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芥川龍之介

あ る日日日日 のののの事事事事 でござ います。。。。御釈迦様 はははは極楽 のののの蓮池 のふちを、、、、独独独独りで
ぶらぶら御歩きにな っていら っしゃ いました。。。。池池池池 のののの中中中中 にににに咲咲咲咲 いている蓮蓮蓮蓮
のののの花花花花 はははは、、、、みんな 玉玉玉玉 のよう にま っ白白白白 でででで、、、、そ のまん中中中中 にあ る金色 のののの蕊蕊蕊蕊 から
はははは、、、、何何何何とも いえな いいい匂匂匂匂 がががが、、、、絶 間なくあたり へ溢溢溢溢れ ております。。。。極極極極
楽楽楽楽 はち ょうど朝朝朝朝な のでござ いましょう。。。。
やが て御釈迦様 はそ の池池池池 のふち に御御御御たたず みにな って、、、、水水水水 のののの面面面面をををを覆覆覆覆
っている蓮蓮蓮蓮 のののの葉葉葉葉 のののの間間間間から、、、、ふと下下下下 のののの容 子をををを御覧 になりました。。。。この極極極極
楽楽楽楽 のののの蓮池 のののの下下下下はははは、、、、ち ょうど地獄 のののの底底底底 にににに当当当当 っております から、、、、水晶 のよ
うな水水水水をををを透透透透 きききき徹徹徹徹 して、、、、三途 のののの河河河河やややや針針針針 のののの山山山山 のののの景色がががが、、、、ち ょうど覗覗覗覗きききき眼鏡
をををを見見見見るよう に、、、、 は っきりと見見見見え る のでござ います。。。。
す るとそ の地獄 のののの底底底底 にににに、、、、 陀多 とととと いう男男男男がががが 一人、、、、ほか の罪 人とととと 一一一一しししし
ょに蠢蠢蠢蠢 いて いる姿姿姿姿 がががが、、、、御眼 にににに止止止止まりま した。。。。 この 陀多 と いう男男男男 はははは、、、、
人人人人をををを殺殺殺殺 したり家家家家 にににに火火火火を つけたり、、、、いろ いろ悪事をををを働働働働 いた大泥坊 でござ
いますが、、、、 それ でもた った 一一一一つつつつ、、、、善善善善 いいいい事事事事をををを致致致致 した覚覚覚覚えがござ います。。。。
とととと申申申申 します のは、、、、あ る時時時時 この男男男男がががが深深深深 いいいい林林林林 のののの中中中中をををを通通通通りますと、、、、小小小小さな蜘蜘蜘蜘
蛛蛛蛛蛛がががが 一匹、、、、路路路路ば たを這這這這 って行行行行く のが見見見見えま した。。。。そ こで※※※※陀多 はははは早早早早速速速速
足足足足をををを挙挙挙挙げ て、、、、踏踏踏踏 みみみみ殺殺殺殺 そうと致致致致 しま したが、 「 いや、、、、 いや、、、、 これも小小小小

さ いながら、、、、命命命命 のあ るも のに違違違違 いな い。。。。そ の命命命命をををを無暗 にと ると いう事事事事
はははは、、、、 いくら何何何何 でも可哀 そうだ。」とととと、、、、 こう急急急急 にににに思思思思 いいいい返返返返して、、、、とうとう
そ の蜘蛛をををを殺殺殺殺さず に助助助助け てや ったから でござ います。。。。
御釈迦様 はははは地獄 のののの容 子をををを御覧 になりながら、、、、この 陀多 には蜘蛛をををを
助助助助けた事事事事があ る のを御思 いいいい出出出出 しになりましたたたた。。。。そう してそれだけ の善善善善
いいいい事事事事を した報報報報 には、、、、できるなら、、、、この男男男男をををを地獄 から救救救救 いいいい出出出出 してや ろう
とととと御考え になりま した。。。。幸幸幸幸 いいいい、、、、側側側側をををを見見見見ますと、、、、翡翠 のような色色色色を した
蓮蓮蓮蓮 のののの葉葉葉葉 のののの上上上上 にににに、、、、極楽 のののの蜘蛛がががが 一匹、、、、美美美美 し い銀色 のののの糸糸糸糸を かけ ております。。。。
御釈迦様 はそ の蜘蛛 のののの糸糸糸糸をそ っと御 手にににに御取りにな って、、、、玉玉玉玉 のような
白蓮 のののの間間間間から、、、、遥遥遥遥 かかかか下下下下にあ る地獄 のののの底底底底 へへへへ、、、、ま っすぐにそれを御 下しな
さ いました。。。。

二二二二
こちら は地獄 のののの底底底底 のののの血血血血 のののの池池池池 でででで、、、、ほか の罪人とととと 一一一一しょに、、、、浮浮浮浮 いたり沈沈沈沈
んだりして いた※※※※陀多 でござ います。。。。何何何何 しろどちらを見見見見 ても、、、、ま っ暗暗暗暗
でででで、、、、たまにそ のくら暗暗暗暗 からぼ んや り浮浮浮浮きききき上上上上 っているも のがあ ると思思思思 いいいい
ますと、、、、それは恐恐恐恐 し い針針針針 のののの山山山山 のののの針針針針がががが光光光光 る のでござ います から、、、、そ の心心心心
細細細細さと い ったらござ いません。。。。そ の上上上上あたりは墓墓墓墓 のののの中中中中 のよう にしんと
静静静静 まり返返返返 って、、、、たまに聞聞聞聞え るも のと い っては、、、、ただ罪人が つく微微微微なななな嘆嘆嘆嘆
息息息息ば かりでござ います。。。。これはここ へ落落落落ち て来来来来 るほど の人間 はははは、、、、もう

さまざ まな地獄 のののの責苦 にににに疲疲疲疲 れはてて、、、、泣声をををを出出出出すすすす力力力力さ へなくな ってい
る のでござ いましょう。。。。です からさすが大 泥坊 のののの 陀多 もももも、、、、や はり血血血血
のののの池池池池 のののの血血血血 にににに咽咽咽咽びながら、、、、まるで死死死死にかか った蛙蛙蛙蛙 のよう に、、、、ただもが い
てば かりおりました。。。。
と ころがあ る時時時時 のののの事事事事 でござ います。。。。何気なく※※※※陀多 がががが頭頭頭頭をををを挙挙挙挙げ て、、、、
血血血血 のののの池池池池 のののの空空空空をををを眺眺眺眺めますと、、、、そ のひ っそりと した暗暗暗暗 のののの中中中中をををを、、、、遠遠遠遠 いいいい遠遠遠遠 いいいい天天天天
上上上上 から、、、、銀色 のののの蜘蛛 のののの糸糸糸糸がががが、、、、まるで人目にかかる のを恐恐恐恐れるよう に、、、、
一一一一す じ細細細細 くくくく光光光光りながら、、、、す るす ると自分 のののの上上上上 へへへへ垂垂垂垂れ て参参参参 る のではござ
いませんか。。。。 陀多 は これを見見見見 ると、、、、思思思思わず 手手手手をををを拍拍拍拍 って喜喜喜喜 びま した。。。。
この糸糸糸糸 にににに縋縋縋縋 り ついて、、、、ど こま でも のぼ って行行行行けば、、、、き っと地獄 からぬ
けけけけ出出出出せる のに相違ござ いません。。。。いや、、、、うまく行行行行くと、、、、極楽 へは いる
事事事事さえも できましょう。。。。そうすれば、、、、もう針針針針 のののの山山山山 へへへへ追追追追 いいいい上上上上げられる事事事事
もなくなれば、、、、血血血血 のののの池池池池 にににに沈沈沈沈 められる事事事事もあ るはず はござ いません。。。。
こう思思思思 いましたから 陀多 はははは、、、、早速 そ の蜘蛛 のののの糸糸糸糸をををを両手でし っかり
と っかみながら、、、、 一生懸命 にににに上上上上 へへへへ上上上上 へとたぐり のぼ り始始始始 めました。。。。元元元元
より大泥坊 のののの事事事事 でござ います から、、、、こう いう事事事事 には昔昔昔昔 から、、、、慣慣慣慣れれれれ切切切切 っっっっ
て いる のでござ います。。。。
しかし地獄とととと極楽と の間間間間 はははは、、、、何 万里となくござ います から、、、、いくら
焦焦焦焦 って見見見見たたたた所所所所 でででで、、、、容易 にににに上上上上 へは出出出出られません。。。。やや しばらく のぼ る中中中中
にににに、、、、とうとう 陀多 もくたびれ て、、、、もう 一一一一たぐりも上上上上 のののの方方方方 へは のぼ れ

なくな ってしま いました。。。。そ こで仕方がござ いませんから、、、、まず 一休
みみみみ休休休休む つもりで、、、、糸糸糸糸 のののの中途 にぶら下下下下りながら、、、、遥遥遥遥 かに目目目目 のののの下下下下をををを見下しししし
ま した。。。。
す ると、、、、 一生懸命 に のぼ った甲斐があ って、、、、さ っきま で自分が いた
血血血血 のののの池池池池 はははは、、、、今今今今 ではもう暗暗暗暗 のののの底底底底 に い つの間間間間 にかかくれ ております。。。。それ
からあ のぼ んや り光光光光 っている恐恐恐恐 し い針針針針 のののの山山山山もももも、、、、足足足足 のののの下下下下にな ってしま い
ま した。。。。この分分分分 で のぼ って行行行行けば、、、、地獄 からぬけ出出出出す のも、、、、存外わけ
がな いかも知知知知れません。。。。 陀多 はははは両手をををを蜘蛛 のののの糸糸糸糸 にから みながら、、、、ここここ
こ へ来来来来 てから何年 にも出出出出 した事事事事 のな い声声声声 でででで、「 しめた。。。。しめた。」とととと
笑笑笑笑 いま した。。。。 と ころがふと気気気気が つきますと、、、、蜘蛛 のののの糸糸糸糸 のののの下下下下 のののの方方方方 には、、、、
数限もな い罪人たちが、、、、自分 ののぼ った後後後後を つけ て、、、、まるで蟻蟻蟻蟻 のののの行列
のよう に、、、、や はり上上上上 へへへへ上上上上 へへへへ 一心によじ のぼ って来来来来 るではござ いません
かかかか。。。。※※※※陀多 はこれを見見見見ると、、、、驚驚驚驚 いた のと恐恐恐恐 し いのと で、、、、しばらくはた
だだだだ、、、、莫迦 のよう に大大大大きな 口口口口をををを開開開開 いたまま、、、、眼眼眼眼ば かり動動動動 かしておりまし
たたたた。。。。自分 一人でさえ断断断断れそうな、、、、この細細細細 いいいい蜘蛛 のののの糸糸糸糸がががが、、、、どう してあれ
だけ の人数 のののの重重重重 みに堪堪堪堪え る事事事事が できましょう。。。。もし万 一途中 でででで断断断断れた
とととと致致致致 しましたら、、、、折角 ここ へま で のぼ って来来来来た この肝腎なななな自分ま でも、、、、
元元元元 のののの地獄 へへへへ逆落 しに落落落落ち てしまわなければなりません。。。。そんな事事事事があ
ったら、、、、大変 でござ います。。。。がががが、、、、そう いう中中中中 にも、、、、罪人たち は何 百とととと
なく何千となく、、、、ま っ暗暗暗暗なななな血血血血 のののの池池池池 のののの底底底底 から、、、、うよう よと這這這這 いいいい上上上上 って、、、、

細細細細 くくくく光光光光 って いる蜘蛛 のののの糸糸糸糸をををを、、、、 一列になりながら、、、、せ っせと のぼ って参参参参
ります。。。。今今今今 のののの中中中中 にどう かしなければ、、、、糸糸糸糸 はまん中中中中 から 二二二二 つに断断断断れ て、、、、
落落落落ち てしまう のに違違違違 いありません。。。。
そ こで 陀多 はははは大大大大きな声声声声をををを出出出出 して、 「 こら、、、、罪 人ども。。。。 この蜘蛛
のののの糸糸糸糸 はははは己己己己 のも のだぞ。。。。おおおお前前前前 たち は 一体誰 にににに尋尋尋尋 いて、、、、のぼ って来来来来たたたた。。。。下下下下
りろ。。。。 下下下下りろ。」とととと喚喚喚喚きました。。。。
そ の途端 でござ います。。。。今今今今ま で何何何何ともな か った蜘蛛 のののの糸糸糸糸がががが、、、、急急急急 にににに
陀多 のぶら下下下下 って いる所所所所から、、、、ぷ つりと音音音音をををを立立立立 てて断断断断れま した。。。。です
から 陀多 もたまりません。。。。あ っと いう間間間間もなく風風風風をををを切切切切 って、、、、独楽 のののの
よう にくるくるまわりながら、、、、見見見見るるるる見見見見るるるる中中中中 にににに暗暗暗暗 のののの底底底底 へへへへ、、、、ま っさ かさま
にににに落落落落ち てしま いま した。。。。
後後後後 にはただ極楽 のののの蜘蛛 のののの糸糸糸糸がががが、、、、きらきらと細細細細 くくくく光光光光りながら、、、、月月月月もももも星星星星
もな い空空空空 のののの中途 にににに、、、、短短短短くくくく垂垂垂垂れ ているば かり でござ います。。。。

三三三三
御釈迦様 はははは極楽 のののの蓮池 のふち に立立立立 って、、、、この 一部始終をじ っと見見見見 てててて
いら っしゃ いましたが、、、、やが て※※※※陀多がががが血血血血 のののの池池池池 のののの底底底底 へへへへ石石石石 のよう に沈沈沈沈 んんんん
でしま いますと、、、、悲悲悲悲 しそうな御顔をなさ りながら、、、、またぶらぶら御歩
き になり始始始始 めました。。。。自分ば かり地獄 からぬけ出出出出そうとす る、、、、 陀多
のののの無慈悲なななな心心心心がががが、、、、そう してそ の心相当なななな罰罰罰罰をうけ て、、、、元元元元 のののの地獄 へへへへ落落落落ちちちち

てしま った のが、、、、御釈迦様 のののの御 目から見見見見ると、、、、浅間 しく思召された の
でござ いま しょう。。。。
しかし極楽 のののの蓮池 のののの蓮蓮蓮蓮 はははは、、、、少少少少 しもそんな事事事事 には頓着致 しません。。。。そそそそ
のののの玉玉玉玉 のような白白白白 いいいい花花花花 はははは、、、、御釈迦様 のののの御 足 のまわりに、、、、ゆらゆら萼萼萼萼をををを動動動動
かして、、、、そ のまん中中中中 にあ る金色 のののの蕊蕊蕊蕊 から は、、、、何何何何とも いえな いいい匂匂匂匂がががが、、、、
絶 間なくあたり へ溢溢溢溢れ ております。。。。極楽 ももう午午午午 にににに近近近近くな った のでご
ざ いましょう。。。。

