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大川 のののの水水水水

芥川龍之介

自分 はははは、、、、大川端 にににに近近近近 いいいい町町町町にににに生生生生まれた。。。。家家家家をををを出出出出 てててて椎椎椎椎 のののの若葉 におおわれた、、、、黒塀
のののの多多多多 いいいい横網 のののの小路をぬけると、、、、すぐあ の幅幅幅幅 のののの広広広広 いいいい川筋 のののの見渡される、、、、百本杭 のののの
河岸 へへへへ出出出出る のである。。。。幼幼幼幼 いいいい時時時時 から、、、、中学をををを卒業す るま で、、、、自分 はほとんど毎 日
のよう に、、、、あ の川川川川をををを見見見見たたたた。。。。水水水水とととと船船船船とととと橋橋橋橋とととと砂州とととと、、、、水水水水 のののの上上上上 にににに生生生生まれ て水水水水 のののの上上上上 にににに暮暮暮暮
しているあわただ し い人人人人 々々々々のののの生活とを見見見見たたたた。。。。真夏 のののの日日日日 のののの午午午午すぎ、、、、やけた砂砂砂砂をををを踏踏踏踏
みながら、、、、水泳をををを習習習習 いに行行行行くくくく通通通通りすがりに、、、、嗅嗅嗅嗅ぐともなく嗅嗅嗅嗅 いだ河河河河 のののの水水水水 のにお
いも、、、、今今今今 では年年年年とともに、、、、親親親親 しく思思思思 いいいい出出出出されるような気気気気がす る。。。。
自分 はどう して、、、、 こうもあ の川川川川をををを愛愛愛愛す る のか。。。。あ のどちら かと言言言言えば、、、、泥濁
り のした大川 のなま暖暖暖暖 か い水水水水 にににに、、、、限限限限りな いゆかしさを感感感感 じる のか。。。。自分ながら
もももも、、、、少少少少しく、、、、そ の説明にににに苦苦苦苦 しまず には いられな い。。。。ただ、、、、自分 はははは、、、、昔昔昔昔 からあ の
水水水水をををを見見見見るごとに、、、、なんとなく、、、、涙涙涙涙をををを落落落落 した いような、、、、言言言言 いがた い慰安とととと寂寥とととと
をををを感感感感 じた。。。。ま ったく、、、、自分 のののの住住住住 んでいる世界 かかかからららら遠遠遠遠ざ か って、、、、な つかし い思慕
とととと追憶と の国国国国には いるような心心心心もちが した。。。。 この心心心心もち のために、、、、 この慰安とととと
寂寥とを味味味味わ いう るがために、、、、自分 はははは何何何何よりも大川 のののの水水水水をををを愛愛愛愛す る のである。。。。
銀灰色 のののの靄靄靄靄とととと青青青青 いいいい油油油油 のような川川川川 のののの水水水水とととと、、、、吐息 のような、、、、おぼ つかな い汽笛 のののの
音音音音とととと、、、、 石炭船 のののの鳶色 のののの三角帆とととと、、、、―― す べてや みがた い哀愁をよび起起起起す これら
のののの川川川川 のながめは、、、、 いかに自分 のののの幼幼幼幼 いいいい心心心心をををを、、、、そ の岸岸岸岸 にににに立立立立 つつつつ楊柳 のののの葉葉葉葉 のごとく、、、、おおおお
ののかせた こと であろう。。。。

この三年間、、、、自分 はははは山山山山 のののの手手手手 のののの郊外にににに、、、、雑木林 のかげ にな っている書斎 でででで、、、、平平平平
静静静静なななな読書三昧 にふけ っていたが、、、、それ でもなお、、、、月月月月にににに二二二二、、、、三度 はははは、、、、あ の大川 のののの
水水水水をながめにゆく ことを忘忘忘忘れな か った。。。。動動動動くともなく動動動動きききき、、、、流流流流 るるともなく流流流流
れる大川 のののの水水水水 のののの色色色色 はははは、、、、静寂なななな書斎 のののの空気がががが休休休休 みなく与与与与え る刺激とととと緊張とに、、、、せせせせ
つな いほどあわただ しく、、、、動動動動 いている自分 のののの心心心心をも、、、、ち ょうど、、、、長旅 にににに出出出出たたたた巡巡巡巡
礼礼礼礼がががが、、、、ようやくまた故郷 のののの土土土土をををを踏踏踏踏 んだ時時時時 のような、、、、さびし い、、、、自由なななな、、、、な つか
しさ に、、、、とかしてくれる。。。。大川 のののの水水水水があ って、、、、 はじめて自分 はふたたび、、、、純純純純なななな
るるるる本来 のののの感情 にににに生生生生きることが できる のである。。。。
自分 はははは幾度となく、、、、青青青青 いいいい水水水水 にににに臨臨臨臨 んだ アカ シアが、、、、初夏 のやわら かな風風風風にふか
れ て、、、、 ほろほろと白白白白 いいいい花花花花をををを落落落落す のを見見見見たたたた。。。。自分 はははは幾度となく、、、、霧霧霧霧 のののの多多多多 いいいい十 一月
のののの夜夜夜夜 にににに、、、、暗暗暗暗 いいいい水水水水 のののの空空空空をををを寒寒寒寒むそう に鳴鳴鳴鳴くくくく、、、、千鳥 のののの声声声声をををを聞聞聞聞 いた。。。。自分 のののの見見見見、、、、自分 のののの
聞聞聞聞くす べてのも のは、、、、 ことごとく、、、、大川にににに対対対対す る自分 のののの愛愛愛愛をををを新新新新 たにす る。。。。ち ょ
うど、、、、夏川 のののの水水水水から生生生生まれる黒蜻蛉 のののの羽羽羽羽 のような、、、、お ののきやす い少年 のののの心心心心はははは、、、、
そ のたびに新新新新 たな驚異 のののの眸眸眸眸をををを見見見見はらず には いられな いのである。。。。 ことに夜網 のののの
船船船船 のののの舷舷舷舷 にににに倚倚倚倚 って、、、、音音音音もなく流流流流れる、、、、黒黒黒黒 いいいい川川川川をみ つめながら、、、、夜夜夜夜とととと水水水水と の中中中中 にににに漂漂漂漂
うううう 「「「「 死死死死」」」」 のののの呼吸をををを感感感感 じた時時時時、、、、 いかに自分 はははは、、、、たより のな いさびしさ に迫迫迫迫られ
た こと であろう。。。。
大川 のののの流流流流れを見見見見るるるるごとに、、、、自分 はははは、、、、あ の僧院 のののの鐘鐘鐘鐘 のののの音音音音とととと、、、、鵠鵠鵠鵠 のののの声声声声とに暮暮暮暮れて
行行行行くイタリア の水水水水 のののの都都都都―― バ ル コンにさく薔薇 もももも百合もももも、、、、水底 にににに沈沈沈沈 んだような

月月月月 のののの光光光光 にににに青青青青ざ めて、、、、黒黒黒黒 いいいい柩柩柩柩 にににに似似似似たゴ ンドラが、、、、そ の中中中中をををを橋橋橋橋から橋橋橋橋 へへへへ、、、、夢夢夢夢 のよう
にににに漕漕漕漕 いでゆく、、、、ヴ ェネチ ア の風物 にににに、、、、あおるるば かり の熱情をををを注注注注 いだダ ンヌン
チ ョの心心心心もちを、、、、 いまさら のよう に慕慕慕慕わ しく、、、、思思思思 いいいい出出出出さず には いられな いので
ある。。。。

この大川 のののの水水水水 にににに撫愛される沿岸 のののの町町町町 々々々々はははは、、、、皆自分 にと って、、、、忘忘忘忘れがた い、、、、なななな
つかし い町町町町 であ る。。。。我妻 橋 から川下ならば、、、、駒形、、、、並木、、、、蔵前、、、、代地、、、、柳橋、、、、
ある いは多 田 のののの薬師前、、、、うめ堀堀堀堀、、、、横網 のののの川岸―― ど こでもよ い。。。。 これら の町町町町 々々々々
をををを通通通通るるるる人人人人 のののの耳耳耳耳には、、、、 日日日日をうけた土蔵 のののの白壁とととと白壁と の間間間間から、、、、格 子戸づくり の
薄暗 いいいい家家家家とととと家家家家と の間間間間から、、、、ある いは銀茶色 のののの芽芽芽芽をふ いた、、、、柳柳柳柳と アカ シアと の並並並並
樹樹樹樹 のののの間間間間から、、、、磨磨磨磨 いたガラ ス板板板板 のよう に、、、、青青青青 くくくく光光光光 るるるる大川 のののの水水水水 はははは、、、、そ の、、、、冷冷冷冷や かな
潮潮潮潮 のにお いとともに、、、、昔昔昔昔ながら南南南南 へへへへ流流流流れる、、、、な つかし いひびきを つたえ てくれ
るだろう。。。。 ああ、、、、 そ の水水水水 のののの声声声声 のな つかしさ、、、、 つぶや くよう に、、、、すね るよう に、、、、
舌舌舌舌う つよう に、、、、草草草草 のののの汁汁汁汁を しぼ った青青青青 いいいい水水水水 はははは、、、、 日日日日もももも夜夜夜夜もももも同同同同じよう に、、、、両岸 のののの石崖
をををを洗洗洗洗 ってゆく。。。。班女と いい、、、、業平と いう、、、、武蔵野 のののの昔昔昔昔 はははは知知知知らず、、、、遠遠遠遠 くは多多多多 く の
江戸浄瑠璃作者、、、、近近近近くは河竹黙阿弥翁がががが、、、、浅草寺 のののの鐘鐘鐘鐘 のののの音音音音とともに、、、、そ の殺殺殺殺 しししし
場場場場 のシ ュチ ンムングを、、、、最最最最もももも力強くくくく表表表表わすために、、、、 しば しば、、、、そ の世話物 のののの中中中中
にににに用用用用 いたも のは、、、、実実実実 にこの大川 のさびし い水水水水 のののの響響響響き であ った。。。。十六夜清心がががが身身身身
をなげ た時時時時 にも、、、、源之丞がががが鳥追姿 のお こよを見見見見そめた時時時時 にも、、、、あ る いわまた、、、、
鋳掛屋松五郎がががが蝙蝠 のののの飛飛飛飛び こう夏夏夏夏 のののの夕夕夕夕ぐれに、、、、天秤をにな いながら両国 のののの橋橋橋橋をををを

通通通通 った時時時時 にも、、、、大川はははは今今今今 のごとく、、、、船宿 のののの桟橋 にににに、、、、岸岸岸岸 のののの青芦 にににに、、、、猪 牙船 のののの船腹
にも のう いささやきをくり返返返返していた のである。。。。
ことにこの水水水水 のののの音音音音をな つかしくくくく聞聞聞聞く こと のできる のは、、、、渡渡渡渡 しししし船船船船 のののの中中中中 であろう。。。。
自分 のののの記憶 にににに誤誤誤誤りがな いならば、、、、我妻橋から新大橋ま での間間間間にににに、、、、もとは五五五五 つの
渡渡渡渡 しがあ った。。。。 そ の中中中中 でででで、、、、駒形 のののの渡渡渡渡 しししし、、、、富士見 のののの渡渡渡渡 しししし、、、、安宅 のののの渡渡渡渡 し の三三三三 つは、、、、
しだ いに 一一一一つず つ、、、、 い っとなくすたれ て、、、、今今今今 ではただ 一一一一のののの橋橋橋橋から浜町 へへへへ渡渡渡渡 るるるる渡渡渡渡
しと、、、、御蔵橋から須賀 町 へへへへ渡渡渡渡 るるるる渡渡渡渡 しと の二二二二 つが、、、、昔昔昔昔 のままに残残残残 っている。。。。自分
がががが子供 のののの時時時時 にににに比比比比べれば、、、、河河河河 のののの流流流流れも変変変変わり、、、、芦荻 のののの茂茂茂茂 った所所所所 々々々々のののの砂州もももも、、、、跡跡跡跡 かかかか
たなく埋埋埋埋められ てしま ったが、、、、 この二二二二 つの渡渡渡渡 しだけは、、、、同同同同じような底底底底 のののの浅浅浅浅 いいいい舟舟舟舟
にににに、、、、同同同同じような老人 のののの船頭を のせて、、、、岸岸岸岸 のののの柳柳柳柳 のののの葉葉葉葉 のよう に青青青青 いいいい河河河河 のののの水水水水をををを、、、、今今今今もももも
変変変変わりなく日日日日にににに幾度 かかかか横横横横ぎ っている のである。。。。自分 はよく、、、、なん の用用用用もな いの
にににに、、、、 この渡渡渡渡 しししし船船船船 にににに乗乗乗乗 った。。。。水水水水 のののの動動動動く のに つれ て、、、、揺籃 のよう に軽軽軽軽くくくく体体体体をゆすら
れるここちよさ。。。。 ことに時刻がおそければ おそ いほど、、、、渡渡渡渡 しししし船船船船 のさびしさとう
れしさとが しみじみと身身身身 にしみる。。。。―― 低低低低 いいいい舷舷舷舷 のののの外外外外 はすぐに緑色 のなめら かな
水水水水 でででで、、、、青銅 のような鈍鈍鈍鈍 いいいい光光光光 のある、、、、幅幅幅幅 のののの広広広広 いいいい川面はははは、、、、遠遠遠遠 いいいい新大橋 にさえぎられ
るま で、、、、ただ 一目にににに見渡される。。。。両岸 のののの家家家家 々々々々はもう、、、、たそがれ の鼠色 にににに統 一ささささ
れ て、、、、そ の所所所所 々々々々には障 子にう つるともしび の光光光光さえ黄色 くくくく靄靄靄靄 のののの中中中中 にににに浮浮浮浮んでいる。。。。
上上上上げげげげ潮潮潮潮 に つれ て灰色 のののの帆帆帆帆をををを半半半半ばばばば張張張張 った伝馬船がががが 一艘、、、、 二艘とまれに川川川川をををを上上上上 って
来来来来 るが、、、、ど の船船船船 も ひ っそりと静静静静ま って、、、、舵舵舵舵 をををを執執執執 るるるる人人人人 のののの有無さえもわ からな い。。。。

自分 は い つも こ の静静静静 かかかかなななな船船船船 のののの帆帆帆帆とととと、、、、青青青青 くくくく平平平平ら に流流流流れ る潮潮潮潮 のにお いとに対対対対 して、、、、
なんと いう こともなく、、、、ホ フ マンスタア ルの エアレ エプ ニスと いう詩詩詩詩をよんだ
時時時時 のような、、、、言言言言 いよう のな いさびしさを感感感感ず るとともに、、、、自分 のののの心心心心 のののの中中中中 にもま
たたたた、、、、情緒 のののの水水水水 のささやきが、、、、靄靄靄靄 のののの底底底底をををを流流流流れる大川 のののの水水水水とととと同同同同じじじじ旋律をうた ってい
るような気気気気がせず には いられな いのである。。。。

けれども、、、、自分をををを魅魅魅魅す るも のはひとり大川 のののの水水水水 のののの響響響響きば かりではな い。。。。自分
にと っては、、、、 この川川川川 のののの水水水水 のののの光光光光が ほとんど、、、、ど こにも見見見見 いだ しがた い、、、、なめらか
さと暖暖暖暖 かさとを持持持持 っているよう に思思思思われる のである。。。。
海海海海 のののの水水水水 はははは、、、、たとえばばばば碧 玉 のののの色色色色 のよう にあまりに重重重重くくくく緑緑緑緑をををを凝凝凝凝ら している。。。。と い
って潮潮潮潮 のののの満干をををを全全全全くくくく感感感感 じな い上流 のののの川川川川 のののの水水水水 はははは、、、、言言言言わば エメラ ルド の色色色色 のよう に、、、、
あまりに軽軽軽軽くくくく、、、、余余余余りに薄薄薄薄 っぺら に光光光光りすぎ る。。。。ただ淡水とととと潮水とが交錯す る平平平平
原原原原 のののの大河 のののの水水水水 はははは、、、、冷冷冷冷や かな青青青青 にににに、、、、濁濁濁濁 った黄黄黄黄 のののの暖暖暖暖 かみを交交交交え て、、、、ど ことなく人間
化化化化された親親親親 しさと、、、、人間ら し い意味 にお いて、、、、ライ フライクな、、、、な つかしさが
あるよう に思思思思われる。。。。 ことに大川はははは、、、、赤赤赤赤ち ゃけた粘土 のののの多多多多 いいいい関東平野をををを行行行行き つ
く して、、、、 「「「「 東京」」」」と いう大都会をををを静静静静 かに流流流流 れ て いるだけ に、、、、 そ の濁濁濁濁 って、、、、皺皺皺皺
をよせて、、、、気気気気むず かし い ユダ ヤ の老爺 のよう に、、、、ぶ つぶ つ口小言をををを言言言言うううう水水水水 のののの色色色色
がががが、、、、 いかにも落落落落 ついた、、、、人人人人な つかし い、、、、手手手手ざわり のいい感感感感 じを持持持持 っている。。。。 そそそそ
う して、、、、同同同同じく市市市市 のののの中中中中をををを流流流流れ るにしても、、、、な お 「「「「 海海海海」」」」と いう大大大大きな神秘とととと、、、、
絶絶絶絶えず直接 のののの交通をををを続続続続け ているためか、、、、川川川川とととと川川川川とを つなぐ掘割 のののの水水水水 のよう に暗暗暗暗

くな い。。。。眠眠眠眠 っていな い。。。。ど ことなく、、、、生生生生き て動動動動 いていると いう気気気気がす る。。。。 しか
もそ の動動動動 いてゆく先先先先 はははは、、、、無始無終 にわたる 「「「「 永遠」」」」 のののの不可思議だと いう気気気気がががが
す る。。。。我妻橋、、、、厩橋、、、、両国橋 のののの間間間間、、、、香油 のような青青青青 いいいい水水水水がががが、、、、大大大大きな橋台 のののの花崗
石石石石とれんがとを ひたしてゆくうれしさ は言言言言うま でもな い。。。。岸岸岸岸 にににに近近近近くくくく、、、、船宿 のののの白白白白
いいいい行灯をう つし、、、、銀銀銀銀 のののの葉葉葉葉うらを翻翻翻翻すすすす柳柳柳柳をう つし、、、、また水門 にせかれ ては三味線
のののの音音音音 のぬるむ昼昼昼昼すぎを、、、、紅芙蓉 のののの花花花花 になげきながら、、、、気気気気 のよわ い家鴨 のののの羽羽羽羽にみ
だされ て、、、、人人人人け のな い廚廚廚廚 のののの下下下下をををを静静静静 かに光光光光りながら流流流流れる のも、、、、そ の重重重重 々々々々し い水水水水
のののの色色色色 にににに言言言言う べからざ る温情をををを蔵蔵蔵蔵 していた。。。。たとえ、、、、両国橋、、、、新大橋、、、、永代橋とととと、、、、
河 口にににに近近近近づくに従従従従 って、、、、川川川川 のののの水水水水 はははは、、、、著著著著 しく暖潮 のののの深藍色をををを交交交交えながら、、、、騒音とととと
煙塵とにみちた空気 のののの下下下下にににに、、、、白白白白くただれた目目目目をぎらぎらとブ リキ のよう に反射
して、、、、石炭をををを積積積積 んだ達磨船やややや白白白白 ペ ンキ のはげ た古風なななな汽船をも のうげ にゆすぶ
っているにしても、、、、自然 のののの呼吸とととと人間 のののの呼吸とが落落落落ちちちち合合合合 って、、、、 い つの間間間間にか融融融融
合合合合 した都会 のののの水水水水 のののの色色色色 のののの暖暖暖暖 かさ は、、、、容易 にににに消消消消え てしまうも のではな い。。。。
ことに日暮れれれれ、、、、川川川川 のののの上上上上 にににに立立立立ち こめる水蒸気とととと、、、、 しだ いに暗暗暗暗くな る夕空 のののの薄明
りとは、、、、 この大川 のののの水水水水を して、、、、 ほとんど、、、、比喩をををを絶絶絶絶 した、、、、微妙なななな色調をををを帯帯帯帯ば し
める。。。。自分 はひとり、、、、渡渡渡渡 しししし船船船船 のののの舷舷舷舷 にににに肘肘肘肘を ついて、、、、もう靄靄靄靄 のおりかけた、、、、薄暮 のののの
川川川川 のののの水 面をををを、、、、な んと いう こともなく見渡 しながら、、、、 そ の暗緑色 のののの水水水水 のあなた、、、、
暗暗暗暗 いいいい家家家家 々々々々のののの空空空空 にににに大大大大きな赤赤赤赤 いいいい月月月月 のののの出出出出をををを見見見見 てててて、、、、思思思思わず涙涙涙涙をををを流流流流 した のを、、、、おそらく終終終終
世忘れることはできな いであろう。。。。

「「「「 す べての市市市市 はははは、、、、そ の市市市市 にににに固有な にお いを持持持持 っている。。。。 フ ロレンスのにお
いは、、、、イリ スの白白白白 いいいい花花花花と ほこりと靄靄靄靄とととと古古古古 のののの絵画 の ニスと のにお いである」（ メメメメ
レジ ュコウ フスキイ））））も し自分 にににに 「「「「 東京」」」」 のにお いを問問問問うううう 人人人人があ るならば、、、、
自分 はははは大川 のののの水水水水 のにお いと答答答答え る のになん の躊躇もしな いであろう。。。。 ひとりに
お いのみではな い。。。。大川 のののの水水水水 のののの色色色色、、、、大川 のののの水水水水 のひびきは、、、、我我我我がががが愛愛愛愛す る 「「「「 東京」」」」
のののの色色色色 であり、、、、声声声声 でなければならな い。。。。自分 はははは大 川あ るが ゆえ に、、、、 「「「「 東京」」」」をををを
愛愛愛愛 しししし、、、、 「「「「 東京」」」」あるがゆえ に、、、、生活をををを愛愛愛愛す る のである。。。。
（（（（ 一九 一二 ・・・・一一一一））））

そ の後後後後 「「「「 一一一一のののの橋橋橋橋 のののの渡渡渡渡 しししし」」」」 のののの絶絶絶絶えた ことをき いた。。。。 「「「「 御蔵橋 のののの渡渡渡渡 しししし」」」」 のののの廃廃廃廃
れる のも間間間間があるま い。。。。

