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芥川龍之介

あ る曇曇曇曇 った冬冬冬冬 のののの日暮 であ る。。。。私私私私はははは横須賀発上りりりり二等客車 のののの隅隅隅隅 にににに腰腰腰腰をををを
下下下下して、、、、ぼ んや り発車 のののの笛笛笛笛をををを待待待待 っていた。。。。とう に電灯 の ついた客車 のののの
中中中中 には、、、、珍珍珍珍ら しく私私私私 のののの外外外外 にににに 一人もももも乗客 は いな か った。。。。外外外外をををを覗覗覗覗くと、、、、うううう
すすすす暗暗暗暗 いプ ラ ット フォオ ムにも、、、、今 日はははは珍珍珍珍 しく見送 り の人影さえ跡跡跡跡をををを絶絶絶絶
って、、、、ただ、、、、檻檻檻檻 にににに入入入入れられた小犬がががが 一匹、、、、時時時時 々々々々悲悲悲悲 しそう に、、、、吠吠吠吠ええええ立立立立 てててて
て いた。。。。これら はそ の時時時時 のののの私私私私 のののの心心心心もちと、、、、不思議なななな位似 つかわ し い景景景景
色色色色だ った。。。。私私私私 のののの頭頭頭頭 のののの中中中中 には いいよう のな い疲労とととと倦怠 とが、、、、まるで雪雪雪雪
曇曇曇曇 り の空空空空 のようなどんよりした影影影影をををを落落落落 して いた。。。。私私私私 はははは外套 のポ ッケ ッ
ト へじ っと両手を つっこんだまま、、、、そ こには い って いる夕刊をををを出出出出 して
見見見見ようと いう 元気さえ起起起起らな か った。。。。
がががが、、、、やが て発車 のののの笛笛笛笛がががが鳴鳴鳴鳴 った。。。。私私私私はかす かな心心心心 のののの寛寛寛寛ぎを感感感感 じながら、、、、
後後後後 のののの窓枠 へへへへ頭頭頭頭をもたせて、、、、眼眼眼眼 のののの前前前前 のののの停車場がず るず ると後後後後ずさ りを始始始始
める のを待待待待 っともなく待待待待ち かまえ ていた。。。。と ころがそれよりも先先先先 にけ
たたまし い日和下駄 のののの音音音音がががが、、、、改札 口のののの方方方方 から聞聞聞聞ええええ出出出出 したと思思思思うと、、、、間間間間
もなく車掌 のののの何何何何 か いい罵罵罵罵 るるるる声声声声とととと共共共共 にににに、、、、私私私私 のののの乗乗乗乗 っている二等室 のののの戸戸戸戸がが
ら りと開開開開 いて、、、、十三四 のののの小娘がががが 一人、、、、慌慌慌慌 しく中中中中 へは い って来来来来たたたた、、、、とととと同同同同
時時時時 にににに 一一一一つず しりと揺揺揺揺れ て、、、、徐徐徐徐 にににに汽車 はははは動動動動きききき出出出出 した。。。。 一本ず つ眼眼眼眼をくぎ
って行行行行くプ ラ ット フォオ ム の柱柱柱柱、、、、置置置置きききき忘忘忘忘 れたような運水車、、、、それから

車内 のののの誰誰誰誰 かに祝儀 のののの礼礼礼礼を い っている赤帽―― そう いうす べては、、、、窓窓窓窓 へへへへ
吹吹吹吹 き つける煤煙 のののの中中中中 にににに、、、、未練がま しく後後後後 へへへへ倒倒倒倒 れ て行行行行 った。。。。私私私私 はははは漸漸漸漸 くほ
っと した心心心心もち にな って、、、、巻煙草 にににに火火火火を つけながら、、、、始始始始 めて懶懶懶懶 いいいい睚睚睚睚をををを
あげ て、、、、前前前前 のののの席席席席 にににに腰腰腰腰をををを下下下下していた小娘 のののの顔顔顔顔をををを 一一一一 ｜｜｜｜瞥瞥瞥瞥 した。。。。
それは油気 のな い髪髪髪髪を ひ っつめ の銀杏 返しに結結結結 って、、、、横横横横な で の痕痕痕痕 のののの
あ る皸皸皸皸だらけ の両両両両 ｜｜｜｜頬頬頬頬をををを気持 のののの悪悪悪悪 いいいい程赤くくくく火照ら せた、、、、いかにも 田舎
者者者者ら し い娘娘娘娘だ った。。。。しかも垢垢垢垢じみた萌黄色 のののの毛糸 のののの襟巻がだらりと垂垂垂垂
れれれれ下下下下 った膝膝膝膝 のののの上上上上 には、、、、大大大大きな風呂敷包 みがあ った。。。。そ のまた包包包包 みを抱抱抱抱
いた霜焼け の手手手手 のののの中中中中 には、、、、三等 のののの赤 切符がががが大事 そう にし っかり握握握握られ
て いた。。。。私私私私はこの小娘 のののの下品なななな顔顔顔顔だちを好好好好まな か った。。。。それから彼女
のののの服装がががが不潔な のもや はり不快だ った。。。。最後 にそ の二等とととと三等と の区区区区
別別別別さえも弁弁弁弁えな い愚鈍なななな心心心心がががが腹立たしか った。。。。だ から巻煙草 にににに火火火火を つ
けた私私私私はははは、、、、一一一一つにはこの小娘 のののの存在 をををを忘忘忘忘 れた いと いう心心心心もちもあ って、、、、
今度 はポ ッケ ット の夕刊をををを漫然とととと膝膝膝膝 のののの上上上上 へひろげ て見見見見たたたた。。。。す るとそ の
時夕刊 のののの紙面にににに落落落落ち ていた外光がががが、、、、突然電灯 のののの光光光光 にににに変変変変 って、、、、刷刷刷刷 のののの悪悪悪悪 いいいい
何欄 か の活字がががが意外なななな位位位位 ｜｜｜｜鮮鮮鮮鮮 にににに私私私私 のののの眼眼眼眼 のののの前前前前 へへへへ浮浮浮浮 ん で来来来来たたたた。。。。いうま でも
なく汽車 はははは今今今今、、、、横須賀線 にににに多多多多 いいいい隧道 のののの最初 のそれ へは い った のであ る。。。。
しかしそ の電灯 のののの光光光光 にににに照照照照らされた夕刊 のののの紙面をををを見渡 しても、、、、や はり
私私私私 のののの憂鬱をををを慰慰慰慰 む べく、、、、世間 はははは余余余余 りに平凡な でき事事事事ば かりで持持持持ちちちち切切切切 って
いた。。。。講和問題、、、、新婦新郎、、、、涜職事件、、、、死亡広告―― 私私私私はははは隧道 へは い

った 一瞬間、、、、汽車 のののの走走走走 っている方向がががが逆逆逆逆 にな ったような錯覚 をををを感感感感 じな
がら、、、、それら の索漠と した記事 から記事 へへへへ殆機械的 にににに眼眼眼眼をををを通通通通 した。。。。がががが、、、、
そ の間間間間ももちろんあ の小娘がががが、、、、あたかも卑俗なななな現実をををを人間 にしたよう
なななな面持ち で、、、、私私私私 のののの前前前前 にににに座座座座 って いる事事事事をををを絶絶絶絶えず意識 せず には いられな か
った。。。。この隧道 のののの中中中中 のののの汽車とととと、、、、この田舎者 のののの小娘とととと、、、、そう してまた こ
のののの平凡なななな記事 にににに埋埋埋埋 っている夕刊とととと、、、、―― これが象徴 でなく て何何何何 であろ
うううう。。。。不可解なななな、、、、下等なななな、、、、退屈なななな人生 のののの象徴 でなく て何何何何 であろう。。。。私私私私はははは
一切がくだらなくな って、、、、読読読読 みかけた夕刊をををを放放放放 りりりり出出出出すと、、、、また窓枠 にににに
頭頭頭頭をををを靠靠靠靠 せながら、、、、死死死死んだよう に眼眼眼眼を つぶ って、、、、う つらう つら し始始始始 めた。。。。
それから幾分 かかかか過過過過ぎ た後後後後 であ った。。。。ふと何何何何 かに脅脅脅脅されたような心心心心もももも
ちが して、、、、思思思思わずあたりを見見見見まわすと、、、、何時 のののの間間間間 にか例例例例 のののの小娘がががが、、、、向向向向
うううう側側側側 から席席席席 をををを私私私私 のののの隣隣隣隣 へへへへ移移移移 して、、、、頻頻頻頻 にににに窓窓窓窓をををを開開開開けようと している。。。。がががが、、、、重重重重
いガラ ス戸戸戸戸はははは中中中中 々々々々思思思思うよう にあがらな いら し い。。。。あ の皸皸皸皸だらけ の頬頬頬頬 はははは
いよ いよ赤赤赤赤 くな って、、、、時時時時 々 ｜鼻洟をすすり こむ音音音音がががが、、、、小小小小さな息息息息 のののの切切切切れれれれ
るるるる声声声声とととと 一一一一しょに、、、、せわ しなく耳耳耳耳 へは い って来来来来 るるるる。。。。これはもち ろん私私私私にににに
もももも、、、、幾分ながら同情をををを惹惹惹惹くに足足足足るも のには相違な か った。。。。しかし汽車
がががが今今今今 ｜｜｜｜将将将将 にににに隧道 のののの口口口口 へさ しかかろうと して いる事事事事 はははは、、、、暮色 のののの中中中中 にににに枯草
ば かり明明明明 いいいい両側 のののの山腹がががが、、、、間近くくくく窓側 にににに迫迫迫迫 って来来来来た のでも、、、、すぐに合合合合
点点点点 のののの行行行行くくくく事事事事 であ った。。。。にも関関関関らず この小娘 はははは、、、、わざ わざ しめてあ る窓窓窓窓
のののの戸戸戸戸をををを下下下下そうとす る、、、、
―― そ の理由がががが私私私私には呑呑呑呑 みこめな か った。。。。いや、、、、

それが私私私私には、、、、単単単単 にこの小娘 のののの気気気気まぐれだと しか考考考考えられな か った。。。。
だ から私私私私はははは腹腹腹腹 のののの底底底底 にににに依然と して険険険険 し い感情をををを蓄蓄蓄蓄えながら、、、、あ の霜焼けけけけ
のののの手手手手がガラ ス戸戸戸戸をををを抬抬抬抬げ ようと して悪戦苦闘す る容 子をををを、、、、まるでそれが
永久 にににに成功 しな い事事事事 でも祈祈祈祈 るような冷酷なななな眼眼眼眼 でででで眺眺眺眺 めていた。。。。す ると間間間間
もなく凄凄凄凄 じ い音音音音を はためかせて、、、、汽車がががが隧道 へなだれ こむと同時 にににに、、、、
小娘 のののの開開開開けようと したガラ ス戸戸戸戸はははは、、、、とうとうば たりと下下下下 へへへへ落落落落ちた。。。。そそそそ
う してそ の四角なななな穴穴穴穴 のののの中中中中 から、、、、煤煤煤煤をををを溶溶溶溶 したようなどす黒黒黒黒 いいいい空気がががが、、、、俄俄俄俄
にににに息苦 し い煙煙煙煙 にな って、、、、濛濛濛濛 々々々々とととと車内 へへへへ漲漲漲漲りりりり出出出出 した。。。。元来 ｜｜｜｜咽喉をををを害害害害 しししし
て いた私私私私はははは、、、、手巾をををを顔顔顔顔 にににに当当当当 てる暇暇暇暇さ へなく、、、、この煙煙煙煙をををを満面にににに浴浴浴浴びせら
れたおかげ で、、、、殆息も つけな い程程程程 ｜｜｜｜咳咳咳咳き こまなければならな か った。。。。
がががが、、、、小娘 はははは私私私私にににに頓着す る気色 もももも見見見見えず、、、、窓窓窓窓 から外外外外 へへへへ首首首首を のば して、、、、闇闇闇闇
をををを吹吹吹吹 くくくく風風風風にににに銀杏 返し の鬢鬢鬢鬢 のののの毛毛毛毛をををを戦戦戦戦がせながら、、、、じ っと汽車 のののの進進進進 むむむむ方向
をををを見見見見や って いる。。。。そ の姿姿姿姿をををを煤煙とととと電灯 のののの光光光光と の中中中中 にににに眺眺眺眺めた時時時時、、、、もう窓窓窓窓
のののの外外外外がががが見見見見るるるる見見見見るるるる明明明明くな って、、、、そ こから土土土土 のののの匂匂匂匂やややや枯草 のののの匂匂匂匂やややや水水水水 のののの匂匂匂匂がががが冷冷冷冷
かに流流流流れ こんで来来来来な か ったなら、、、、漸咳きや んだ私私私私 はははは、、、、この見知らな い
小娘をををを頭頭頭頭ごな しに叱叱叱叱り つけ てでも、、、、また元元元元 のののの通通通通りりりり窓窓窓窓 のののの戸戸戸戸を しめさ せた
のに相違な か った のであ る。。。。
しかし汽車 はそ の時分 には、、、、もう安安安安 々々々々とととと隧道 をををを辷辷辷辷りぬけ て、、、、枯草 のののの
山山山山とととと山山山山と の間間間間 にににに挟挟挟挟 まれた、、、、あ る貧貧貧貧 し い町町町町はず れ の踏 切りに通通通通りかか っ
て いた。。。。踏 切り の近近近近くには、、、、いず れも見見見見すぼら し い藁屋根やややや 瓦屋根がががが

ご みご みと狭苦 しく建建建建 てこんで、、、、踏 切りりりり番番番番がががが振振振振 る のであろう、、、、ただ ｜｜｜｜
一旒 のうす白白白白 いいいい旗旗旗旗がががが懶懶懶懶げ に暮色をををを揺揺揺揺 っていた。。。。や っと隧道 をををを出出出出たと思思思思
うううう―― そ の時時時時 そ の蕭索と した踏 切り の柵柵柵柵 のののの向向向向う に、、、、私私私私 はははは頬頬頬頬 のののの赤赤赤赤 いいいい三人
のののの男男男男 のののの子子子子がががが、、、、目白押 しに並並並並 んで立立立立 っている のを見見見見たたたた。。。。彼等 はははは皆皆皆皆、、、、この
曇 天にににに押押押押 しすくめられたかと思思思思うううう程程程程、、、、揃揃揃揃 って背背背背がががが低低低低 か った。。。。そう して
また この町町町町はずれ の陰惨たる風物とととと同同同同じような色色色色 のののの着物をををを着着着着 ていた。。。。
それが汽車 のののの通通通通る のを仰仰仰仰ぎぎぎぎ 見見見見ながら、、、、 一斉 にににに手手手手をををを挙挙挙挙げ るが早早早早 いか、、、、いいいい
た いけな喉喉喉喉をををを高高高高くくくく反反反反ら せて、、、、何何何何とも意味 のののの分分分分らな い喊声をををを 一生懸命 にににに
迸迸迸迸ら せた。。。。す るとそ の瞬間 であ る。。。。窓窓窓窓 から半身 をををを乗乗乗乗りりりり出出出出 していた例例例例 のののの
娘娘娘娘がががが、、、、あ の霜焼け の手手手手を つと のば して、、、、勢勢勢勢 よく左右 にににに振振振振 ったと思思思思うと、、、、
たち まち 心心心心をををを躍躍躍躍らすば かり暖暖暖暖なななな 日日日日 のののの色色色色 にににに染染染染 ま って いる蜜柑 が およそ
五五五五 つつつつ六六六六 つつつつ、、、、汽車をををを見送 った子供たち の上上上上 へばらばらと空空空空 から降降降降 って来来来来
たたたた。。。。私私私私はははは思思思思わず息息息息をををを呑呑呑呑 んだ。。。。そう して刹那にににに 一切をををを了解 した。。。。小娘 はははは、、、、
恐恐恐恐らくはこれから奉 公先 へへへへ赴赴赴赴 こうと している小娘 はははは、、、、そ の懐懐懐懐 にににに蔵蔵蔵蔵 して
いた幾顆 のののの蜜柑をををを窓窓窓窓 から投投投投げ て、、、、わざ わざ踏 切りま で見送 りに来来来来たたたた弟弟弟弟
たち の労労労労 にににに報報報報 いた のであ る。。。。
暮色をををを帯帯帯帯びた町町町町はずれ の踏 切りと、、、、小鳥 のよう に声声声声をををを挙挙挙挙げ た三人 のののの
子供たちと、、、、そう してそ の上上上上 にににに乱落す る鮮鮮鮮鮮なななな蜜柑 のののの色色色色 とととと―― す べては
汽車 のののの窓窓窓窓 のののの外外外外 にににに、、、、瞬瞬瞬瞬 くくくく暇暇暇暇もなく通通通通りりりり過過過過ぎ た。。。。がががが、、、、私私私私 のののの心心心心 のののの上上上上 には、、、、切切切切
な い程程程程 は っきりと、、、、 この光景がががが焼焼焼焼き つけられた。。。。 そう してそ こから、、、、

あ る得体 のののの知知知知れな い朗朗朗朗なななな心心心心もちが湧湧湧湧きききき上上上上 って来来来来 る のを意識 した。。。。私私私私はははは
高然とととと頭頭頭頭をををを挙挙挙挙げ て、、、、まるで別人をををを見見見見るよう にあ の小娘をををを注視 した。。。。小小小小
娘娘娘娘 はははは何時 かもう私私私私 のののの前前前前 のののの席席席席 にににに返返返返 って、、、、相 不変皸だらけ の頬頬頬頬をををを萌黄色 のののの
毛糸 のののの襟巻 にににに埋埋埋埋めながら、、、、大大大大きな風呂敷包 みを抱抱抱抱えた手手手手にににに、、、、し っかり
とととと三等切符をををを握握握握 っている。。。。 …………
私私私私はこの時始 め て、、、、いいよう のな い疲労とととと倦怠 とを、、、、そう してまた
不可解なななな、、、、 下等なななな、、、、退屈なななな 人生をををを僅僅僅僅 にににに忘忘忘忘 れる事事事事が できた のであ る。。。。

