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芥川龍之介

ある日日日日 のののの暮方 のののの事事事事 である。。。。 一人 のののの下人がががが、、、、羅生門 のののの下下下下でででで雨雨雨雨や みを待待待待 っていた。。。。
広広広広 いいいい門門門門 のののの下下下下には、、、、 この男男男男 のほかに誰誰誰誰も いな い。。。。 ただ、、、、所所所所 々 ｜丹塗 のののの剥剥剥剥げ た、、、、
大大大大きな円柱 にににに、、、、蟋蟀がががが 一匹とま って いる。。。。 羅生門がががが、、、、朱雀大路 にあ る以上 はははは、、、、
この男男男男 のほかにも、、、、雨雨雨雨や みをす る市女笠やややや揉烏帽子がががが、、、、もう 二三人はありそう
なも のである。。。。 それが、、、、 この男男男男 のほかには誰誰誰誰も いな い。。。。
なぜ かと いうと、、、、 この二三年、、、、京都 には、、、、地震とか辻風とか火事とか飢饉とととと
か いう災災災災が つづ いて起起起起 った。。。。そ こで洛中 のさびれ方方方方 はははは 一通りではな い。。。。 旧記にににに
よると、、、、仏像やややや仏具をををを打砕 いて、、、、そ の丹丹丹丹が ついたり、、、、金銀 のののの箔箔箔箔が ついたりした
木木木木をををを、、、、路路路路ばたに つみ重重重重ね て、、、、薪薪薪薪 のののの料料料料 にににに売売売売 っていたと いう事事事事 である。。。。洛中がそ の
始末 であ るから、、、、羅生門 のののの修 理などは、、、、 元元元元より誰誰誰誰もももも捨捨捨捨 てて顧顧顧顧 るるるる者者者者 がな か った。。。。
す るとそ の荒荒荒荒 れれれれ果果果果 てた のをよ い事事事事 にして、、、、狐狸がががが生生生生むむむむ。。。。盗 人がががが生生生生むむむむ。。。。とうとう
しま いには、、、、引取りりりり手手手手 のな い死人をををを、、、、 この門門門門 へへへへ持持持持 って来来来来 てててて、、、、棄棄棄棄 てて行行行行くと いう
習慣さえ できた。。。。そこで、、、、日日日日 のののの目目目目がががが見見見見えなくな ると、、、、誰誰誰誰 でも気味をををを悪悪悪悪 るが って、、、、
この門門門門 のののの近所 へは足足足足ぶ みを しな い事事事事 にな ってしま った のである。。。。
そ の代代代代 りまた鴉鴉鴉鴉がど こから か、、、、たくさん集集集集 って来来来来たたたた。。。。昼間見ると、、、、そ の鴉鴉鴉鴉がががが
何 羽となく輪輪輪輪をををを描描描描 いて、、、、高高高高 いいいい鴟尾 のまわりを啼啼啼啼 きながら、、、、飛飛飛飛びまわ って いる。。。。
ことに門門門門 のののの上上上上 のののの空空空空がががが、、、、夕焼け であかくな る時時時時 には、、、、それが胡麻をま いたよう に

は っきり見見見見えた。。。。鴉鴉鴉鴉 はははは、、、、もちろん、、、、門門門門 のののの上上上上 にある死人 のののの肉肉肉肉をををを、、、、啄啄啄啄みに来来来来 る ので
ある。。。。―― も っとも今 日はははは、、、、刻限がががが遅遅遅遅 いせ いか、、、、 一羽もももも見見見見えな い。。。。ただ、、、、所所所所 々々々々、、、、
崩崩崩崩 れかか った、、、、 そう してそ の崩崩崩崩れれれれ目目目目にににに長長長長 いいいい草草草草 のはえ た石段 のののの上上上上 にににに、、、、鴉鴉鴉鴉 のののの糞糞糞糞 がががが、、、、
点点点点 々々々々とととと白白白白く こびり ついている のが見見見見え る。。。。下人はははは七段ある石段 のののの 一番上 のののの段段段段にににに、、、、
洗洗洗洗 いざら した紺紺紺紺 のののの襖襖襖襖 のののの尻尻尻尻をををを据据据据え て、、、、右右右右 のののの頬頬頬頬 にできた、、、、大大大大きな面皰をををを気気気気 にしなが
らららら、、、、ぼ んや り、、、、雨雨雨雨 のふる のを眺眺眺眺めていた。。。。
作者 はさ っき、、、、 「「「「 下人がががが雨雨雨雨や みを待待待待 って いた」」」」とととと書書書書 いた。。。。 しかし、、、、 下人はははは
雨雨雨雨がや んでも、、、、格別どう しようと いう当当当当 てはな い。。。。ふだんなら、、、、もちろん、、、、主主主主
人人人人 のののの家家家家 へへへへ帰帰帰帰 るるるる可可可可きはず である。。。。所所所所がそ の主人から は、、、、四五日前 にににに暇暇暇暇をををを出出出出された。。。。
前前前前 にも書書書書 いたよう に、、、、当時京都 のののの町町町町はははは 一通りならず衰微 していた。。。。今今今今 この下人
がががが、、、、永年、、、、使使使使われていた主人から、、、、暇暇暇暇をををを出出出出された のも、、、、実実実実 はこの衰微 のののの小小小小さな
余波 にほかならな い。。。。 だ から 「「「「 下人がががが雨雨雨雨や みを待待待待 って いた」」」」と いう よりも
「「「「 雨雨雨雨にふり こめられた下人がががが、、、、行行行行きききき所所所所がなく て、、、、途方 にくれ ていた」」」」と いう
方方方方 がががが、、、、適当 であ る。。。。 そ の上上上上、、、、今 日 のののの空模様 もももも少少少少 からず、、、、 こ の平安朝 のののの下人 のののの
にににに影響 した。。。。申申申申 のののの刻 下りからふり出出出出 した雨雨雨雨 はははは、、、、 いまだ に上上上上
Sentimentalisme
るけしきがな い。。。。そ こで、、、、下人はははは、、、、何何何何をお いても差当りりりり明 日 のののの暮暮暮暮 しをどう にか
しようとして―― いわばどう にもならな い事事事事をををを、、、、どう にかしようとして、、、、とり
とめもな い考考考考えをたどりながら、、、、さ っきから朱雀大路 にふる雨雨雨雨 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 いていた のである。。。。
雨雨雨雨はははは、、、、羅生門を つつんで、、、、遠遠遠遠 くから、、、、ざ あ っと いう音音音音をあ つめて来来来来 るるるる。。。。夕闇

はははは次第 にににに空空空空をををを低低低低 く して、、、、 見上げ ると、、、、門門門門 のののの屋根がががが、、、、斜斜斜斜 に つき出出出出 した甍甍甍甍 のののの先先先先 にににに、、、、
重重重重たくうす暗暗暗暗 いいいい雲雲雲雲をををを支支支支え ている。。。。
どう にもならな い事事事事をををを、、、、どう にかす るためには、、、、手段をををを選選選選んでいる遑遑遑遑 はな い。。。。
選選選選んでいれば、、、、築土 のののの下下下下かかかか、、、、道道道道ばた の土土土土 のののの上上上上 でででで、、、、飢 死をす るば かりである。。。。 そそそそ
う して、、、、この門門門門 のののの上上上上 へへへへ持持持持 って来来来来 てててて、、、、犬犬犬犬 のよう に棄棄棄棄 てられ てしまうば かりである。。。。
選選選選ばな いとすれば―― 下人 のののの考考考考え は、、、、何度もももも同同同同じじじじ道道道道 をををを低徊 した揚句 にににに、、、、や っと
この局所 へへへへ逢着 した。。。。しかしこの 「「「「 すれば」」」」はははは、、、、い つま でた っても、、、、結局 「「「「 すすすす
れば」」」」であ った。。。。下人はははは、、、、手段をををを選選選選ばな いと いう事事事事をををを肯定 しながらも、、、、この 「「「「 すすすす
れば」」」」 のかたを つけるために、、、、当然、、、、そ の後後後後 にににに来来来来 るるるる可可可可きききき 「「「「 盗 人にな るよりほ
かに仕方ががががな い」」」」と いう事事事事をををを、、、、積極的 にににに肯定す るだけ の、、、、勇気がががが出出出出ず に いた の
である。。。。
下人はははは、、、、大大大大きな嚔嚔嚔嚔を して、、、、それから、、、、大儀そう に立上 った。。。。夕冷え のす る京京京京
都都都都 はははは、、、、もう火桶がががが欲欲欲欲 し いほど の寒寒寒寒さ である。。。。風風風風はははは門門門門 のののの柱柱柱柱とととと柱柱柱柱と の間間間間をををを、、、、夕闇とととと
共共共共にににに遠慮なく、、、、吹吹吹吹きぬける。。。。丹塗 のののの柱柱柱柱 にとま っていた蟋蟀もももも、、、、もうど こか へ行行行行
ってしま った。。。。
下人はははは、、、、頚頚頚頚をちぢめながら、、、、山吹 のののの汗袗 にににに重重重重ねた、、、、紺紺紺紺 のののの襖襖襖襖 のののの肩肩肩肩をををを高高高高くして門門門門
のまわりを見見見見まわ した。。。。雨風 のののの患患患患 のな い、、、、人目にかかる惧惧惧惧 のな い、、、、 一晩楽 にね
られそうな所所所所があれば、、、、そ こでともかくも、、、、夜夜夜夜をををを明明明明かそうと思思思思 ったから である。。。。
す るとととと、、、、幸幸幸幸 いいいい門門門門 のののの上上上上 のののの楼楼楼楼 へへへへ上上上上 るるるる、、、、幅幅幅幅 のののの広広広広 いいいい、、、、 これも丹丹丹丹をををを塗塗塗塗 った梯 子がががが眼眼眼眼に つい
たたたた。。。。上上上上なら、、、、人人人人が いたにしても、、、、どう せ死人ば かりである。。。。下人はそ こで、、、、腰腰腰腰

にさげ た聖柄 のののの太 刀がががが鞘走らな いよう に気気気気を つけながら、、、、藁草履をは いた足足足足をををを、、、、
そ の梯 子 のののの 一番下 のののの段段段段 へふみかけた。。。。
それから、、、、何分か の後後後後 である。。。。羅生門 のののの楼楼楼楼 のののの上上上上 へへへへ出出出出るるるる、、、、幅幅幅幅 のののの広広広広 いいいい梯 子 のののの中段
にににに、、、、 一人 のののの男男男男がががが、、、、猫猫猫猫 のよう に身身身身をちぢめて、、、、息息息息をををを殺殺殺殺 しながら、、、、上上上上 のののの容 子をををを窺窺窺窺 っっっっ
ていた。。。。楼楼楼楼 のののの上上上上からさす火火火火 のののの光光光光がががが、、、、かすかに、、、、そ の男男男男 のののの右右右右 のののの頬頬頬頬をぬら している。。。。
短短短短 いいいい鬚鬚鬚鬚 のののの中中中中 にににに、、、、赤赤赤赤くくくく膿膿膿膿をををを持持持持 った面皰 のある頬頬頬頬 である。。。。下人はははは、、、、始始始始 めから、、、、 この
上上上上 に いる者者者者 はははは、、、、死人ば かりだと高高高高をををを括括括括 っていた。。。。 それが、、、、梯 子をををを 二三段上 って
見見見見ると、、、、上上上上 では誰誰誰誰かかかか火火火火をとぼ して、、、、 しかもそ の火火火火をそこここと動動動動 かしているら
し い。。。。これは、、、、そ の濁濁濁濁 った、、、、黄黄黄黄 いろ い光光光光がががが、、、、隅隅隅隅 々々々々にににに蜘蛛 のののの巣巣巣巣をかけた天井裏 にににに、、、、
揺揺揺揺れながら映映映映 った ので、、、、すぐにそれと知知知知れた のである。。。。 この雨雨雨雨 のののの夜夜夜夜 にににに、、、、 この羅羅羅羅
生門 のののの上上上上 でででで、、、、火火火火をともしているからは、、、、どう せただ の者者者者 ではな い。。。。
下人はははは、、、、守宮 のよう に足音をぬすんで、、、、や っと急急急急なななな梯 子をををを、、、、 一番上 のののの段段段段ま で
這這這這うよう にして上上上上り つめた。。。。 そう して体体体体を できるだけ、、、、平平平平 にしながら、、、、頚頚頚頚を で
きるだけ、、、、前前前前 へへへへ出出出出して、、、、恐恐恐恐 るるるる恐恐恐恐 るるるる、、、、楼楼楼楼 のののの内内内内をををを覗覗覗覗 いて見見見見たたたた。。。。
見見見見ると、、、、楼楼楼楼 のののの内内内内 には、、、、噂噂噂噂 にににに聞聞聞聞 いた通通通通りりりり、、、、幾幾幾幾 つか の死骸がががが、、、、無造作 にににに棄棄棄棄 ててあ
るが、、、、火火火火 のののの光光光光 のののの及及及及ぶぶぶぶ範囲がががが、、、、思思思思 ったより狭狭狭狭 いので、、、、数数数数 はははは幾幾幾幾 つともわ からな い。。。。
ただ、、、、おぼ ろげながら、、、、知知知知れる のは、、、、そ の中中中中 にににに裸裸裸裸 のののの死骸とととと、、、、着物をををを着着着着 たたたた死骸とととと
があると いう事事事事 である。。。。もちろん、、、、中中中中 には女女女女もももも男男男男もまじ っているら し い。。。。 そう
して、、、、そ の死骸 はははは皆皆皆皆、、、、それが、、、、 か つて、、、、生生生生き ていた人間だと いう事実さえ疑疑疑疑わわわわ
れるほど、、、、土土土土をををを捏捏捏捏ね て造造造造 った人形 のよう に、、、、口口口口をををを開開開開 いたり手手手手をををを延延延延ば したりして、、、、

ご ろご ろ床床床床 のののの上上上上 にころが っていた。。。。 しかも、、、、肩肩肩肩とか胸胸胸胸ととととか の高高高高くな っている部部部部
分分分分 にににに、、、、ぼ んや りした火火火火 のののの光光光光をうけ て、、、、低低低低くな っている部分 のののの影影影影をををを 一層暗くしな
がら、、、、永久 にににに唖唖唖唖 のごとく黙黙黙黙 っていた。。。。
下人はははは、、、、それら の死骸 のののの腐 乱した臭気 にににに思思思思わず、、、、鼻鼻鼻鼻をををを援援援援 った。。。。 しかし、、、、そ の
手手手手はははは、、、、次次次次 のののの瞬間には、、、、もう鼻鼻鼻鼻をををを援援援援うううう事事事事をををを忘忘忘忘れ ていた。。。。ある強強強強 いいいい感情がががが、、、、 ほとん
ど ことごとく この男男男男 のののの嗅覚をををを奪奪奪奪 ってしま ったからだ。。。。
下人 のののの眼眼眼眼 はははは、、、、そ の時時時時、、、、 はじめてそ の死骸 のののの中中中中 にににに蹲蹲蹲蹲 っている人間をををを見見見見たたたた。。。。桧皮
色色色色 のののの着物をををを着着着着 たたたた、、、、背背背背 のののの低低低低 いいいい、、、、痩痩痩痩 せた、、、、白髪頭 のののの、、、、猿猿猿猿 のような老婆 である。。。。 そ の
老婆 はははは、、、、右右右右 のののの手手手手にににに火火火火をともした松松松松 のののの木片をををを持持持持 って、、、、そ の死骸 のののの 一一一一つの顔顔顔顔をををを覗覗覗覗きききき
こむよう に眺眺眺眺めていた。。。。髪髪髪髪 のののの毛毛毛毛 のののの長長長長 いいいい所所所所をををを見見見見ると、、、、多分女 のののの死骸 であろう。。。。

