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芥川龍之介

あ る時 雨 のののの降降降降 るるるる晩晩晩晩 のこと です。。。。私私私私をををを乗乗乗乗 せた人力車 はははは、、、、何度 もももも大森界
隈隈隈隈 のののの険険険険 し い坂坂坂坂をををを上上上上 ったり下下下下りたりして、、、、や っと竹藪 にににに囲囲囲囲まれた、、、、小小小小ささささ
なななな西洋館 のののの前前前前 にににに梶棒をををを下下下下しました。。。。もう鼠色 のペ ンキ の剥剥剥剥げ かか った、、、、
狭苦 し い玄関 には、、、、車夫 のののの出出出出 した提灯 のののの明明明明りで見見見見ると、、、、イ ンド人人人人 マテ
ィラム ・ミ スラと 日本字 でででで書書書書 いた、、、、これだけは新新新新 し い、、、、瀬戸物 のののの標札
が かか って います。。。。
マテ ィラム ・ミ スラ君君君君と いえば、、、、もう皆皆皆皆さ ん の中中中中 にも、、、、御存 じ の方方方方
がががが少少少少くな いかも知知知知れません。。。。ミ スラ君君君君 はははは永年 イ ンド の独立をををを計計計計 ってい
るカ ルカ ッタ生生生生れ の愛国者 でででで、、、、同時 にまた ハッサ ン ・カ ンと いう名高
いいいい婆羅門 のののの秘法をををを学学学学 んだ、、、、年年年年 のののの若若若若 いいいい魔術 のののの大家な のです。。。。私私私私 はち ょう
どどどど 一月ば かり以前 から、、、、あ る友 人 のののの紹介 でミ スラ君君君君とととと交際 していまし
たが、、、、政治経済 のののの問題など は いろ いろ議論 した ことがあ っても、、、、肝腎
のののの魔術をををを使使使使うううう時時時時 には、、、、まだ 一度 もももも居合 せた ことがありません。。。。そ こで
今夜 はははは前前前前 も ってててて、、、、魔術をををを使使使使 って見見見見せてくれるよう に、、、、手紙 でででで頼頼頼頼ん で置置置置
いてから、、、、当時 ミ スラ君君君君 のののの住住住住 んで いた、、、、寂寂寂寂 し い大森 のののの町町町町はず れま で、、、、
人力車をををを急急急急がせて来来来来た のです。。。。
私私私私はははは雨雨雨雨にににに濡濡濡濡れながら、、、、覚束な い車夫 のののの提灯 のののの明明明明りを便便便便 りにそ の標札

のののの下下下下にあ る呼鈴 のののの釦釦釦釦をををを押押押押 しました。。。。す ると間間間間もなく戸戸戸戸がががが開開開開 いて、、、、玄関
へへへへ顔顔顔顔をををを出出出出 した のは、、、、ミ スラ君君君君 のののの世話を して いる、、、、背背背背 のののの低低低低 いいいい日本人 のののの御御御御
婆婆婆婆さ んです。。。。
「「「「 ミ スラ君君君君 はははは御出 でです か。」
「「「「 いら っしゃ います。。。。先先先先 ほどからあなた様様様様をををを御待ちちちち兼兼兼兼ね でござ いま
した。」
御婆さ んは愛想 よく こう言言言言 いながら、、、、すぐそ の玄関 の つきあたりに
あ る、、、、 ミ スラ君君君君 のののの部屋 へへへへ私私私私をををを案内 しました。。。。
「「「「 今晩 はははは、、、、雨雨雨雨 のののの降降降降 る のによく御出 ででした。」
色色色色 のま っ黒黒黒黒なななな、、、、眼眼眼眼 のののの大大大大き い、、、、柔柔柔柔なななな 口髭 のあ るミ スラ君君君君 はははは、、、、テ エブ ル
のののの上上上上 にあ る石油 ラ ンプ の心心心心をををを撚撚撚撚りながら、、、、元気 よく私私私私にににに挨拶 しました。。。。
「「「「 いや、、、、あなた の魔術さえ拝見 できれば、、、、雨雨雨雨くら いは何何何何ともありま
せん。」
私私私私はははは椅 子にににに腰腰腰腰かけ てから、、、、うす暗暗暗暗 いいいい石油 ラ ンプ の光光光光 にににに照照照照された、、、、陰陰陰陰
気気気気なななな部屋 のののの中中中中をををを見回しました。。。。
ミ スラ君君君君 のののの部屋 はははは質素なななな西洋間 でででで、、、、まん中中中中 にテ エブ ルが 一一一一つつつつ、、、、壁側
にににに手手手手ご ろな書棚がががが 一一一一つつつつ、、、、それから窓窓窓窓 のののの前前前前 にににに机机机机がががが 一一一一つつつつ―― ほかにはただ
我我我我 々々々々のののの腰腰腰腰を かける、、、、椅 子がががが並並並並 んで いるだけ です。。。。しかもそ の椅 子やややや机机机机
がががが、、、、みんな古古古古ぼ けた物物物物ば かりで、、、、縁縁縁縁 へへへへ赤赤赤赤くくくく花模様をををを織織織織 りりりり出出出出 した、、、、派手
な テ エブ ル掛掛掛掛 でさ へ、、、、今今今今 にもずたずたに裂裂裂裂 けるかと思思思思う ほど、、、、糸 目がががが

露露露露 にな って いました。。。。
私私私私たち は挨拶をすませてから、、、、しばらくは外外外外 のののの竹藪 にににに降降降降 るるるる雨雨雨雨 のののの音音音音をををを
聞聞聞聞くともなく聞聞聞聞 いていましたが、、、、やが てまたあ の召使 いの御婆さ んが、、、、
紅茶 のののの道具をををを持持持持 っては い って来来来来 ると、、、、ミ スラ君君君君 はははは葉巻 のののの箱箱箱箱 のののの覆覆覆覆をををを開開開開けけけけ
てててて、、、、
「「「「 どう です。。。。 一本。」とととと勧勧勧勧 めてくれました。。。。
「「「「 難有うううう。」
私私私私はははは遠慮なく葉巻をををを 一本取 って、、、、燐寸 のののの火火火火をう つしながら、、、、
「「「「 確確確確 かあなた の御使 いにな る精霊 はははは、、、、ジ ンとか いう名前 でしたね。。。。
す ると これから私私私私がががが拝見す る魔術 とととと言言言言う のも、、、、そ のジ ンの力力力力をををを借借借借 りて
なさ る のです か。」
ミ スラ君君君君 はははは自分もももも葉巻 へへへへ火火火火を つけると、、、、にや にや笑笑笑笑 いながら、、、、※※※※ のののの
いい煙煙煙煙をををを吐吐吐吐 いて、、、、
「「「「 ジ ンなどと いう精霊があ ると思思思思 った のは、、、、もう何 百年もももも昔昔昔昔 のこと
です。。。。アラビヤ夜話 のののの時代 のことと でも言言言言 いましょう か。。。。私私私私が ハッサ
ン ・カ ンから学学学学 んだ魔術 はははは、、、、あなた でも使使使使 おうと思思思思えば使使使使えます よ。。。。
高高高高がががが進歩 した催眠術 にににに過過過過ぎな いのです から。。。。―― 御覧なさ い。。。。この手手手手
をただ、、、、 こう しさえすれば いいのです。」
ミミミミ スラ君君君君 はははは手手手手をををを挙挙挙挙げ て、、、、二三度私 のののの眼眼眼眼 のののの前前前前 へへへへ三角形 のようなも のを
描描描描きましたが、、、、やが てそ の手手手手を テ エブ ルの上上上上 へや ると、、、、縁縁縁縁 へへへへ赤赤赤赤くくくく織織織織 りりりり

出出出出 した模様 のののの花花花花を つまみ上上上上げ ました。。。。私私私私はび っくりして、、、、思思思思わず椅 子
をず りよせながら、、、、よくよくそ の花花花花をををを眺眺眺眺めましたが、、、、確確確確 かにそれは今今今今
のののの今今今今 ま で、、、、 テ エブ ル掛掛掛掛 のののの中中中中 にあ った花模様 のののの 一一一一つに違違違違 いありません。。。。
がががが、、、、ミ スラ君君君君がそ の花花花花をををを私私私私 のののの鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先 へへへへ持持持持 って来来来来 ると、、、、ち ょうど麝香かかかか
何何何何 か のよう に重苦 し い※※※※さえす る のです。。。。私私私私 はあまり の不思議さ に、、、、
何度 もももも感嘆 のののの声声声声をををを洩洩洩洩 しますと、、、、ミ スラ君君君君 はや はり微笑 したまま、、、、また
無造作 にそ の花花花花を テ エブ ル掛掛掛掛 のののの上上上上 へへへへ落落落落 しま した。。。。もちろん落落落落すともと
のののの通通通通りりりり花花花花 はははは織織織織 りりりり出出出出 した模様 にな って、、、、つまみ上上上上げ ること所所所所 かかかか、、、、花花花花 びら
一一一一つつつつ自由 には動動動動 かせなくな ってしまう のです。。。。 「「「「 どう です。。。。 訳訳訳訳はな
いでしょう。。。。今度 はははは、、、、 このラ ンプを御覧なさ い。」
ミ スラ君君君君 はこう言言言言 いながら、、、、ち ょいとテ エブ ルの上上上上 のラ ンプを置置置置きききき
直直直直 しましたが、、、、そ の拍子にどう いう訳訳訳訳かかかか、、、、ラ ンプ はまるで独楽 のよう
にににに、、、、ぐるぐる回回回回りりりり始始始始 めました。。。。それもち ゃんと 一所にににに止止止止 ったまま、、、、ホホホホ
ヤを心棒 のよう にして、、、、勢勢勢勢 いよく回回回回りりりり始始始始 めた のです。。。。初初初初 のののの内内内内 はははは私私私私もももも胆胆胆胆
を つぶ して、、、、万 一火事 にでもな っては大変だと、、、、何度 も ひや ひや しま
したが、、、、ミ スラ君君君君 はははは静静静静 にににに紅茶をををを飲飲飲飲 みながら、、、、 一向騒ぐぐぐぐ容 子もありませ
んんんん。。。。そ こで私私私私もしま いには、、、、す っかり度胸がががが据据据据 ってしま って、、、、だ んだ
んんんん早早早早くな るラ ンプ の運動をををを、、、、眼眼眼眼もももも離離離離さず眺眺眺眺 めていました。。。。
また実際 ラ ンプ の覆覆覆覆がががが風風風風をををを起起起起 して回回回回るるるる中中中中 にににに、、、、黄黄黄黄 いろ い炎炎炎炎がた った 一一一一
つつつつ、、、、瞬瞬瞬瞬きもせず にとも って いる のは、、、、何何何何とも言言言言えず美美美美 し い、、、、不思議なななな

見物だ った のです。。。。がががが、、、、そ の内内内内 にラ ンプ の回回回回る のが、、、、いよ いよ速速速速 にな
って行行行行 って、、、、とうとう回回回回 っているとは見見見見えな いほど、、、、澄澄澄澄みみみみ渡渡渡渡 ったと思思思思
いますと、、、、い つの間間間間 にか、、、、前前前前 のよう にホヤ 一一一一つつつつ歪歪歪歪んだ気色 もなく、、、、テテテテ
エブ ルの上上上上 にににに据据据据 っていました。。。。
「「「「 驚驚驚驚きま したか。。。。こんな ことはほん の子供 ｜｜｜｜瞞瞞瞞瞞 しですよ。。。。それとも
あなたが御望 みなら、、、、もう 一一一一つつつつ何何何何 かかかか御覧 にににに入入入入れま しょう。」
ミ スラ君君君君 はははは後後後後をををを振返 って、、、、壁側 のののの書棚をををを眺眺眺眺めま したが、、、、やが てそ の
方方方方 へへへへ手手手手をさ し伸伸伸伸ば して、、、、招招招招くよう に指指指指をををを動動動動 かすと、、、、今度 はははは書棚 にににに並並並並 んんんん
で いた書物がががが 一冊ず つ動動動動きききき出出出出 して、、、、自然 にテ エブ ルの上上上上ま で飛飛飛飛んで来来来来
ま した。。。。そ のまた飛飛飛飛びびびび方方方方がががが両方 へへへへ表紙をををを開開開開 いて、、、、夏夏夏夏 のののの夕方 にににに飛飛飛飛びびびび交交交交うううう
蝙蝠 のよう に、、、、ひら ひらと宙宙宙宙 へへへへ舞上 る のです。。。。私私私私 はははは葉巻をををを 口口口口 へへへへ銜銜銜銜えた
まま、、、、呆気 にとられ て見見見見 て いましたが、、、、書物 はうす暗暗暗暗 いラ ンプ の光光光光 のののの
中中中中 にににに何冊もももも自由 にににに飛飛飛飛びびびび回回回回 って、、、、一一一一々々々々行儀 よく テ エブ ルの上上上上 へピラミ ッ
ドドドド形形形形 にににに積積積積 みみみみ上上上上りま した。。。。しかも残残残残らず こちら へ移移移移 ってしま ったと思思思思うううう
とととと、、、、すぐに最初来た のから動動動動きききき出出出出 して、、、、もと の書棚 へへへへ順順順順 々々々々にににに飛飛飛飛びびびび還還還還 っっっっ
てててて行行行行くじゃありませんか。。。。
がががが、、、、中中中中 でも 一番面白 か った のは、、、、うす い仮綴 じ の書物がががが 一冊、、、、や は
りりりり翼翼翼翼 のよう に表紙をををを開開開開 いて、、、、ふわりと空空空空 へへへへ上上上上りま したが、、、、しばらくテ
エブ ルの上上上上 でででで輪輪輪輪をををを描描描描 いてから、、、、急急急急 にににに頁頁頁頁をざ わ つかせると、、、、逆落 しに私私私私
のののの膝膝膝膝 へさ っと下下下下り て来来来来た こと です。。。。どう した のかと思思思思 って手手手手にと って

見見見見ると、、、、 これはははは私私私私がががが 一週間ば かり前前前前 にミ スラ君君君君 へへへへ貸貸貸貸 した覚覚覚覚えがあ る、、、、
フラ ンスの新新新新 し い小説 でした。。。。
「「「「 永永永永 々々々々御本をををを難有うううう。」
ミ スラ君君君君 はまだ微笑をををを含含含含 んだ声声声声 でででで、、、、こう私私私私 にににに礼礼礼礼をををを言言言言 いま した。。。。もち
ろんそ の時時時時 はもう多多多多 く の書物がががが、、、、みんな テ エブ ルの上上上上 から書棚 のののの中中中中 へへへへ
舞舞舞舞 いいいい戻戻戻戻 ってしま って いた のです。。。。私私私私 はははは夢夢夢夢 からさめたような心心心心もち で、、、、
暫時 はははは挨拶さえ できません でしたが、、、、そ の内内内内 にさ っき ミ スラ君君君君 のののの言言言言 っっっっ
たたたた、、、、 「「「「 私私私私 のののの魔術などと いうも のは、、、、あなた でも使使使使 おうと思思思思えば使使使使ええええ
る のです。」と いう言葉をををを思思思思 いいいい出出出出 しましたから、、、、
「「「「 いや、、、、兼兼兼兼ねねねね兼兼兼兼ねねねね評判 はう かが っていま したが、、、、あなた のお使使使使 いな
さ る魔術がががが、、、、これ ほど不思議なも のだろうとは、、、、実際、、、、思思思思 いもよりま
せんでした。。。。と ころ で私私私私 のような 人間 にも、、、、使使使使 って使使使使えな いこと のな
いと言言言言う のは、、、、御冗談 ではな いのです か。」
「「「「 使使使使えますとも。。。。誰誰誰誰 にでも造作なく使使使使えます。。。。ただ―― 」」」」とととと言言言言 いか
け てミ スラ君君君君 はじ っと私私私私 のののの顔顔顔顔をををを眺眺眺眺 めながら、、、、い つになく真 面目なななな 口調
にな って、、、、
「「「「 ただ、、、、欲欲欲欲 のあ る人間 には使使使使えません。。。。 ハッサ ン ・カ ンの魔術 をををを習習習習
おうと思思思思 ったら、、、、まず欲欲欲欲をををを捨捨捨捨 てること です。。。。あなたにはそれが できま
す か。」
「「「「 できる つもり です。」

私私私私はこう答答答答えま したが、、、、何何何何となく不安なななな気気気気もした ので、、、、すぐにまた
後後後後 から言葉をををを添添添添えました。。。。
「「「「 魔術さえ教教教教え て頂頂頂頂ければ。」
それ でも ミ スラ君君君君 はははは疑疑疑疑わ しそうな眼眼眼眼 つきを見見見見せましたが、、、、さすが に
この上念をををを押押押押す のは無躾だと でも思思思思 った のでしょう。。。。やが て大様 にににに頷頷頷頷
きながら、、、、
「「「「 では教教教教え て上上上上げ ましょう。。。。がががが、、、、いくら造作なく使使使使え ると言言言言 っても、、、、
習習習習う のには暇暇暇暇もかかります から、、、、今夜 はははは私私私私 のののの所所所所 へへへへ御泊 りなさ い。」
「「「「 どうも いろ いろ恐恐恐恐れれれれ入入入入ります。」
私私私私はははは魔術 をををを教教教教え て貰貰貰貰うううう嬉嬉嬉嬉 しさ に、、、、何度 も ミ スラ君君君君 へへへへ御礼をををを言言言言 いまし
たたたた。。。。がががが、、、、ミ スラ君君君君 はそんな ことに頓着す る気色 もなく、、、、静静静静 にににに椅 子から
立上 ると、、、、
「「「「 御婆サ ン。。。。御婆サ ン。。。。今夜 ハハハハ御客様ガガガガ御泊リ ニナ ルカラ、、、、寝床 ノノノノ
仕度 ヲシテ置置置置イテオク レ。」
私私私私はははは胸胸胸胸をををを躍躍躍躍ら しながら、、、、葉巻 のののの灰灰灰灰をはたく のも忘忘忘忘 れ て、、、、まともに石石石石
油油油油 ラ ンプ の光光光光をををを浴浴浴浴びた、、、、親切そうな ミ スラ君君君君 のののの顔顔顔顔をををを思思思思わず じ っと見上
げ ました。。。。

