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人間失格
●●●●第 一のののの手記冒頭

太宰治

恥恥恥恥 のののの多多多多 いいいい生涯をををを送送送送 って来来来来ました。。。。
自分 には、、、、人間 のののの生活と いうも のが、、、、見当 つかな いのです。。。。自分 はははは
東北 のののの田舎 にににに生生生生れました ので、、、、汽車をはじめて見見見見た のは、、、、よほど大大大大きききき
くな ってから でした。。。。自分 はははは停車場 のブ リ ッジを、、、、上上上上 って、、、、降降降降 り て、、、、
そう してそれが線路 をまたぎ越越越越え るために造造造造ら れたも のだと いう事事事事
には全然気づ かず、、、、ただそれは停車場 のののの構内をををを外国 のののの遊戯場 みた いに、、、、
複雑 にににに楽楽楽楽 しく、、、、 ハイカラにす るために のみ、、、、設備 せられ てあ るも のだ
とば かり思思思思 っていました。。。。しかも、、、、かなり永永永永 いいいい間間間間そう思思思思 っていた ので
すすすす。。。。ブ リ ッジ の上上上上 ったり降降降降 りたりは、、、、自分 にはむしろ、、、、ず いぶん垢抜
け のした遊戯 でででで、、、、それは鉄道 のサーヴ ィスの中中中中 でも、、、、最最最最もももも気気気気 のき いた
サーヴ ィスの 一一一一つだと思思思思 っていた のですが、、、、のち にそれはただ旅客がががが
線路 をまたぎ越越越越え るため のす こぶ る実利的なななな階段 にににに過過過過ぎ な いのを発発発発
見見見見 して、、、、 にわ かに興興興興がががが覚覚覚覚 めました。。。。

（（（（ 中略））））
……考考考考えれば考考考考え るほど、、、、自分 には、、、、わ からなくなり、、、、自分 ひとり全全全全
くくくく変変変変 っているような、、、、不安とととと恐怖 にににに襲襲襲襲 われるば かりな のです。。。。自分 はははは

隣 人とととと、、、、 ほとんど会話が できません。。。。何何何何をををを、、、、どう言言言言 ったら いいのか、、、、
わ からな いのです。。。。
そ こで考考考考ええええ出出出出 した のは、、、、道 化 でした。。。。
それは、、、、自分 のののの、、、、人間 にににに対対対対す る最後 のののの求愛 でした。。。。自分 はははは、、、、人間をををを
極度 にににに恐恐恐恐れ ていながら、、、、それ でいて、、、、人間をををを、、、、どう しても思思思思 いいいい切切切切れな
か ったら し いのです。。。。そう して自分 はははは、、、、この道 化 のののの 一線 でわず かに人人人人
間間間間 に つなが る事事事事が できた のでした。。。。おも てでは、、、、絶絶絶絶えず笑顔を つくり
ながらもももも、、、、内心はははは必死 のののの、、、、それ こそ千番 にににに 一番 のののの兼兼兼兼ねねねね合合合合 いと でも いう
べき危機 一髪 のののの、、、、油汗流 して のサーヴ ィスでした。。。。
自分 はははは子供 のののの頃頃頃頃 から、、、、自分 のののの家族 のののの者者者者 たち に対対対対 してさ へ、、、、彼等がど
んな に苦苦苦苦 しく、、、、またどんな事事事事をををを考考考考え て生生生生き ている のか、、、、まるでち っと
もももも見当 つかず、、、、ただ おそろしく、、、、 そ の気気気気まずさ に堪堪堪堪え る事事事事が できず、、、、
す でに道 化 のののの上手にな って いました。。。。 つまり、、、、自分 はははは、、、、い つのまにや
らららら、、、、 一言もももも本当 のののの事事事事をををを言言言言わな い子子子子にな って いた のです。。。。
そ の頃頃頃頃 のののの、、、、家族たちと 一緒 にう つした写真などを見見見見ると、、、、他他他他 のののの者者者者たたたた
ち は皆皆皆皆まじめな顔顔顔顔を している のに、、、、自分 ひとり、、、、必必必必ずずずず奇妙 にににに顔顔顔顔をゆが
め て笑笑笑笑 って いる のです。。。。これもまた、、、、自分 のののの幼幼幼幼くくくく悲悲悲悲 し い道 化 のののの 一種 でででで
した。。。。
また自分 はははは、、、、肉親 たち に何何何何 かかかか言言言言われ て、、、、口応え した事事事事 は いちども有有有有
りませんでした。。。。そ のわず かな お こごとは、、、、自分 には霹靂 のごとく強強強強

くくくく感感感感ぜられ、、、、狂狂狂狂う みた いにな り、、、、口応えど ころか、、、、そ のお こごと こそ、、、、
謂謂謂謂わば 万世 一系 のののの人間 のののの 「「「「 真 理」」」」とか いうも のに違違違違 いな い、、、、自分 にににに
はそ の真 理をををを行行行行うううう力力力力がな いのだ から、、、、もはや 人間とととと 一緒 にににに住住住住 めな いの
ではな いかしら、、、、とととと思思思思 いいいい込込込込んでしまう のでした。。。。だ から自分 には、、、、言言言言
いいいい争争争争 いも自 己弁解 も できな いのでした。。。。人人人人から悪悪悪悪くくくく言言言言われると、、、、いか
にも、、、、も っとも、、、、自分が ひど い思思思思 いいいい違違違違 いを しているような気気気気が して来来来来
てててて、、、、い つもそ の攻撃をををを黙黙黙黙 して受受受受けけけけ、、、、内心、、、、狂狂狂狂う ほど の恐怖をををを感感感感 じま し
たたたた。。。。
それは誰誰誰誰 でも、、、、人人人人から非難 せられたり、、、、怒怒怒怒られたりして いい気持がががが
す るも のではな いかも知知知知れませんが、、、、自分 はははは怒怒怒怒 って いる人間 のののの顔顔顔顔 にににに、、、、
獅 子よりも鰐鰐鰐鰐 よりも竜竜竜竜 よりも、、、、も っとおそろし い動物 のののの本性をををを見見見見る の
です。。。。ふだんは、、、、そ の本性を かくしているよう ですけれども、、、、何何何何 か の
機会 にににに、、、、たとえば、、、、牛牛牛牛がががが草原 でお っとりした形形形形 でででで寝寝寝寝 ていて、、、、突如、、、、尻尻尻尻
尾尾尾尾 でピ シ ッと腹腹腹腹 のののの虻虻虻虻をををを打打打打ちちちち殺殺殺殺す みた いに、、、、不意 にににに人間 のおそろし い正正正正
体体体体をををを、、、、怒怒怒怒 りによ って暴露す る様 子をををを見見見見 てててて、、、、自分 は い つも髪髪髪髪 のののの逆立 つほ
ど の戦慄をををを覚覚覚覚ええええ、、、、この本性もまた人間 のののの生生生生き て行行行行くくくく資格 のののの 一一一一つな のか
もももも知知知知れな いと思思思思えば、、、、 ほとんど自分 にににに絶望をををを感感感感 じる のでした。。。。
人間 にににに対対対対 して、、、、い つも恐怖 にににに震震震震 いお ののき、、、、また、、、、人間と して の自自自自
分分分分 のののの言動 にににに、、、、みじんも自信をををを持持持持 てず、、、、そう して自分 ひとり の懊悩 はははは胸胸胸胸
のののの中中中中 のののの小箱 にににに秘秘秘秘めめめめ、、、、そ の憂鬱、、、、ナ アヴ ァスネ スを、、、、ひたかくしに隠隠隠隠 しししし

てててて、、、、 ひたすら無邪気 のののの楽 天性をををを装装装装 いいいい、、、、自分 はお道 化たお変 人と して、、、、
次第 にににに完成され て行行行行きました。。。。
何何何何 でも いいから、、、、笑笑笑笑わせておれば いいのだ、、、、そうす ると、、、、人間たち
はははは、、、、自分がががが彼等 のいわゆる 「「「「 生活」」」」のののの外外外外 に いても、、、、あまりそれを気気気気
にしな いのではな いかしら、、、、とにかく、、、、彼等 人間たち の目障 りにな っ
ては いけな い、、、、自分 はははは無無無無だだだだ、、、、風風風風だだだだ、、、、空空空空だだだだ、、、、と いう ような思思思思 いば かりが
募募募募 りりりり、、、、自分 はお道 化によ って家族をををを笑笑笑笑わせ、、、、また、、、、家族 よりも、、、、も っ
とととと不可解 でおそろし い下男やややや 下女 にま で、、、、必死 のお道 化 のサーヴ ィス
を した のです。。。。

●●●● 第 三 のののの手記 最終部分
いまはもう自分 はははは、、、、罪人ど ころ ではなく、、、、狂人 でした。。。。 いいえ、、、、断断断断
じて自分 はははは狂狂狂狂 ってなど いな か った のです。。。。 一瞬間と いえども、、、、狂狂狂狂 った
事事事事 はな いん です。。。。けれども、、、、ああ、、、、狂人はははは、、、、た いてい自分 のののの事事事事をそう
言言言言うも のだ そう です。。。。 つまり、、、、この病院 に いれられた者者者者 はははは気違 いいいい、、、、いいいい
れられな か った者者者者 はははは、、、、 ノー マルと いう事事事事 にな るよう です。。。。
神神神神 にににに問問問問うううう。。。。無抵抗 はははは罪罪罪罪な りや ？？？？
堀木 のあ の不思議なななな美美美美 し い微笑 にににに自分 はははは泣泣泣泣きききき、、、、判断もももも抵抗 もももも忘忘忘忘 れ て
自動車 にににに乗乗乗乗りりりり、、、、そう してここに連連連連 れ て来来来来られ て、、、、狂人と いう事事事事 になり
ま した。。。。 いまに、、、、ここから出出出出 ても、、、、自分 はや っぱ り狂人、、、、 いいいいやややや、、、、癈 人

と いう刻印をををを額額額額 にににに打打打打たれる事事事事 でしょう。。。。
人間、、、、失格。。。。
もはや、、、、自分 はははは、、、、完全 にににに、、、、 人間 でなくな りました。。。。
ここ へ来来来来た のは初夏 のののの頃頃頃頃 でででで、、、、鉄鉄鉄鉄 のののの格 子 のののの窓窓窓窓 から病院 のののの庭庭庭庭 のののの小小小小さ い池池池池
にににに紅紅紅紅 いいいい睡蓮 のののの花花花花がががが咲咲咲咲 いている のが見見見見えましたが、、、、それから三三三三 つき経経経経ちちちち、、、、
庭庭庭庭 に コスモスが咲咲咲咲きはじめ、、、、思思思思 いがけなく故郷 のののの長 兄がががが、、、、ヒラメを連連連連
れ て自分をををを引引引引きききき取取取取 りにや って来来来来 てててて、、、、父父父父がががが先月末 にににに胃潰瘍 でなくな った
こと、、、、自分たち はもう お前前前前 のののの過去 はははは問問問問わぬ、、、、生活 のののの心配もかけな い つ
もり、、、、何何何何もしなく ていい、、、、そ の代代代代 りりりり、、、、いろ いろ未練 もあ るだろうがす
ぐに東京 から離離離離れ て、、、、田舎 でででで療養生活をはじめてくれ、、、、おおおお前前前前がががが東京 でででで
しでかした事事事事 のののの後仕末 はははは、、、、だ いた い渋 田がや ってくれたはずだ から、、、、
それは気気気気 にしな いでいい、、、、とれ いの生真 面目なななな緊張 したような 口調 でででで
言言言言う のでした。。。。
故郷 のののの山河がががが眼前 にににに見見見見え るような気気気気が して来来来来 てててて、、、、自分 はははは幽幽幽幽 かにうな
ずきました。。。。
まさ に癈 人。。。。
父父父父がががが死死死死んだ事事事事をををを知知知知 ってから、、、、自分 は いよ いよ腑抜けたよう になりま
した。。。。父父父父がががが、、、、もう いな い、、、、自分 のののの胸中 から 一刻もももも離離離離 れな か ったあ の懐懐懐懐
しくおそろし い存在 がががが、、、、もう いな い、、、、自分 のののの苦悩 のののの壷壷壷壷がから っぽ にな
ったような気気気気が しました。。。。自分 のののの苦悩 のののの壷壷壷壷がやけ に重重重重 か った のも、、、、ああああ

のののの父父父父 のせ いだ った のではな かろう かとさえ思思思思われました。。。。まるで、、、、張張張張
合合合合 いが抜抜抜抜けました。。。。苦悩す る能力をさえ失失失失 いました。。。。
長 兄はははは自分 にににに対対対対す る約束をををを正確 にににに実行 してくれました。。。。自分 のののの生生生生れれれれ
てててて育育育育 った町町町町から汽車 でででで四四四四、、、、五時間、、、、南 下したと ころに、、、、東北 には珍珍珍珍らららら
し いほど暖暖暖暖 か い海 辺 のののの温泉 地があ って、、、、そ の村村村村 はずれ の、、、、間数 はははは五五五五 つつつつ
もあ る のですが、、、、かなり古古古古 いいいい家家家家ら しく壁壁壁壁 はははは剥剥剥剥げげげげ落落落落ちちちち、、、、柱柱柱柱 はははは虫虫虫虫 にににに食食食食われ、、、、
ほとんど修 理 のののの仕様もな いほど の茅屋をををを買買買買 いと って自分 にににに与与与与ええええ、、、、六十
にににに近近近近 いひど い赤毛 のののの醜醜醜醜 いいいい女中を ひとり付付付付け てくれました。。。。
それから三年とととと少少少少 しししし経経経経ちちちち、、、、自分 はそ の間間間間 にそ のテツと いう老女中 にににに
数度 へんな犯犯犯犯され方方方方を して、、、、時時時時たま夫婦喧嘩 みた いな事事事事を はじめ、、、、胸胸胸胸
のののの病気 のほう は 一進 一退、、、、痩痩痩痩 せたりふと ったり、、、、血痰がががが出出出出たり、、、、き の
うううう、、、、テツにカ ルモチ ンを買買買買 ってお いで、、、、とととと言言言言 って、、、、村村村村 のののの薬屋 にお使使使使 いいいい
にや ったら、、、、い つも の箱箱箱箱とととと違違違違うううう形形形形 のののの箱箱箱箱 のカ ルモチ ンを買買買買 って来来来来 てててて、、、、べべべべ
つに自分もももも気気気気 にとめず、、、、寝寝寝寝 るるるる前前前前 にににに十錠 のんでも 一向 にににに眠眠眠眠くならな いの
でででで、、、、おかし いなと思思思思 っているうち に、、、、おな か の具合がえ んになり急急急急 いいいい
でででで便所 へへへへ行行行行 ったら猛烈なななな下痢 でででで、、、、しかも、、、、それから引続きききき三度 もももも便所
にかよ った のでした。。。。不審 にににに堪堪堪堪えず、、、、薬薬薬薬 のののの箱箱箱箱をよく見見見見ると、、、、それは ヘ
ノモチ ンと いう下剤 でした。。。。
自分 はははは仰向けに寝寝寝寝 てててて、、、、おな かに湯湯湯湯たんぽを載載載載 せながら、、、、テツにこご
とを言言言言 ってや ろうと思思思思 いま した。。。。

「「「「 これは、、、、 おおおお前前前前、、、、 カ ルモチ ンじゃな い。。。。 ヘノモチ ン、、、、と いう」」」」
とととと言言言言 いかけ て、、、、うふふふと笑笑笑笑 ってしま いま した。。。。 「「「「 癈 人」」」」 はははは、、、、どどどど
うやら これは、、、、喜劇名詞 のよう です。。。。眠眠眠眠ろうと して下剤をををを飲飲飲飲 みみみみ、、、、しか
もももも、、、、 そ の下剤 のののの名前 はははは、、、、 ヘノモチ ン。。。。
いまは自分 には、、、、幸福もももも不幸もありません。。。。
ただ、、、、 一一一一さ いは過過過過ぎ て行行行行きます。。。。
自分が いまま で阿鼻叫喚 でででで生生生生き て来来来来た いわゆる 「「「「 人間」」」」のののの世界 にににに
お いて、、、、た った 一一一一つつつつ、、、、真 理ら しく思思思思われた のは、、、、 それだけ でした。。。。
ただ、、、、 一一一一さ いは過過過過ぎ て行行行行きます。。。。
自分 はこと し、、、、二十七になります。。。。白髪がめ っきりふえた ので、、、、たたたた
いていの人人人人から、、、、 四十以上 にににに見見見見られます。。。。

