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芥川龍之介

小田原熱海間にににに、、、、軽便鉄道敷設 のののの工事がががが始始始始ま った のは、、、、良平 のののの八八八八 つの年年年年だ っ
たたたた。。。。良平 はははは毎 日村外れ へ、、、、そ の工事をををを見物 にににに行行行行 った。。。。 工事をををを―― と い ったと こ
ろが、、、、ただト ロッコで土土土土をををを運搬す る―― それがががが面白さ に見見見見 にににに行行行行 った のであ る。。。。
ト ロッコの上上上上 には土 工がががが 二人、、、、土土土土をををを積積積積 んだ後後後後 にたたず んでいる。。。。ト ロッコは
山山山山をををを下下下下る のだ から、、、、 人手をををを借借借借 りず に走走走走 って来来来来 るるるる。。。。扇扇扇扇 るよう に車台がががが動動動動 いたり、、、、
土 工 のののの袢 天 のののの裾裾裾裾が ひら ついたり、、、、細細細細 いいいい線路が しな ったり――良平 はそんなけし
きを眺眺眺眺めながら、、、、土 工になりた いと思思思思うううう事事事事がある。。。。 せめては 一度 でも土 工とととと 一一一一
しょに、、、、ト ロッコ へ乗乗乗乗りた いと思思思思うううう事事事事もある。。。。ト ロッコは村外れ の平地 へへへへ来来来来 るるるる
とととと、、、、自然とそ こに止止止止ま ってしまう。。。。とととと同時 にににに土 工たち は、、、、身軽 にト ロッコを飛飛飛飛
びびびび降降降降 りるが早早早早 いか、、、、そ の線路 のののの終点 へへへへ車車車車 のののの土土土土をぶちまける。。。。それからららら今度 はト
ロッコを押押押押 しししし押押押押 しししし、、、、もと来来来来たたたた山山山山 のののの方方方方 へへへへ登登登登りりりり始始始始 める。。。。良平 はそ の時乗れな いま で
もももも、、、、押押押押すすすす事事事事さえ できたらと思思思思う のである。。。。
ある夕方、、、、―― それは二月 のののの初旬だ った。。。。良平 はははは二二二二 つつつつ下下下下 のののの弟弟弟弟やややや、、、、弟弟弟弟 とととと同同同同じじじじ年年年年
のののの隣隣隣隣 のののの子供とととと、、、、ト ロッコの置置置置 いてある村外れ へ行行行行 った。。。。ト ロッコは泥泥泥泥だらけに
な ったまま、、、、薄明る い中中中中 にににに並並並並 んでいる。。。。がががが、、、、そ の外外外外 はははは何処をををを見見見見 ても、、、、土 工たち
のののの姿姿姿姿 はははは見見見見えな か った。。。。三人 のののの子供 はははは恐恐恐恐 るるるる恐恐恐恐 るるるる、、、、 一番端 にあるト ロッコを押押押押 した。。。。
ト ロッコは三人 のののの力力力力がががが揃揃揃揃うと、、、、突然ご ろりと車輪をまわ した。。。。良平 はこの音音音音 にににに
ひや りとした。。。。しかし二度 目 のののの車輪 のののの音音音音 はははは、、、、もう彼彼彼彼をををを驚驚驚驚 かさな か った。。。。ごろり、、、、

ご ろり、、、、―― ト ロッコはそう いう音音音音とととと共共共共にににに、、、、三人 のののの手手手手にににに押押押押されながら、、、、そろそ
ろろろろ線路をををを登登登登 って行行行行 った。。。。
そ の内内内内 にかれ これ十間程来 ると、、、、線路 のののの勾配がががが急急急急 になり出出出出した。。。。ト ロッコも
三人 のののの力力力力 では、、、、 いくら押押押押 しても動動動動 かなくな った。。。。どう かすれば車車車車とととと 一一一一しょに、、、、
押押押押 しししし戻戻戻戻されそう にもな る事事事事がある。。。。良平 はもう いいと思思思思 ったから、、、、年下 のののの二人
にににに合図を した。。。。
「「「「 さあ、、、、乗乗乗乗ろう ！」
彼等 はははは 一度 にににに手手手手をはなすと、、、、ト ロッコの上上上上 へへへへ飛飛飛飛びびびび乗乗乗乗 った。。。。ト ロッコは最初徐
ろに、、、、それから見見見見るるるる見見見見るるるる勢勢勢勢 よく、、、、 一息 にににに線路をををを下下下下りりりり出出出出した。。。。 そ の途端 に つき当当当当
り の風景 はははは、、、、たちまち両側 へへへへ分分分分 かれるよう に、、、、ず んずん目目目目 のののの前前前前 へへへへ展開 して来来来来 るるるる。。。。
顔顔顔顔 にににに当当当当 るるるる薄暮 のののの風風風風、、、、足足足足 のののの下下下下にににに躍躍躍躍るト ロッコの動揺、、、、――良平 はほとんど有頂天
にな った。。。。
しかしト ロッコは二三分 のののの後後後後、、、、もうもと の終点 にににに止止止止ま っていた。。。。
「「「「 さあ、、、、もう 一度押す じゃあ」」」」
良平 はははは年下 のののの二人とととと 一一一一しょに、、、、またト ロッコを押押押押 しししし上上上上げ にかか った。。。。がががが、、、、まままま
だだだだ車輪もももも動動動動 かな い内内内内 にににに、、、、突然彼等 のののの後後後後 には、、、、誰誰誰誰 か の足音がががが聞聞聞聞ええええ出出出出した。。。。 のみな
らず それは聞聞聞聞ええええ出出出出したと思思思思うと、、、、急急急急 にこう いう怒鳴 りりりり声声声声 にににに変変変変 った。。。。
「「「「 この野郎 ！！！！ 誰誰誰誰 にににに断断断断 ってト ロに触触触触 った ？」
そ こには古古古古 いいいい印印印印袢 天にににに、、、、季節外れ の麦藁帽をかぶ った、、、、背背背背 のののの高高高高 いいいい土 工がたた
ず んでいる。。。。―― そう いう姿姿姿姿がががが目目目目には い った時時時時、、、、良平はははは年下 のののの二人とととと 一一一一しょに、、、、

もう五六間逃げげげげ出出出出していた。。。。―― それぎ り良平 はははは使使使使 のののの帰帰帰帰りに、、、、人気 のな い工事
場場場場 のト ロッコを見見見見ても、、、、 二度とととと乗乗乗乗 って見見見見ようと思思思思 った事事事事 はな い。。。。ただそ の時時時時 のののの
土 工 のののの姿姿姿姿 はははは、、、、今今今今 でも良平 のののの頭頭頭頭 のののの何処かに、、、、 は っきりした記憶をををを残残残残 している。。。。薄薄薄薄
明明明明り の中中中中 にににに仄仄仄仄め いた、、、、小小小小さ い黄色 のののの麦藁帽、、、、―― しかしそ の記憶さえも、、、、年毎
にににに色彩 はははは薄薄薄薄れるら し い。。。。
そ の後十日余 りた ってから、、、、良平はまたた った 一人、、、、午過ぎ の工事場にたた
ず みながら、、、、ト ロッコの来来来来 る のを眺眺眺眺めていた。。。。す ると土土土土をををを積積積積 んだト ロッコの外外外外
にににに、、、、枕木をををを積積積積 んだト ロッコが 一両、、、、 これは本線 にな るはず の、、、、太太太太 いいいい線路をををを登登登登 っっっっ
てててて来来来来たたたた。。。。 このト ロッコを押押押押 している のは、、、、 二人とも若若若若 いいいい男男男男だ った。。。。良平はははは彼等
をををを見見見見たたたた時時時時 から、、、、何何何何だ か親親親親 しみ易易易易 いような気気気気が した。 「 こ の人人人人たちならば叱叱叱叱らららら
れな い」」」」―― 彼彼彼彼 はそう思思思思 いながら、、、、ト ロッコの側側側側 へへへへ駈駈駈駈け て行行行行 った。。。。
「「「「 おじさん。。。。押押押押 してや ろう か？」
そ の中中中中 のののの 一人、、、、――縞縞縞縞 のシャツを着着着着 ている男男男男 はははは、、、、俯向きにト ロッコを押押押押 した
まま、、、、思思思思 った通通通通りりりり快快快快 いいいい返事を した。。。。
「「「「 おお、、、、押押押押 してくよう」」」」
良平 はははは二人 のののの間間間間にににには いると、、、、力 一杯押 しししし始始始始 めた。。。。
「「「「 われは中中力があるな」」」」
他他他他 のののの 一人、、、、―― 耳耳耳耳にににに巻煙草をををを挟挟挟挟 んだ男男男男もももも、、、、 こう良平をををを褒褒褒褒 めてくれた。。。。
そ の内内内内 にににに線路 のののの勾配 はははは、、、、だ んだ ん楽楽楽楽 にな り始始始始 めた。 「 もう押押押押さなくとも い
いいいい」」」」――良平 はははは今今今今 にも いわれるかと内心気がかりでならな か った。。。。がががが、、、、若若若若 いいいい二二二二

人人人人 のののの土 工はははは、、、、前前前前 よりも腰腰腰腰をををを起起起起 したぎ り、、、、黙黙とととと車車車車をををを押押押押 しししし続続続続け ていた。。。。良平 はと
うとう こらえ切切切切れず に、、、、怯怯怯怯ずずずず怯怯怯怯ず こんな事事事事をををを尋尋尋尋ね て見見見見たたたた。。。。
「「「「 何時ま でも押押押押 していていい？」
「「「「 いいとも」」」」
二人はははは同時 にににに返事を した。。。。良平 はははは 「「「「 優優優優 し い人人人人たちだ」」」」とととと思思思思 った。。。。
五六町余 りりりり押押押押 しししし続続続続けたら、、、、線路 はもう 一度急勾配にな った。。。。そ こには両側 のののの
蜜柑畑にににに、、、、黄色 いいいい実実実実が いく つも日日日日をををを受受受受け ている。。。。
「「「「 登登登登りりりり路路路路 のののの方方方方が いい、、、、何時ま でも押押押押さ せてくれるから」」」」――良平 はそんな事事事事
をををを考考考考えながら、、、、全身 でト ロッコを押押押押すよう にした。。。。
蜜柑畑 のののの間間間間をををを登登登登り つめると、、、、急急急急 にににに線路 はははは下下下下りにな った。。。。縞縞縞縞 のシャツを着着着着 てい
るるるる男男男男 はははは、、、、良平 にににに 「「「「 や い、、、、乗乗乗乗れれれれ」」」」と い った。。。。良平 はははは直直直直 にににに飛飛飛飛びびびび乗乗乗乗 った。。。。ト ロッコ
はははは三人がががが乗乗乗乗りりりり移移移移 ると同時 にににに、、、、蜜柑畑 のののの※※※※をををを扇扇扇扇りながら、、、、 ひた辷辷辷辷りに線路をををを走走走走 りりりり
出出出出 した。 「 押押押押す よりも乗乗乗乗 るるるる方方方方がず っと いい」」」」―― 良平 はははは羽織 にににに風風風風をををを孕孕孕孕ませな
がら、、、、当当当当 りりりり前前前前 のののの事事事事をををを考考考考え た。 「 行行行行き に押押押押すすすす所所所所がががが多多多多 ければ、、、、帰帰帰帰 りにまた乗乗乗乗 るるるる所所所所
がががが多多多多 いいいい」」」」―― そうもまた考考考考えたりした。。。。
竹藪 のある所所所所 へへへへ来来来来 ると、、、、ト ロッコは静静静静 かに走走走走 る のを止止止止めた。。。。三人はまた前前前前 のののの
よう に、、、、重重重重 いト ロッコを押押押押 しししし始始始始 めた。。。。竹藪 はははは何時 かかかか雑木林 にな った。。。。爪先上りりりり
のののの所所には、、、、赤錆 のののの線路もももも見見見見えな い程程程程、、、、落葉 のたま っている場所もあ った。。。。 そそそそ
のののの路路路路をや っと登登登登りりりり切切切切 ったら、、、、今度 はははは高高高高 いいいい崖崖崖崖 のののの向向向向う に、、、、広広とととと薄薄薄薄らららら寒寒寒寒 いいいい海海海海がががが開開開開けけけけ
たたたた。。。。とととと同時 にににに良平 のののの頭頭頭頭 には、、、、余余余余 りりりり遠遠遠遠くくくく来過ぎ た事事事事がががが、、、、急急急急 には っきりと感感感感 じられ

たたたた。。。。
三人はまたト ロッコ へ乗乗乗乗 った。。。。車車車車 はははは海海海海をををを右右右右 にしながら、、、、雑木 のののの枝枝枝枝 のののの下下下下をををを走走走走 っっっっ
てててて行行行行 った。。。。 しか し良 平 はさ っき のよう に、、、、 面白 いいいい気気気気 もち にはな れな か った。。。。
「「「「 もう帰帰帰帰 ってくれれば いい」」」」―― 彼彼彼彼 はそうも念念念念 じて見見見見たたたた。。。。がががが、、、、行行行行くくくく所所所所ま で行行行行
き つかなければ、、、、ト ロッコも彼等もももも帰帰帰帰れな い事事事事 はははは、、、、もちろん彼彼彼彼 にもわかり切切切切 っっっっ
ていた。。。。
そ の次次次次 にににに車車車車 のののの止止止止ま った のは、、、、切崩 した山山山山をををを背負 っている、、、、藁屋根 のののの茶店 のののの前前前前
だ った。。。。 二人 のののの土 工はそ の店店店店 へは いると、、、、乳呑児を おぶ った上上上上さ んを相 手にににに、、、、
悠悠とととと茶茶茶茶などを飲飲飲飲 みみみみ始始始始 めた。。。。良平 はははは独独独独り いら いら しながら、、、、ト ロッコのまわり
をまわ って見見見見たたたた。。。。ト ロッコには頑頑頑頑だけな車台 のののの板板板板 にににに、、、、跳跳跳跳ねかえ った泥泥泥泥がががが乾乾乾乾 いて
いた。。。。
少時 のののの後茶店をををを出出出出 てててて来来来来 しな に、、、、巻煙草をををを耳耳耳耳 にににに挟挟挟挟 んだ男男男男 はははは、 （
そ の時時時時 はもう挟挟挟挟
んでいな か ったが））））ト ロッコの側側側側 に いる良平 にににに新聞紙 にににに包包包包 んだ駄菓 子をくれた。。。。
良平 はははは冷淡 にににに 「「「「 難有うううう」」」」と い った。。。。がががが、、、、直直直直 にににに冷淡 にしては、、、、相手にすまな い
とととと思思思思 いいいい直直直直 した。。。。彼彼彼彼はそ の冷淡さを取取取取りりりり繕繕繕繕うよう に、、、、包包包包 みみみみ菓 子 のののの 一一一一つを 口口口口 へへへへ入入入入れれれれ
たたたた。。。。菓 子には新聞紙 にあ ったら し い、、、、 石油 のののの※※※※が しみ ついていた。。。。
三人はト ロッコを押押押押 しながら緩緩緩緩 いいいい傾斜をををを登登登登 って行行行行 った。。。。良平 はははは車車車車 にににに手手手手をかけ
ていても、、、、心心心心はははは外外外外 のののの事事事事をををを考考考考え ていた。。。。
そ の坂坂坂坂をををを向向向向う へ下下下下りりりり切切切切ると、、、、また同同同同じような茶店があ った。。。。土 工たちがそ の
中中中中 へは い った後後後後、、、、良平 はト ロッコに腰腰腰腰をかけながら、、、、帰帰帰帰 るるるる事事事事ば かり気気気気 にしてい

たたたた。。。。茶店 のののの前前前前 には花花花花 のさ いた梅梅梅梅 にににに、、、、西 日 のののの光光光光がががが消消消消え かか って いる。 「 もう 日日日日
がががが暮暮暮暮れる」」」」―― 彼彼彼彼はそう考考考考え ると、、、、ぼ んや り腰腰腰腰かけ ても いられな か った。。。。ト ロ
ッコの車輪をををを蹴蹴蹴蹴 って見見見見たり、、、、 一人では動動動動 かな いのを承知 しながらうんうんそれ
をををを押押押押 して見見見見たり、、、、―― そんな事事事事 にににに気気気気もちを紛紛紛紛らせていた。。。。
と ころが土 工たち は出出出出 てててて来来来来 ると、、、、車車車車 のののの上上上上 のののの枕木にににに手手手手をかけながら、、、、無造作 にににに
彼彼彼彼 にこう い った。。。。
「「「「 われはもう帰帰帰帰んんんんなななな。。。。 おれたち は今 日はははは向向向向うううう泊泊泊泊 りだから」」」」
「「「「 あんまり帰帰帰帰りが遅遅遅遅くな るとわれ の家家家家 でも心配す るずら」」」」
良平 はははは 一瞬間呆気 にとられた。。。。もう かれ これ暗暗暗暗くな る事事事事、、、、去年 のののの暮母とととと岩村
ま で来来来来たが、、、、今 日 のののの途途途途 はそ の三四倍ある事事事事、、、、それを今今今今 からた った 一人、、、、歩歩歩歩 いて
帰帰帰帰らなければならな い事事事事、、、、―― そう いう事事事事がががが 一時 にわか った のである。。。。良平 はははは
ほとんど泣泣泣泣きそう にな った。。。。がががが、、、、泣泣泣泣 いても仕方がな いと思思思思 った。。。。泣泣泣泣 いている場場場場
合合合合 ではな いとも思思思思 った。。。。彼彼彼彼 はははは若若若若 いいいい二人 のののの土 工にににに、、、、取取取取 って付付付付けたような御時宜をををを
す ると、、、、どんどん線路伝 いに走走走走 りりりり出出出出した。。。。
良平 はははは少時無我夢中 にににに線路 のののの側側側側をををを走走走走 りりりり続続続続けた。。。。そ の内内内内 にににに懐懐懐懐 のののの菓 子包 みが、、、、邪邪邪邪
魔魔魔魔 にな る事事事事 にににに気気気気が ついたから、、、、それを路側 へへへへ放放放放りりりり出出出出すすすす次手にににに、、、、板草履もそ こ へ
脱脱脱脱ぎぎぎぎ捨捨捨捨 ててしま った。。。。す ると薄薄薄薄 いいいい足袋 のののの裏裏裏裏 へじかに小石がががが食食食食 いこんだが、、、、足足足足だだだだ
けは遥遥遥遥 かに軽軽軽軽くな った。。。。彼彼彼彼 はははは左左左左 にににに海海海海をををを感感感感 じながら、、、、急急急急なななな坂路をををを駈駈駈駈けけけけ登登登登 った。。。。時時時時
時涙が こみ上上上上げ て来来来来 ると、、、、自然 にににに顔顔顔顔がががが歪歪歪歪んで来来来来 るるるる。。。。―― それは無 理にににに我慢 して
もももも、、、、鼻鼻鼻鼻だけは絶絶絶絶えずくうくう鳴鳴鳴鳴 った。。。。

竹藪 のののの側側側側をををを駈駈駈駈けけけけ抜抜抜抜けると、、、、夕焼け のした日金山 のののの空空空空もももも、、、、もう火照りが消消消消え か
か って いた。。。。良平 はははは、、、、 いよ いよ気気気気がががが気気気気 でな か った。。。。往往往往きと返返返返りと変変変変 るせ いか、、、、
景色 のののの違違違違う のも不安だ った。。。。す ると今度 はははは着物ま でも、、、、汗汗汗汗 のののの濡濡濡濡れれれれ通通通通 った のが気気気気
にな ったから、、、、や はり必死にににに駈駈駈駈けけけけ続続続続けたなり、、、、羽織をををを路側 へへへへ脱脱脱脱 いで捨捨捨捨 てた。。。。
蜜柑畑 へへへへ来来来来 るるるる頃頃頃頃 には、、、、あたりは暗暗暗暗くな る 一方だ った。 「 命命命命さえ助助助助 かれば――――
―――― 」」」」良平 はそう思思思思 いながら、、、、辷辷辷辷 っても つまず いても走走走走 って行行行行 った。。。。
や っと遠遠遠遠 いいいい夕闇 のののの中中中中 にににに、、、、村外れ の工事場がががが見見見見えた時時時時、、、、良平 はははは 一思 いに泣泣泣泣きた
くな った。。。。 しかしそ の時時時時も べそはか いたが、、、、とうとう泣泣泣泣 かず に駈駈駈駈けけけけ続続続続けた。。。。
彼彼彼彼 のののの村村村村 へは い って見見見見ると、、、、もう両側 のののの家家 には、、、、電灯 のののの光光光光がさ し合合合合 っていた。。。。
良平 はそ の電灯 のののの光光光光 にににに、、、、頭頭頭頭 から汗汗汗汗 のののの湯気 のののの立立立立 つつつつのが、、、、彼自身 にもは っきりわか
った。。。。井戸端 にににに水水水水をををを汲汲汲汲んでいる女衆やややや、、、、畑畑畑畑から帰帰帰帰 って来来来来 るるるる男衆 はははは、、、、良平がががが喘喘喘喘ぎぎぎぎ
喘喘喘喘ぎぎぎぎ走走走走 る のを見見見見 ては、 「 お いどう したね ？」などと声声声声を かけた。。。。 がががが、、、、彼彼彼彼 はははは無無無無
言言言言 のまま、、、、雑貨屋だ の床屋だ の、、、、明明明明る い家家家家 のののの前前前前をををを走走走走 りりりり過過過過ぎ た。。。。
彼彼彼彼 のののの家家家家 のののの門 口 へへへへ駈駈駈駈け こんだ時時時時、、、、良平 はとうとう大声 にににに、、、、わ っと泣泣泣泣きききき出出出出さず に
は いられな か った。。。。 そ の泣泣泣泣きききき声声声声 はははは彼彼彼彼 のののの周囲ええええ、、、、 一時 にににに父父父父やややや 母母母母をををを集集集集まらせた。。。。 ここここ
とに母母母母はははは何何何何とか いいながら、、、、良平 のののの体体体体をををを抱抱抱抱え るよう にした。。。。がががが、、、、良平 はははは手足をををを
もがきながら、、、、啜啜啜啜りりりり上上上上げげげげ 啜啜啜啜りりりり上上上上げげげげ泣泣泣泣きききき続続続続けた。。。。そ の声声声声がががが余余余余りりりり激激激激 しか ったせ いか、、、、
近所 のののの女衆 もももも三四人、、、、薄暗 いいいい門 口 へへへへ集集集集 って来来来来たたたた。。。。父母はもちろんそ の人人人人たち は、、、、
口口にににに彼彼彼彼 のののの泣泣泣泣くくくく訳訳訳訳をををを尋尋尋尋ねた。。。。 しかし彼彼彼彼 はははは何何何何と いわれ ても泣泣泣泣きききき立立立立 てるより外外外外 にににに仕仕仕仕
方方方方がな か った。。。。 あ の遠遠遠遠 いいいい路路路路をををを駈駈駈駈けけけけ通通通通 して来来来来たたたた、、、、今今今今 ま で の心細さをふり返返返返ると、、、、

いくら大声 にににに泣泣泣泣きききき続続続続け ても、、、、足足足足りな い気気気気もち に迫迫迫迫られながら、、、、 …………
良平 はははは二十六 のののの年年年年、、、、妻 子とととと 一一一一しょに東京 へでてきた。。。。今今今今 ではある雑誌社 のののの二二二二
階階階階 にににに、、、、校 正 のののの朱筆をををを握握握握 っている。。。。がががが、、、、彼彼彼彼 はどう かす ると、、、、全然何 のののの理由もな い
のに、、、、そ の時時時時 のののの彼彼彼彼をををを思思思思 いいいい出出出出すすすす事事事事がある。。。。全然何 のののの理由もな いのに？？？？――塵労 にににに
疲疲疲疲れた彼彼彼彼 のののの前前前前 には今今今今 でもや はりそ の時時時時 のよう に、、、、薄暗 いいいい藪藪藪藪やややや坂坂坂坂 のある路路路路がががが、、、、細細細細
細細細細とととと 一一一一す じ断続 している。。。。 …………

