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ピ アノ

芥川龍之介

あ る雨雨雨雨 のふ る秋秋秋秋 のののの日日日日、、、、わた しはあ る人人人人をををを訪訪訪訪ね る為為為為 にににに横浜 のののの山手をををを歩歩歩歩
いて行行行行 った。。。。 この辺辺辺辺 のののの荒廃 はははは震災当時と ほとんど変変変変 っていな か った。。。。
も し少少少少 しでも変変変変 っているとすれば、、、、それは 一面に スレ エト の屋根やややや練練練練
瓦瓦瓦瓦 のののの壁壁壁壁 のののの落落落落ちちちち重重重重な った中中中中 にににに藜藜藜藜 のののの伸伸伸伸 び ているだけだ った。。。。現現現現にあ る家家家家 のののの
崩崩崩崩 れた跡跡跡跡 には覆覆覆覆をあけた弓弓弓弓なり のピアノさ へ、、、、半半半半ばばばば壁壁壁壁 にひしがれたま
まままま、、、、つやや かに鍵盤をををを濡濡濡濡ら していた。。。。のみならず大小さまざ ま の譜本
もかす かに色色色色づ いた藜藜藜藜 のののの中中中中 にににに桃色、、、、水色、、、、薄黄色など の横文字 のののの表紙
をををを濡濡濡濡ら して いた。。。。
わたしはわたし の訪訪訪訪ねた人人人人とあ るこみ入入入入 った用件をををを話話話話 した。。。。話話話話 はははは容容容容
易易易易 にににに片片片片づ かな か った。。。。わたしはとうとう夜夜夜夜 にににに入入入入 った後後後後、、、、や っとそ の人人人人
のののの家家家家をををを辞辞辞辞す ること にした。。。。それも近近にもう 一度 面談をををを約約約約 した上上上上 のこ
とだ った。。。。
雨雨雨雨はははは幸幸幸幸 いにも上上上上 っていた。。。。おまけ に月月月月もももも風立 った空空空空 にににに時時時時 々々々々光光光光をををを洩洩洩洩らららら
していた。。。。わたしは汽車 にににに乗乗乗乗りりりり遅遅遅遅れぬ為為為為 にににに （（（（ 煙草 のののの吸吸吸吸われぬ省線電
車車車車 はもちろんわた しには禁禁禁禁 も つだ った。） でき るだけ足足足足をををを早早早早め て行行行行 っっっっ
たたたた。。。。
す ると突然聞えた のは誰誰誰誰 か のピ アノを打打打打 った音音音音だ った。。。。いや、、、、「「「「 打打打打
った」」」」とととと言言言言う よりもむしろ触触触触 った音音音音だ った。。。。わた しは思思思思わず 足足足足をゆる

めめめめ、、、、荒涼と したあたりを眺眺眺眺 めまわ した。。。。ピアノはち ょうど月月月月 のののの光光光光 にににに細細細細
長長長長 いいいい鍵盤をををを仄仄仄仄めかせていた、、、、あ の藜藜藜藜 のののの中中中中 にあ るピ アノは。。。。―― しかし
人人人人かげ はど こにもな か った。。。。
それはた った 一一一一 ｜｜｜｜音音音音だ った。。。。がががが、、、、ピ アノには違違違違 いな か った。。。。わたし
はははは多 少無気味 にな り、、、、もう 一度 足をををを早早早早めようと した。。。。そ の時時時時わた し の
後後後後ろにしたピアノは確確確確 かにまたかす かに音音音音をををを出出出出 した。。。。わたしはもちろ
んんんん振振振振 りかえらず にさ っさと足足足足をををを早早早早め つづけた、、、、湿気をををを孕孕孕孕んだ 一陣 のののの風風風風
のわたしを送送送送 る のを感感感感 じながら。。。。 ……
わた しは こ のピ ア ノ の音音音音 にににに超自然 のののの解釈 をををを加加加加え るには余余余余 りにリ ア
リ ストに違違違違 いな か った。。。。な るほど人人人人かげ は見見見見えな か ったにしろ、、、、あ の
崩崩崩崩 れた壁壁壁壁 のあたりに猫猫猫猫 でも潜潜潜潜 んで いたかも知知知知れな い。。。。もし猫猫猫猫 ではな か
ったとすれば、、、、―― わたしはまだそ の外外外外 にも鼬鼬鼬鼬だ の蟇蟇蟇蟇がえ るだ のを数数数数
え ていた。。。。けれどもとにかく人手をををを借借借借らず にピアノの鳴鳴鳴鳴 った のは不思
議議議議だ った。。。。
五日ば かりた った後後後後、、、、わたしは同同同同じじじじ用件 のののの為為為為 にににに同同同同じじじじ山手をををを通通通通りかか
った。。。。ピアノは相変わらず ひ っそりと藜藜藜藜 のののの中中中中 にににに蹲蹲蹲蹲 っていた。。。。桃色、、、、水水水水
色色色色、、、、薄黄色など の譜本 のののの散乱 していることもや はり この前前前前 にににに変変変変らな か
った。。。。ただき ょう はそれ等等等等 はもち ろん、、、、崩崩崩崩れれれれ落落落落ちた練 瓦や スレ エトも
秋晴れ の日日日日 のののの光光光光 にかがや いていた。。。。
わたしは譜本をををを踏踏踏踏 まぬよう にピ アノの前前前前 へへへへ歩歩歩歩 みみみみ寄寄寄寄 った。。。。ピアノは今今今今

目目目目 のあたりに見見見見れば、、、、鍵盤 のののの象 牙もももも光沢をををを失失失失 いいいい、、、、覆覆覆覆 のののの漆漆漆漆もももも剥落 してい
たたたた。。。。ことに脚脚脚脚 には海老 かづら に似似似似たたたた 一一一一すぢ の蔓草もから み ついていた。。。。
わたしはこのピアノを前前前前 にににに何何何何 かかかか失望 にににに近近近近 いも のをををを感感感感 じた。。。。
「「「「 第 一これ でも鳴鳴鳴鳴 る のかしら。」
わたしはこう独独独独 りりりり語語語語をををを言言言言 った。。。。す るとピアノはそ の拍子にたちまち
かす かに音音音音をををを発発発発 した。。。。それはほとんどわたし の疑惑をををを叱叱叱叱 ったかと思思思思うううう
位位位位だ った。。。。しかしわたしは驚驚驚驚 かな か った。。。。のみならず微笑 のののの浮浮浮浮 んだ の
をををを感感感感 じた。。。。 ピ アノは今今今今 もももも 日日日日 のののの光光光光 にににに白白白白 じらと鍵盤を ひろげ て いた。。。。がががが、、、、
そ こには い つの間間間間 にか落落落落ちちちち栗栗栗栗がががが 一一一一つつつつ転転転転が っていた。。。。
わたしは往来 へへへへ引引引引きききき返返返返した後後後後、、、、もう 一度 この廃墟をふり返返返返 った。。。。やややや
っと気気気気 の ついた栗栗栗栗 のののの木木木木 は スレ エト の屋根 にににに押押押押されたまま、、、、斜斜斜斜 めにピア
ノを覆覆覆覆 って いた。。。。けれどもそれはどちら でも好好好好 か ったたたた。。。。わた しはただ
藜藜藜藜 のののの中中中中 のののの弓弓弓弓なり のピアノに目目目目をををを注注注注 いだ。。。。あ の去年 のののの震災 以来、、、、誰誰誰誰もももも知知知知
らぬ音音音音をををを保保保保 っていたピアノに。。。。

