者者 には、、、、人質 ひとりず つ差差差差 しししし出出出出す ことを命命命命 じております。。。。
御命令をををを拒拒拒拒 めば十字架 にかけられ て、、、、殺殺殺殺されます。。。。き ょう は、、、、六人殺
されました。」

聞聞聞聞 いて、、、、 メ ロスは激怒 した。 「
呆呆呆呆れた王王王王だだだだ。。。。生生生生 かして置置置置けぬ。」
●●●●最終部分
ふと耳耳耳耳 にににに、、、、潺潺潺潺 々、水水水水 のののの流流流流れる音音音音がががが聞聞聞聞えた。。。。そ っと頭頭頭頭をもたげ、、、、息息息息をををを
呑呑呑呑 んで耳耳耳耳をすました。。。。すぐ足足足足もと で、、、、水水水水がががが流流流流れ て いるら し い。。。。よろよ
ろろろろ起起起起きききき上上上上 って、、、、見見見見ると、、、、岩岩岩岩 のののの裂 目から滾滾滾滾 々々々々とととと、、、、何何何何 かかかか小小小小さく囁囁囁囁きながら
清水がががが湧湧湧湧きききき出出出出 ている のであ る。。。。そ の泉泉泉泉 にににに吸吸吸吸 いいいい込込込込まれるよう にメ ロスは
身身身身 をかがめた。。。。水水水水をををを両手でででで掬掬掬掬 って、、、、 一一一一くち飲飲飲飲 んだ。。。。ほうと長長長長 いいいい留息がががが
出出出出 てててて、、、、夢夢夢夢 から覚覚覚覚 めたような気気気気が した。。。。歩歩歩歩ける。。。。行行行行 こう。。。。肉体 のののの疲労 ｜｜｜｜
回復とととと共共共共にににに、、、、わず かながら希望がががが生生生生れた。。。。義務遂行 のののの希望 であ る。。。。わわわわ
がががが身身身身 をををを殺殺殺殺 して、、、、名誉をををを守守守守 るるるる希望 であ る。。。。斜陽 はははは赤赤赤赤 いいいい光光光光をををを、、、、樹樹樹樹 々々々々のののの葉葉葉葉 にににに
投投投投 じじじじ、、、、葉葉葉葉もももも枝枝枝枝 もももも燃燃燃燃え るば かりに輝輝輝輝 いている。。。。日没ま でには、、、、まだ間間間間がががが
あ る。。。。私私私私をををを、、、、待待待待 っている人人人人があ る のだ。。。。少少少少 しも疑疑疑疑わず、、、、静静静静 かに期待 しししし
てくれ ている人人人人があ る のだ。。。。私私私私はははは、、、、信信信信 じられ ている。。。。私私私私 のののの命命命命なぞ は、、、、
問題 ではな い。。。。 死死死死ん でお詫詫詫詫びびびび、、、、などと気気気気 のいい事事事事 はははは言言言言 って いられぬ。。。。
私私私私 はははは、、、、信頼 にににに報報報報 いなければならぬ。。。。 いまはただ そ の 一事だだだだ。。。。走走走走 れれれれ ！！！！ メ ロス。。。。

私私私私はははは信頼され て いる。。。。私私私私はははは信頼され ている。。。。先刻 のののの、、、、あ の悪魔 のののの囁囁囁囁
き は、、、、あれは夢夢夢夢だだだだ。。。。悪悪悪悪 いいいい夢夢夢夢だだだだ。。。。忘忘忘忘 れ てしまえ。。。。五臓がががが疲疲疲疲れ ているとき
はははは、、、、ふ いとあんな悪悪悪悪 いいいい夢夢夢夢をををを見見見見るも のだ。。。。メ ロス、、、、おまえ の恥恥恥恥 ではな い。。。。
や はり、、、、おまえ は真真真真 のののの勇者だだだだ。。。。再再再再びびびび立立立立 って走走走走れるよう にな った ではな
いか。。。。ありがた い！！！！ 私私私私はははは、、、、正義 のののの士士士士と して死死死死ぬぬぬぬ事事事事が できるぞ。。。。ああ、、、、

陽陽陽陽がががが沈沈沈沈 むむむむ。。。。ず んず ん沈沈沈沈 むむむむ。。。。待待待待 ってくれ、、、、ゼウ スよ。。。。私私私私はははは生生生生れた時時時時 から
正直なななな男男男男 であ った。。。。 正直なななな男男男男 のままにして死死死死な せて下下下下さ い。。。。
路行くくくく人人人人をををを押押押押 し のけ、、、、跳跳跳跳ねとば し、、、、メ ロスは黒黒黒黒 いいいい風風風風 のよう に走走走走 った。。。。
野原 でででで酒宴 のののの、、、、そ の宴席 のま っただ中中中中をををを駈駈駈駈けけけけ抜抜抜抜けけけけ、、、、酒宴 のののの人人人人たちを仰仰仰仰
天天天天さ せ、、、、犬犬犬犬をををを蹴蹴蹴蹴とば し、、、、小川をををを飛飛飛飛びびびび越越越越ええええ、、、、少少少少 しず つ沈沈沈沈 ん でゆく太陽 のののの、、、、
十倍もももも早早早早くくくく走走走走 った。。。。 一団 のののの旅 人とととと颯颯颯颯 っとすれちが ったたたた瞬間、、、、不吉なななな会会会会
話話話話をををを小耳 にはさ んだ。「
いまご ろは、、、、あ の男男男男もももも、、、、磔磔磔磔 にかか って いるよ。」
ああ、、、、 そ の男男男男、、、、 そ の男男男男 のために私私私私 はははは、、、、 いま こんな に走走走走 って いる のだ。。。。
そ の男男男男をををを死死死死な せてはならな い。。。。急急急急げげげげ、、、、メ ロス。。。。おくれ てはならぬ。。。。愛愛愛愛
とととと誠誠誠誠 のののの力力力力をををを、、、、いま こそ知知知知ら せてや るがよ い。。。。風態なんかは、、、、どう でも
いい。。。。 メ ロスは、、、、 いまは、、、、 ほとんど全裸体 であ った。。。。呼吸も できず、、、、
二度、、、、三度、、、、 口口口口から血血血血がががが噴噴噴噴 きききき出出出出たたたた。。。。見見見見え る。。。。はるか向向向向う に小小小小さく、、、、シシシシ
ラク スの市市市市 のののの塔楼がががが見見見見え る。。。。塔楼 はははは、、、、夕陽をををを受受受受け て きらきら光光光光 っている。。。。
「「「「
ああ、、、、 メ ロス様様様様。」う めくような声声声声がががが、、、、風風風風とととと共共共共にににに聞聞聞聞えた。。。。
「「「「
誰誰誰誰だだだだ。」 メ ロスは走走走走 りながら尋尋尋尋ねた。。。。
「「「「
フィ ロストラト スでござ います。。。。貴方 のお友達 セリ ヌンテ ィウ ス様様様様
のののの弟 子 でござ います。」そ の若若若若 いいいい石工もももも、、、、 メ ロスの後後後後 に ついて走走走走 りな
がら叫叫叫叫 んだ。 「
もう、、、、駄 目でござ います。。。。 むだ でござ います。。。。走走走走 る の
はははは、、、、や めて下下下下さ い。。。。もう、、、、あ の方方方方をお助助助助けにな ることはできません。」
「「「「
いや、、、、まだ陽陽陽陽 はははは沈沈沈沈まぬ。」

「「「「
ち ょうど今今今今、、、、あ の方方方方がががが死刑 にな ると ころ です。。。。ああ、、、、あなたは遅遅遅遅 かかかか
った。。。。おうら み申申申申 します。。。。ほん の少少少少 しししし、、、、もうち ょ っと でも、、、、早早早早か った
なら ！」
「「「「
いや、、、、まだ陽陽陽陽 はははは沈沈沈沈まぬ。」 メ ロスは胸胸胸胸 のののの張張張張 りりりり裂裂裂裂け る思思思思 いで、、、、赤赤赤赤くくくく大大大大
き い夕陽ば かりを見見見見 つめて いた。。。。走走走走 るより他他他他 はな い。。。。
「「「「
や めて下下下下さ い。。。。走走走走 る のは、、、、や めて下下下下さ い。。。。いまはご自分 のお命命命命がががが大大大大
事事事事 です。。。。あ の方方方方 はははは、、、、あなたを信信信信 じておりま した。。。。刑場 にににに引引引引きききき出出出出され て
もももも、、、、平気 でいました。。。。王様がががが、、、、さ んざ んあ の方方方方を から か っても、、、、メ ロ
スは来来来来ます、、、、とだけ答答答答ええええ、、、、強強強強 いいいい信念をををを持持持持ち つづけ ている様 子でござ い
ま した。」
「「「「
それだ から、、、、走走走走 る のだ。。。。信信信信 じられ て いるから走走走走 る のだ。。。。間間間間 にににに合合合合うううう、、、、
間間間間 にににに合合合合わぬは問題 でな いのだ。。。。人人人人 のののの命命命命 もももも問題 でな いのだ。。。。私私私私はははは、、、、な ん
だ か、、、、 も っと恐恐恐恐 ろ しく大大大大 き いも のの為為為為 にににに走走走走 って いる のだ。。。。 ついて来来来来
いいいい！！！！ フィ ロストラト ス。」
「「「「
ああ、、、、あなたは気気気気がががが狂狂狂狂 ったか。。。。それ では、、、、うんと走走走走 るが いい。。。。ひょ
っと したら、、、、間間間間 にににに合合合合わぬも のでもな い。。。。走走走走 るが いい。」
言言言言う にや 及及及及ぶぶぶぶ。。。。まだ陽陽陽陽 はははは沈沈沈沈まぬ。。。。最後 のののの死力をををを尽尽尽尽して、、、、メ ロスは走走走走
った。。。。メ ロスの頭頭頭頭 はははは、、、、から っぽだ。。。。何 一つつつつ考考考考え て いな い。。。。ただ、、、、わけ
のわ からぬ大大大大きな力力力力 にひきずられ て走走走走 った。。。。陽陽陽陽 はははは、、、、ゆらゆら地平線 にににに
没没没没 しししし、、、、まさ に最後 のののの 一片 のののの残光もももも、、、、消消消消え ようと した時時時時、、、、メ ロスは疾 風

のごとく刑場 にににに突 入した。。。。間間間間 にににに合合合合 った。。。。
「「「「
待待待待 てててて。。。。そ の人人人人をををを殺殺殺殺 してはならぬ。。。。メ ロスが帰帰帰帰 って来来来来たたたた。。。。約束 のとお
りりりり、、、、 いま、、、、帰帰帰帰 って来来来来たたたた。」とととと大声 でででで刑刑刑刑場場場場 のののの群衆 にむか って叫叫叫叫 んだ つも
り であ ったが、、、、喉喉喉喉が つぶれ て嗄嗄嗄嗄れた声声声声がががが幽幽幽幽 かに出出出出たば かり、、、、群衆 はははは、、、、
ひとりと して彼彼彼彼 のののの到着 にににに気気気気が つかな い。。。。す でに磔磔磔磔 のののの柱柱柱柱がががが高高高高 々々々々とととと立立立立 てら
れれれれ、、、、縄縄縄縄をををを打打打打たれたセリ ヌンテ ィウ スは、、、、徐徐徐徐 々々々々にににに釣釣釣釣りりりり上上上上げられ てゆく。。。。
メ ロスはそれを目撃 して最後 のののの勇勇勇勇、、、、先刻、、、、濁流をををを泳泳泳泳 いだよう に群衆をををを
掻掻掻掻きわけ、、、、掻掻掻掻きわけ、、、、
「「「「
私私私私だだだだ、、、、刑吏 ！！！！ 殺殺殺殺される のは、、、、私私私私だだだだ。。。。メ ロスだ。。。。彼彼彼彼をををを人質 にした私私私私
はははは、、、、ここに いる！」とととと、、、、かすれた声声声声 でででで精 一ぱ いに叫叫叫叫びながら、、、、 ついに
磔台 にににに昇昇昇昇 りりりり、、、、釣釣釣釣りりりり上上上上げられ てゆく友友友友 のののの両足にににに、、、、齧齧齧齧 り ついた。。。。群衆 はははは、、、、
どよめ いた。。。。あ っぱれ。。。。ゆるせ、、、、とととと 口口口口々々々々にわめ いた。。。。セリ ヌンテ ィウ
スの縄縄縄縄 はははは、、、、 ほどかれた のであ る。。。。
「「「「
私私私私をををを殴殴殴殴れれれれ。。。。
セリ ヌンテ ィウ ス。」 メ ロスは眼眼眼眼 にににに涙涙涙涙をををを浮浮浮浮 べて言言言言 った。 「
ち から 一一一一ぱ いに頬頬頬頬をををを殴殴殴殴れれれれ。。。。私私私私 はははは、、、、途中 でででで 一度、、、、悪悪悪悪 いいいい夢夢夢夢をををを見見見見たたたた。。。。君君君君がも
しししし私私私私をををを殴殴殴殴 ってくれな か ったら、、、、私私私私 はははは君君君君とととと抱擁す る資格さえな いのだ。。。。
殴殴殴殴れれれれ。」
セリ ヌンテ ィウ スは、、、、す べてを察察察察 した様 子でででで首肯きききき、、、、刑場 一ぱ いに
鳴鳴鳴鳴 りりりり響響響響く ほど音高く メ ロスの右頬をををを殴殴殴殴 った。。。。殴殴殴殴 ってから優優優優 しく微笑 みみみみ、、、、
「「「「
メ ロス、、、、私私私私をををを殴殴殴殴れれれれ。。。。同同同同じくら い音高くくくく私私私私 のののの頬頬頬頬をををを殴殴殴殴れれれれ。。。。私私私私はこの三日

のののの間間間間、、、、た った 一度だけ、、、、ちらと君君君君をををを疑疑疑疑 った。。。。生生生生れ て、、、、はじめ て君君君君をををを疑疑疑疑
った。。。。君君君君がががが私私私私をををを殴殴殴殴 ってくれなければ、、、、私私私私はははは君君君君とととと抱擁 できな い。」
メ ロスは腕腕腕腕 にににに唸唸唸唸 りを つけ てセリ ヌンテ ィウ スの頬頬頬頬をををを殴殴殴殴 った。。。。
「「「「
ありがとう、、、、友友友友 よよよよ。」 二人同時 にににに言言言言 いいいい、、、、 ひしと抱抱抱抱きききき合合合合 いいいい、、、、 それから
嬉嬉嬉嬉 しししし泣泣泣泣きにお いお い声声声声をををを放放放放 って泣泣泣泣 いた。。。。
群衆 のののの中中中中 からも、、、、歔欷 のののの声声声声がががが聞聞聞聞えた。。。。暴君デ ィオ ニスは、、、、群衆 のののの背背背背
後後後後 から 二人 のののの様様様様をををを、、、、まじまじと見見見見 つめていたが、、、、やが て静静静静 かに二人にににに
近近近近づき、、、、顔顔顔顔をあからめて、、、、 こう言言言言 った。。。。
「「「「
おまえら の望望望望 みは叶叶叶叶 ったぞ。。。。 おまえら は、、、、わ し の心心心心 にににに勝勝勝勝 った のだ。。。。
信実とは、、、、決決決決 して空虚なななな盲想 ではな か った。。。。どう か、、、、わ しをも仲間 にににに
入入入入れれれれ てくれま いか。。。。どう か、、、、わ し の願願願願 いを聞聞聞聞きききき入入入入れ て、、、、おまえら の仲仲仲仲
間間間間 のののの 一人にしてほし い。」
ど っと群衆 のののの間間間間 にににに、、、、歓声がががが起起起起 った。。。。
「「「「
万歳、、、、 王様 万歳。」
ひとり の少女がががが、、、、緋緋緋緋 の マントを メ ロスに捧捧捧捧げ た。。。。メ ロスは、、、、まご つ
いた。。。。佳佳佳佳きききき友友友友 はははは、、、、気気気気をきかせて教教教教え てや った。。。。
「「「「
メ ロス、、、、君君君君 はははは、、、、ま っぱだ かじゃな いか。。。。早早早早くそ の マントを着着着着 るが い
いいいい。。。。この可愛 いいいい娘娘娘娘さ んは、、、、メ ロスの裸体をををを、、、、皆皆皆皆 にににに見見見見られる のが、、、、たま
らなく 口惜 し いのだ。」
勇者 はははは、、、、 ひどく赤 面した。。。。

