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降り 続いてい た雨が止 み、初夏 の陽が戻っ てきた。
市街 地の高架 を抜け、 スピード をあげ始め た急行電 車の車内 には
眩しい光が射し込み、気怠そうな通勤客の表情を照らし出している。
私 は窓際の 席に浅く腰 を沈め、 光を左頬 に浴びな がら、窓 辺を流
れて いく景色 に目をや っている 。
家 々の屋根 。庭のカ シや珊瑚 樹の芽。 学校や病院 の看板。 スーパ
ー の屋上へ 続く廻り 階段。教会 の尖塔。 錆色の鉄 橋。トン ネル。水
を張らない 田圃。神 社の杜。一 際高いビ ルディン グ。好評 分譲中の
文字。
最初の停 車駅で、 高校生の集 団が雪 崩れ込ん できた。
降車口近 くに陣取 った彼ら は、車内 放送が聞 き取れない ほどの大
声で、ホ ームから もち込ん できたお喋 りの続き を再開す る。先客 の
私たち など目に入 らないの か、バッグ やカバン を床に 下ろし、携 帯
電話を 奪い合い奇 声をあげ る。
いつ ものパター ンである 。複数の 高校が沿 線に並ぶ のだから、 遠
慮など していな い。紺の 制服は紺 の制服同士 で、金ボ タンは金ボ タ
ン同士 で、グ リーンのス カートは グリーンの スカート 同士で、 その
集団 だけに通 用するらし いことば を駆使し喋 り合う 。
こんな彼らの出現にも、今朝は気持を乱されない 。窓に肘を立て 、
左前 方に目を 止めている 。
電 車は、し ばらく川添 いを走 り、工場 群の中を走 り、新興 住宅地
を抜 け、や がて沿線 第二の人口 をかかえ る街である 二つ目の 駅にす
べ り込んだ 。デパー トの二階部 に当たる ホームに 停まり、 ドアが開
くと、高校 生のお喋 りも、この 街に通勤 する人 の群も、ど っと吐き
出される。
すし詰め 状態だっ た車内は 、一挙に がらんど うになり、 かなり空
席が見え てくる。
車体を 軽くした 電車は、 木立の中を 走る。ク スや、ケ ヤキや、 ハ
ゼの木 立。
木立 を抜けると 、ゴルフ 場の芝が 広がり、 そのアッ プダウンが し
ばらく 続いたあ と、まば らな松木 立の中にク ラブハウ スとおぼ しき
レン ガ造りの 建物が見え る。
電車 は、ク ラブハウス の横を通 過するとき 、いつも 極端な徐 行を
する。時速百キロを越えるスピードが 、三十キロ程度以下に。いや、
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どうかす ると、本 当に停車 してしまう のではな いかとい うほどの ス
ピード になる。
最初 、これはな にかの偶 然かと気に もとめな かったが 、毎日繰 り
返され てみると、 そうもい かなく なった。
その 度に乗客の 反応を窺 ってみる のである が、旅程 の終わりに 近
い地点でののろのろ運転など、思いにも止めることではないとみえ、
客の 半数は目 を閉じ、残 りの半数 も新聞や雑 誌に見 入ってお り、反
応が あっても 、到着時間 を気にし てか、何 人かが腕 時計を覗 き込む
程度 にすぎな い。
運 行時刻の 調整か、信 号の指示 かのど ちらかだろ うと、こ の付近
に住 む知人 は答えて くれたこと がある。 が、遅れ加 減のとき も、天
候 などにも 関係なく 決まって徐 行をする というこ とには、 いまだ頷
けない。
電車は、 グラリと くる衝撃と ともに徐 々にスピ ードをと り戻し、
ゴルフ場を やり過ご していく 。車内ア ナウンス などなく、 なにごと
もなかっ たかのよ うに、再 びなめらか なスピー ドにのる。
ゴルフ 場を過ぎ 、しばら くすると、 バイパス への入口 を示す青 い
表示が 立っている 。Ｄイン ターチェ ンジ、と ある。
表示 のすぐ下に 小さな林 。林の中 に、墓石 に似た石 造りがあり 、
Ｄイン ターチェ ンジの表 示から斜 めに下って くる石段 が見える。
スピ ードにの った電車 は、石段 の形をはっ きり見せ るいとまも 与
えず 走り過ぎ ていくので あるが、 私は、とき どき石 段の中途 に光る
もの を見る。
小 さな鏡が 陽にキラリ と反射す る。そん な一瞬の 光。
光 るものの 存在に心を とめて から、そ のあたりに 目を凝ら し続け
てき た。Ｄ インター チェンジの 表示、林 、墓石に似 た石造り 、雑木
の 下にくぐ り込む石 段と、から めとるよ うに目で 追う。た ちまちの
うちに、線 路を交差 して伸びる バイパス の陸橋 に窓を遮ら れてしま
うのである が。
それが、 昨日、男 の子が小 さな手鏡 を走り抜 ける電車に 向けてか
ざしてい る姿を、 バイパス の陸橋に遮 られる瞬 間、見たの だった 。
確かに 男の子だ った。青 いシャツを 着た、多 分まだ高校 生ぐらい
であろ う少年。少 年は、石 段の中途に 腰を下 ろし、手 の平に包み 込
めるほ どの手鏡を 、私たち の車両に 向けてい た。
昨日 は曇り空で あったか ら、少年 の発する 光は強い ものではな か
ったが 、それで も私の心 に、ある インテンシ ョンを惹 起させる に十
分な 力をもっ ていた。
その 光を待 っている。 軽やかに 揺れる林の 淡い緑。 刻まれた なに
かの 文字らし い、五つか 六つの黒 い窪みを もつ石造 り。林の 揺らぎ
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に刷かれ る石段。
次の瞬 間、左窓 を鈍色の 陸橋の柱が 覆う。
私は 、目のうち に残って いる水色の 矢を、い ま一度巻 き戻して み
る。林 の揺らぎに 刷かれる 石段。 石段の中途 に、折れ る影。細い 人
影。青 い人影。 そのいく 分俯き加 減の顔の中 で、一文 字に結ばれ た
唇。
七 年前、私 は希望を抱 いて始業 式に臨んだ 。
大 学院を出 て初めての 職場とな った私立 Ｋ高校は 、急行電 車の終
点の 駅からバ スで二十 分の高台 にあった 。二年Ｆ組 が、私の 担任だ
った 。
二 年生は、 Ａから Ｌまでの十 二クラス があり、約 五百人の 共学と
なっていた 。Ｋ高校 は、郡部に 位置する あまり足 がかりの よくない
場所にあり ながら、 県下では 最もよく 知られた 進学校だっ た。
Ａ組から Ｃ組まで は特進クラ スにな っていて 、Ｄ組から Ｇ組まで
は準特進 クラスと なってい た。
野球やサ ッカー のスポー ツでも、県 下有数の 強豪校に数 えられて
おり、 県の代表と して、た びたび全国 大会にも 出場し た。
私は 、準特進ク ラスＦ組 の担任であ り、英語 の担当 として特進 ク
ラスも 受け持った 。
二年Ｆ組の生徒たちの大半は、一年からの同じメンバーであるが 、
一割ほ どが特 進クラスか らの降格 組と、普通 クラスか らの昇格 組で
占められていた。具体的にいえば、降格組四人、昇格組二人を含め、
四十 一人で構 成されてい た。
一 時間目、 オリエンテ ーション を兼ねて それぞれ が簡単な 自己紹
介を した。中 央の国立 Ａ大学を 始め、か なり名の知 れた国公 私大に
毎年 五百人 を送り込 むＫ高校で あるから 、準特進ク ラスとは いえ、
医 学部を目 指す者も 数人いて、 みんなの 鼻息は荒 かった。 実際、準
特進クラス からの合 格データも かなりの もので 、都市圏の 上位の公
立高校より 数段抜き ん出てい た。
そのなか に、降格 組四人が 交じって いるので あったが、 彼らには
どこかに 共通した ものがあ った。間の 悪さとい うか、ずれ ている と
いうか 、そんなこ とばでは 表しにくい 一種の逃 げの姿勢 とでもい う
べき、 どこか投げ 遣りな仕 草があった 。
まと もに目を合 わせよう としない。 意味のつ ながら ないことば の
省略。 制服のネク タイを 解いたり 結んだりし ながら、 自分の前か ら
時間が 過ぎるの をじっと 待ってい るとでもい った、他 の生徒に はな
い態 度を見せ た。
その 意味が わからない わけでは ない。特進 と準特進 との差が いか
ほど のものか は知らない が、入学 時の自信 とプライ ドが、一 年の間
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に叩きつ けられて しまった のである。
Ａ組か らＣ組に かけての 十五人程度 が、Ｄ組 からＧ組 の上位者 と
必ず交 替するとい うシステ ムが、Ｋ 高校の実 力をさら に高めるこ と
になっ ている。
その 役目の一端 をになわ されるこ とになっ た、彼ら 。
もっ とも、い ったん降 格して初 めて本当の やる気に 目覚め、そ の
一年 後にはす ぐに特進に 返り咲く ケースも多 い。部 活経験者 などが
好例 で、部活 と勉学を両 立させる 方法を会 得してし まうと、 今度は
学年 のトップ クラスを走 るとい うことも 稀ではない 。
五 百人のそ れぞれが、 中学時代 にはは るかに同級 生を引き 離して
きた。要するに、一人一人がもともと並を越えた能力をもっている 。
そ んな彼ら にも、 序列という ものが容 赦なく襲う 。入学試 験の成
績は、一点 差や二点 差でひしめ いている のに、半 月後の実 力テスト
では、明ら かな開き が出る。 それが一 学期、二 学期と過ご していく
うちに、お おかたの 傾向が固 まってく る。理数 に強い者、 弱い者、
英語を得 意とする 者、不得 手とする者 、という ふうに点数 の開きが
大きくな る。
リード する者は より高い 結果を引き 出し、リ ードされ る者は、 体
育祭の 綱引きよろ しく、ま だ足元の 定まらな いうちに 一気に転が さ
れてし まう。
なに しろ、Ｋ高 校の授業 のスピ ードといっ たら、三 年のカリキ ュ
ラムを 二年の 一学期まで で終えて しまう。だ から、入 学後の一 か月
の過 ごし方で 、進学のこ とも、数 十年後のこ とまで 決まって しまう
とい われてい る。
始 業式後の 一時間目の オリエ ンテーシ ョンは、か なり異様 な雰囲
気で 進んで いった。
松 村とい う普通ク ラスからの 昇格者が 、地元国立 大学の歯 学部を
めざすと、 制服の胸 を叩いて宣 言したも のだか らクラスが 沸いた。
松村は 、駅前に大きな看板を掲げる歯科医院の長男であるらしく 、
「姉ちゃん が歯学部 に入っ てるから、 俺は医学 部にいきた いんじゃ
けんど、 普通クラ スから上 がってきた ばかりじ ゃちょっと あつか ま
しいか らな。だか ら、今日 のところは 絶対現役 で歯学部 、という こ
とにし とく。多分 、俺、大 丈夫だと思 うよ。 だってな 、姉ちゃん だ
って、 二年の今頃 はボーイ フレンド と夜中に めちゃめ ちゃカーレ ー
スやっ てたんだぜ 」と、 茶色に染 めた長髪を 細い指で 掻き上げた 。
「姉ち ゃんに病 院とられ ないよう にしろ」
「俺 の歯は松 村には診せ ねえよ。 とてもじゃ ないけど 、おっか ねえ
よ。 ロック鳴 らして、そ ののりで 痛んでも ない歯に 穴開けら れたら
たまらねえからな。その点、姉ちゃんの方が絶対いいよな 。なんせ、
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超ボイン だもんな あ」
クラス の三分の 二を占め る男子がど よめき、 指笛を鳴 らす者も い
た。
「バッ カ野郎、お 前の薄汚 い虫歯 なんぞ誰が 診てやる かよ」
松村 が、まんざ らでもな さそうに ウィンク をして席 についた。
「次、 松山」
私は 出席番号 の、次の 名前を呼 んだ。
返 事がない 。
「松 山」
応 えない。 出席簿の名 前のとこ ろに、 私だけがわ かるよう に薄く
鉛筆 で印し た＊の記 号がついて いる。＊ 印は、四つ ある。つ まり、
特 進からま わされて きた四人と いうこと になる。
「松山はい ないのか 」
これまで呼んだ三人の、いずれも拗ねて目を伏せていた姿を思い 、
教室中を見 渡してみ る。とい っても、 教室の広 さはいかほ どでもな
い。
しかし、 それら しい生徒 はいない。 クラスが ざわめきだ した。み
んなも 聞いたこと のない名 前らしい。
「浜田 のことじゃ ないすか 」
後列 の生徒が叫 んだ。
「だろ う、なあ 、浜田の 名前がと んじまった よな」
クラ スの視線 が、一点 に集まっ た。そこに は、長髪 ばかりのな か
で一人だけ坊主頭の、利発そうに胸をはった顔があった。口元には、
ほん の少しば かり笑みさ え浮かべ ている。
「浜 田です」
生 徒は、ク ラスの視線 を持ち 上げる格 好でスッと 立った。 みんな
のど よめき が止んだ 。目を伏せ る気配も 、気負った 表情も様 子もな
い 。落ち着 いた間合 いで、しっ かりこと ばを発す る。
「君は、松 山じゃな いのか」
なにか家 庭的な事 情があるの かも知れ ないとは 思いなが ら、聞い
た。
「松山で す。これ まで、浜 田でした」
松山の 目が私を 真直ぐに 見る。その 目が、澄 んでいる。
「本当 は、ずっと 浜田でい たかったん です。 でも、母 が再婚する ん
です。 妹がこの春 中学に入 るんで、 籍は早め に入れた 方がよいだ ろ
うと、 三月に届け たんで す」
明る く笑った。 丸い目が 、大き く開かれて いる。
「そ うか、悪 かった。嫌 なことを 聞いてしま ったな」
「平 気です。 今日から松 山と呼ん でくださ い。で、 ぼくは、 天文学
者に なるため に特に数学 を勉強し たいんで す。今、 とても大 切な法
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則を考え ています 。その法 則が証明さ れれば、 現在の物 理学や天 文
学が根 底から変わ るかもし れません」
「ほう 、そいつは 凄い。頑 張ってく れ」
理数 に弱い私は 、松山の 話をそこ までで打 ち切った 。
松山 は、それ以 上いいつ のること もなく、 落ち着い た表情で着 席
した。
クラ ス中が、 低い笑い に包まれ た。
職 員室に戻 り、二時間 目の準備 にかかっ ていると 、二年Ｂ 組担任
の椿 が寄って きた。
「新任教師さん、第一印象はいかが。Ｋ高校がお気に召しましたか。
今 日のとこ ろはこん なのんびり したこと をやって ますが、 明日から
はまさに真 剣白刃ど りの日々で すからね 。まあ、 よくこき つかって
くれる学校 ですよ。 せいぜい ご活躍く ださい」
と離れか けて、
「そうそ う、浜田 、いや松 山はどうで す」
「ああ、 なんでも 数学に磨 きをかけた いといっ てました が」
「数学 に。いや、 やつらし い。そうで すな、ご 参考ま でに、是非 松
山の去 年の資料に 目を通し てくださ いな」
肩を ポンと叩き 、去って いった。
二時 間目は、二 学期まで の学習 スケジュー ルの説明 と、進路希 望
を書か せたり して終わり だった。
私は 、彼ら の希望する 進路を、 それぞれパ ソコンに 入力して いっ
た。 準特進ク ラスとはい え、最難 関の国立 Ａ大学を 希望して いる者
も若 干いて、 地元の国立 Ｂ大学 を希望す る者や、有 名私立大 学を希
望す る者に次 いで三番 目に多か った。
松 山の希望 も国立Ａ 大学理学 部だった 。私は、Ｋ 高校独自 で用い
られているという偏差値と、彼らの進路とをマッチングさせてみた 。
それぞれ が自分の 到達度をか なり正確 に把握し ていると みえ、国
立Ａ大学を 希望する 者も、国 立医、歯 、薬系を 希望する者 も、おお
むね妥当な 線にある といっ てよかった 。
しかし、 数名がＤ 、Ｅラン クという 評価域に あり、松山 もその中
にいた 。松山の場 合、特に 理数科目が Ｅランク というこ とで、英 、
国のＣ ランクをも 下回って いた。
一時 間目のとき の松山は 、新しい数 学の法則 を導き 、天文学を 志
すとい っていた。
Ｂ組 担任の椿の ことばも あった ので、私は 松山の一 年次の成績 を
繰っ てみた。 評点は、オ ール三に 近く、とい ってもＫ 高校の評 点三
は、 普通高校 の評点四・ 五以上に 匹敵する といわれ ているが 、理科
と数 学の二と いう評点は 意外だっ た。
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その評点 に添え られてい る「理数科 目につい ての、基本 的理解に
欠ける 」というコ メントは 、さらに意 外だった 。私は 、理数科目 に
ついて の基本的理 解という ものがど のような ものかよ くわからな い
が、普 通、教師は 、このよ うな決 定的とも思 える評価 はしない。 そ
う思っ て他の生 徒の評価 にも目を 通してみた が、その 類の例はな か
った。
Ｋ 高校は担 任とクラスの結びつきはあ まり重 視し ない方 針らし
く、 二日目以 降は、私も 英語の 授業で数 クラスを担 当する方 に勢力
を注 がねばな らなかっ た。
新 任の身で あるから 、一時間 一時間に 勢力を込め ていたせ いもあ
る 。なにし ろ、並の スピードで はない。 生徒がこ なさねば ならない
分量は、普 通高校の 二倍以上の 内容だっ たし、教 師にも高 いレベル
が要求され る。
いくら大 学でＥＳ Ｓに所属し 、一年 間のアメ リカ留学の 経験もあ
るとはい え、生徒 の能力の 高さは想像 を越えて いた。いや 、新米の
私の授業 など、聞 いても聞 かなくても 同じとい うのかも しれなか っ
た。英 語の授業を 、数学に 変えている 者たちも いた。
そん なときどき 、松山の ことが職員 室で何度 か話に のぼった。 少
し変だ よという者 。いやか なり度 が進んでき たという 者。そんな こ
とばが 、理数担 当の教師 の口にの ぼっていた 。
椿は 、
「今のうちに手を打っておいた方が、よくないですか」と、
謎 み た い な こ と ば を よ こ し 、「 去 年 の 担 任 が 、 今 年 のク ラ ス 編 成 を
知っ た途端に 辞めた理由 は、そこ にあるの かもしれ ませんよ 」とい
った 。
去 年の一年 Ｆ組の担任 は定年 間近の国 語教師だっ たが、こ の三月
で二 年繰り 上げて退 職している 。急遽担 任に決まっ た（らし い）私
とは、簡単な引継を兼ねて一度会っただけで、松山の話はなかった 。
もっとも、 松山の直 接担任では なかった からか もしれない が、話の
端にものぼ らなかっ た。
一年Ａ組 で直接担 任をした 社会の教 師は、半 年間の外国 研修に出
ており、 私の赴任 とは入れ 違いだった 。
「ビッ グスリーと 呼んだも のですよ。 近年に ないハイ レベルの生 徒
が、三 人も揃って 入ってき たのです から。三 人とも、 中学時代か ら
全国に 名前を売っ た子で ね、三人 が三人とも Ｋ高校に 入ってきて く
れると は思いま せんでし た。一人 や二人は、 中央の有 名進学校 に進
むも のと決め てかかって いました から。なに しろ、全 国医師会 副会
長の 子、地元 Ｂ大学長の 子、それ に浜田と いう子で す。案の 定、入
学直後の全国模試で、三人は全国の三十位以内に入りましたからね」
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三月の、 私の就 職面接が 終わった後 、赤ら顔 の校長は、 吊りズボ
ンから はみ出しそ うな腹を 揺すって、 豪快に笑 った。
その ビッグスリ ーのうち の二人は健 在で、今 も全国の トップテ ン
の座を 譲らない。
しか し、ビッグ スリーか ら、準特 進クラス まで降格 した浜田、 い
や松山 は、入 学直後の五 月の模試 から成績が 急降下し 始め、み かね
た校 長や担任 が何度か松 山を呼ん で訳をただ そうと したが、 はどめ
がき かなかっ たという。
こ んな話も 、私の担任 としての 勤めが始 まってし ばらくし て聞か
され たもので あった。
「今 のうち に手を打 つ、とはど ういうこ とでしょう 」
私 の 問 い か け に 、 椿 は 、「 具 体 策 は 思 い 当 た ら な い が 、 ち ょ っ と
予感がない ではない もので」と 、ことば を濁した 。
椿をはじ め、理数 の担当教師 の話を寄 せ集めて みると、 理数の時
間 に な る と 松 山 は 急 に 饒 舌 に な り 、 教 師 の こ と ば の 端 か ら 、「 そ の
定理はみ せかけに 過ぎない 。真実が見 えていな い。先生は 勉強が足
りない。 恥じるべ きだ」な どと、声を 荒げるら しい。
私の英 語のとき にはない ことなので 信じ難い ことであ るが、椿 の
数学の時間に誘われて教室を覗いてみて、事実であることを知った 。
丸い 目を見開い た松山は 、席から 腰を半分 浮かし、 椿が板書し た
公 式 を 指 さ し な が ら 、「 こ の 公 式 は 、 三 次 元 の 時 空 で し か 成 り 立 ち
得ない 。しかも、ごく限られた狭い範囲でしか成り立ち得ない」と、
早口 でまくし たてる。
椿 が松山を 制し、クラ スがざわ めき始めて も、松 山は譲ら ない。
「学 問は、真 理の探求の ために あります 」
「ど うして、 定説とい うことば を強調す るのですか 」
「定 説とは 常識とい う意味で、 人間が定 めたもの。 しかも、 それは
先 が見えて いないと いうことと 同義です 」
松山のこ とばに対 し、
「松山を満 足させる ためには 、真説だ とか、真 理だとかま でいかね
ばならない のだろう が、俺 たちは、入 試の答案 に向かい、 現実にこ
の公式を 使って解 を出さね ばならない んだ」
「そん なことは、 松山が進 学した後で 、研究室 の壁に向 かって、 好
きなだ け問答すれ ばいいこ とだろ」
「俺た ちは、松山 のように 、年中数 学だけや ってると いうわけに は
いかな いんだよ。 一点を 取るか失 うかで、当 落が決ま ってしまう ん
だぜ。 いわんと すること はわから んでもない けどな、 与えられ た時
間と の闘いの 方が先だ」
など と、方 々から野次 がとぶ。
「そ んなこと はわかって いる。限 られた時 間だから 、なおさ ら中身
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のある時 間の使い 方をすべ きじゃない か。君た ちは、と んでもな い
間違い に対し、ど うしてそ んなに鈍感 でいられ るんだ 」
松山 は、心外だ といわん ばかりに、 気落ちし た表情を 浮かべる 。
「ぼくたちが、大事な受験に直面していることぐらいわかっている 。
だけど 、このわ ずかのす れ違いが 、大きな過 誤を生む んだ。とて も
大切な ことな んだ、これ は」
クラ スの連中 が、松山 のことば に辟易して いること が明らか に見
てと れる。思 わず松山に 向かって 歩きかけ た私を遮 るかのよ うに、
椿の ことばが 飛んだ。
「Ｋ 高校の諸 君は、い やしくも 進学のこ とばかり頭 にあるの ではな
い。 公式と いうもの は、いわば 現象をと りあえず整 理するた めの約
束 事であり 、条件で あるといっ てもいい 。真理云 々を極め るのは、
学者の領域 だ。一つ の公式の正 否に、何 十年も食 らいつい ていける
という、条 件に満た された学 者のため に与えら れたアルフ ァである
のだ。勿論 、そのアルファを追求することが理想であろう 。しかし、
Ｋ高校の 諸君にと ってより 大事なこと は、一つ の約束のも とに整理
された条 件によっ て導かれ るもののな んたるか 、を見抜 く力を養 う
ことに ある」
椿は 、松山を真 直ぐに見 て、いい放 った。
松山 は、なにか いいたげ に口元を 動かしか けたが、 肩を落とし 、
椅子に 崩れ落ち た。
私は 、松山 のいうこと ももっと もなことだ と思いな がら職員 室に
戻ったのであったが、椿に肩を叩かれるまで、頭を抱え込んでいた 。
「あ れから、 松山はなに も喋ら なかった 。珍しくじ っと、座 ったま
まで いました よ」
次 の授業に 出なけれ ばならな い私と、 授業を終え た椿とは 入れ違
い に な り 、 目 く ば せ を 交 わ し た 程 度 だ っ た が 、「 少 し 考 え さ せ て も
らえません か」とい うのがやっ とだった 。
英語の教 科書を抱 えてＦ組に 入ってい ったのだ が、松山 を含めク
ラスの空気 はいつも と特に 変わらなか った。指 名した松山 は、かな
り難解な 時事の部 分であっ たが、殆ど つかえる こともなく 一気に 和
訳をこ なしたし、 他の生徒 も同じであ った。
授業の 後、クラ ス委員長 の久野を廊 下に呼ん だ。松山 のことだ と
わかる と、
「いつ ものことで す。や つの持論 のようです から。別 に、僕らは 困
ってや しません よ。みん などこか でわかって るんです 、やつの いっ
てる ことも。 ただ」
と 、 少 し い い よ ど ん で 、「 あ い つ は 振 ら れ ち ま っ た ん で す よ 」 と
いっ た。

- 9 -

「振られ たって」
「さあ 、そこは」
久野 は、私がそ れ以上問 いかけない とみると 、始鈴の 鳴り始め た
教室に 戻っていっ た。
なん だそんなこ とか、と いう思い だった。 そんなこ とで思い悩 む
ことな ど、む しろ当然で はないか 。よくあり がちな、 少年たち 特有
の問 題なので はないか。
私 自身、大 学時代に交 際してい た女性との 連絡が途 絶えが ちにな
って いたこと もあり、少 し気鬱 になって いた。まし て、十七 歳の松
山に は、進学 名門のＫ 高校であ るからこ そ、思いど おりには いかな
いことかもしれないし、しかも、トップスリーといわれた位置から、
準 特進クラ スへの降 格である。
「案外、少 年らしい 初な事情か らなのか も知れま せんね」
職員室に 戻るや、 椿にいった 。
「少年らし い初な事 情、には 違いない でしょう けれど」
椿は、少 し眉を動 かしかけ たが、
「やつの 場合には 、なにか ひっかかる ものがあ るのです よ。とい う
のも、 一年前から の成績の 急降下。い うなれば 、Ｋ高 校のトップ か
ら、い きなり中位 以下です よ。それ とともに 始まった 、教室での 暴
言。こ の関係に注 目してき たんで すが、関係 者は」
と腕 組みをする 。黒縁の 眼鏡の 奥で、細い 目が二、 三度瞬いた 。
「この 年代で すから、思 いが通じ なかったり すると、 成績どこ ろじ
ゃな くなるの かもしれま せん」
「入 学試験で 殆ど満点。 六割が合 格ライン のＫ高校 でですよ 。しか
も、 入学直後 の全国模試 では、 六位。Ｋ 高校では、 一位とい うわけ
です 。その子 が、わず かその一 月後には 校内で二百 九十二位 。この
関係 ですよ 」
「 テストを 白紙で出 したとか」
「みんなは 、その線 をまず考え たわけで す。い いや、いろ いろな角
度から考え ましたよ 。校長の 強い要望 もありま したし。で も、結局
答えは出せ ないまま 現在に 至っている というわ けです」
「カウン セリング の方も」
「もちろんです。しかし 、これといった決定的なものは出てこない。
ええ、短期間の休学をしたりしましたが 、復学してからというもの 、
理数の 時間以外は 、まずな にごとも ない。理 数の時間 といっても 、
ご覧の とおりの域 を越え るわけで もない。職 員会議で は、昨年の 一
年間と いうもの 、松山の 話題ばか りでした」
「家 庭訪問も 」
「え え、何度 となくね。 松山の母 親にも、 十回とは いわず登 校して
もら って。え え、とても 賢い母親 です。市 のキャリ ア部長で すから
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ね」
「女性 部長、とき どき新聞 で見る」
「ああ 、地元Ｂ大学卒で 、初の女性部長 。青少年の健全育成が専門 」
「先の 総選挙で、 声がかか ったと いう」
浜田 百合子とい う女性部 長は、頻 繁にテレ ビにも出 、行政ウー マ
ンとし てばか りではなく 、青少年 相談百十番 の顔でも あった。
「な るほど。 松山のもと もとの筋 の良さはそ こから きている わけで
すね 」
「浜 田百合子 は、研究者 の夫を 事故で亡 くしている 。勤務す る大学
の研 究室を出 て、終便 のバスを 待ってい るとき、無 免許のシ ンナー
少年 たちが 運転する スポーツカ ーが猛ス ピードで突 っ込んで きた。
彼 は、博士 の学位取 得を目前に して、大 詰めの実 験に追わ れていた
んですって 」
その記事 が十数年 前、大きく 社会面で 扱われて いたこと を、私は
覚えている 。
「彼と浜 田の子が 、松山と いうわけで すよ」
なるほど 、と思 った。
「松山 には妹がい ますよね 」
「二人 とも、祖母 、つまり 浜田百合 子の母が 育ての親 ということ ら
しい」
椿は 、例えば、 と一つ前 置きを して、
「浜田 百合子 って、何度 か会って みたんだが 、少女な んです。 見か
けか らも十歳 以上若づく りだし、 本当に子供 を産ん だことが あるの
かと 、頭を傾 げたくなっ てしまう 。どうか すると、 Ｋ高校の 女生徒
たち と 、
ど ちらが年 上なのかと 錯覚する ことがあ るくらい ですから 。
あれ が、青少 年百十番 担当で、 市の生涯 学習部長な のかって 」
「た よりな い、って ことじゃな いんです よね」
「 たよりな いどころ か、すごい 存在感が ある。そ れでいて 、とても
少女なんで す。こん な人が同じ 空気を吸 って、 同じものを 食べてい
るのか、な んて正直 考え込ん でしまっ た」
「とすると 、松山は 実の母 に恋をして いて、そ れが、松山 某という
男に母を 奪われよ うとして いる」
「であ ると、もの ごとはわ かりやすい んですが ね」
椿は、 空咳を一 つした。
「こう いう話もあ ります。 松山は詩 人でもあ り、天文 部に入った は
いいが 、Ｋ高校に 文芸部 がないの を知ると、 同好会を 作った。同 好
会の呼 びかけに 、女の子 たち七、 八人が加わ った。そ のなかに 、竹
内碧 もいる」
「竹 内碧、あ あ、少し足 の悪い」
「彼 女の瞳に 出会うと、 授業中と いうこと も忘れて ハッとな ってし
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まう」
「足が 悪いという ことの故 に、創造主 は考えら れ得る 限り彼女を 完
璧なも のにした、 というの が、先生 の口癖で したよね 」
「その 『やや傾ぎ 加減の立 ち姿。 なにか遠い はるかな 思いに導い て
くれる 、淡い光 の中の少 女』とい うのは、松 山の『少 女』という 詩
の一節 だけど 」
私も 、Ａ組の 授業で、 竹内の瞳 に見つめら れている のに気付 き、
こと ばにしよ うとしてい た次のフ レーズを 忘れてし まったこ とがあ
った 。
足 が悪いと いっても、 ほんの少 し左足 を引きずる 程度で、 何気な
く見 ている と見落と してしまい そうなく らいである が。しか し、な
ん といって も、十七 歳の多感な 少女であ る。
「 竹 内 は 次 号 に 、『 青 い 光 』 と 題 す る 詩 を 発 表 し た 。『 遠 く は る か
なるものが 存在する とすれば 、いかに して、こ のように残 酷で、絶
望的な仕打ちをしでかすことができるのか』ということばで始まり 、
『幾劫も の時空を 束ねるの であろう遠 くはるか なるもの。 それは、
どこまで も深く深 く透け、 どこまでも 高く高く 翔けりい く、ほの か
な揺ら ぎにも似た 青い光の 』と続いて いく。こ れが、 松山に強い 自
信を与 えるきっか けになっ たという のが、職 員室での もっぱらの 話
です。 たかが生徒 たちの詩 という ことだけで 片付ける には、状況 が
かなり 複雑なも のでして ね」
椿は 、竹内は 浜田百合 子とは違 った意味で の少女だ という。
私は まだ浜 田百合子に はじかに 会ったこと はないが 、生活感 のな
さということでは、竹内もまぎれもなく希有な存在であろうと思う。
迂 闊なこと だが、まだ 竹内の登 下校姿を 目にした ことがな い。昼
食時 間にＡ組 の前を通 りかかる ことがあ っても、竹 内の姿は 見えな
い。 足の不 自由さの ため、体育 を免除さ れているの で、ジャ ージ姿
な ども見か けたこと がない。ま してや、 手洗い場 の周辺で 姿を見る
ことなどな い。
という具 合だから 、竹内を目 にするの は、週に 二時限の Ａ組での
英語の授業 のときだ けであ り、いつも あの瞳に じっと見つ められて
いるとい う場面し か思い浮 かばない。
二年Ａ 組は、Ｋ 高校の上 位者を集め たクラス であるか ら、授業 が
殆ど意 味をなさな い。
一学 期には三年 の内容を 終えるこ とになっ ており、 ハイレベル の
教科書 を準備し ているが 、実際に 使うのは、 さらに難 解なサブ テキ
スト の方であ り、時事問 題をテー マに、会話 によるデ ィベート を課
した り、英文 による論述 を課した りする。
私 の経験か らいえば、 大学の修 士課程レベ ルにま では十分 達して
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いると思 う。しか し、彼ら は国語以上 に手慣れ た様子で 、退屈そ う
に私の 指示に従う 。
その 中にあって 、竹内は 決して目立 った発言 もしない し、かと い
って寡黙でもない 。であるが、あたりから一人浮き上がって見える。
着て いる同じ制 服までが 、他の生 徒のもの と違って 見える。グ ラ
ビアか ら抜け 出したよう 、という 表現は陳腐 に過ぎる が、そう した
形容 が間違っ ているとは 思わない 。
彼 女の詩の タイトルで もある青 い光の中に 包まれて いて、 じっと
私を 見ている といっても いいだ ろう。
そ の視線に 出会うと、 ふっと気 が抜か れるほどの とまどい を覚え
てし まう。
「 竹内さん の意見は どうですか 」
指名する と、竹内 は音を立て ずに立ち 、やや首を 傾げた 格好で、
「もう少し 、時間を かけて結 論を出し ても、遅 くはないの ではない
でしょうか 。勝者側は 、いつもことを急ぎ過ぎるのかもしれません 」
と答え、 背筋を伸 ばしたま ま席に着 く。結論 に至りかけ ていた紛
争当時国 への軍事 的、経済 的制裁につ いての意 見だった 。
竹内の 意見を支 持する者 たちが、競 って数人 手を挙げ た。
竹内 の瞳が、瞬 きもせず 私を見つめ ている。
瞳に は、今いっ た自分の 意見への こだわり などまる でない、と い
った微 笑みが浮 かんでい て、あわ てて私の方 が目を逸 らしてしま っ
た。
逸ら した目 の奥から、 しばらく の間、竹内 の青い光 の残像が 消え
なか った。
中 間試験の 初日だった 。
朝 のホーム ルームを 終え、職 員室で試 験問題のプ リントを 確かめ
て いた。
隣の机の 椿が、肘 を突ついた 。
「お呼びの ようです よ」
職員室の 入口に、 級長の久 野が立っ ている。
用件を聞 くまでも なく、久 野の顔色 を見ただ けでクラス になにか
が起き ていること がわかっ た。
「今、 ぼくたちが 中間試験 をボイコッ トする ことは大 切なことな ん
だ。学 問そのもの の正否の 尺度も不 明瞭だと いうのに 、曖昧な尺 度
のまま ぼくたちは 評価さ れ、序列 が付けられ る。そし て、その評 価
がぼく たちを分 ける」
教壇 に松山が 立ってい た。
「ぼ くたちは 、エゴイス トへの道 を突き進 んでいる のではあ るまい
か。 Ｋ高校の 排他的で、 独善的な 校風の中 にあって 、Ａラン クだの
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Ｂランク だの、あ るいはＣ ランクなら 公立高校 のトップ にも負け な
いだの 、ものごと を学習の 到達度だけ で計ろう とする 。その、学 習
の到達 度それ自体 が曖昧こ の上ない というの に、ぼく たちは思い 上
がって いないだろ うか」
松山 の声はうわ ずっても いなけれ ば、表情 も変わっ ていない。 む
しろ、 淡々と 話しかけて いるとい った様子だ った。
席を 見ると、 松山の話 をまとも に聞いてい る顔はな く、一時 間目
の物 理の試験 準備に余念 がないと いう様で 、ただ歯 科医の息 子の松
村が 、
「そ げんゆう ても、俺 は医者に ならんば ならん。エ ゴイスト なんか
じゃ なくて もよ、先 方から選別 されるん ぞ」
と 茶々を入 れると 、
「きちんと 、真理を 探究したい とは思わ ないのか 。われわ れを包む
法則とはい かなるも のか、わ れわれは いかなる 意味で、今 ここにあ
るのかなど 、考えな くていい のか」
松山は、 生真面目 な顔で松 村に応え る。
久野が私 の横で 、大仰に 両手を広げ る欧米風 のジェスチ ャーを見
せる。
予鈴 が鳴り始め たため、 松山は教壇 を降り、 自席に 戻っていく の
だった が、色白の 顔には気 色ばん だ跡などな く、まる でなにごと も
なかっ たかのご とく席に ついた。
クラ スには 学級日誌が あり、二 年Ｆ組は出 席番号順 の日当番 が記
入す ることに なっていた が、連休 の少し前 から松山 のところ で止ま
って しまった 。
学 級日誌は 、級長を経 て提出 され、担 任が毎日目 を通し捺 印する
こと になっ ている。 それが、い つの間に か中身が松 山ばかり のもの
に なった。 久野に訳 を聞いたが 、誰もが 学級日誌 は面倒臭 がるらし
く、教壇付 近に二、 三日止め置 かれてい たのを 松山が見つ け、当分
預かりたい というの で任せて いるのだ という。
「判断が甘 かったん ですか ね。みんな 面倒臭い ことから逃 れられる
と歓迎し たんです 」
私に提出される日誌は、記入欄を大きくはみ出し 、松山が「寸評」
と名付 けたかなり 長い文章 で毎日満た される ようにな った。
「 異 状 な し 」 や 「 特 記 事 項 な し 」、 と い う 記述 し か な か っ た 日 誌
が、急 に壁新聞の ごとく に変貌し た。
寸評 は、学校行 事につい ての感 想から、時 事問題、 さらに、松 山
がか ねて主張 する学問論 になり、 人間が構築 してきた 文化であ る経
験に 基づく科 学への疑問 となり、 進学名門 校である 本校の予 備校化
の実 体への批 判になり、 詰め込み 暗記を学 習に置き 換えよう とする
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ことへの 批判とな り、真に ものごとを 考えると いう姿勢 を放棄し 、
互いが 点取り虫エ ゴイスト に堕してい ると指摘 し、異 性への純粋 な
思いこ そこれらを 打破する 糸口にな るとする 説を述べ るなど、考 え
られ得 る限りの意 見や随想 で埋め られていた 。
私に とって、職 員室での 話題を独 占してい る松山が 、このよう な
かたち で舞台 に上ってく れたこと はありがた かった。
「松 山は、中 学時代はど んな勉強 をしてた」
放 課後の教 室に一人残 っていた 松山に、偶 然通りか かった ふうを
装い 、話しか けた。
「こ れといっ て、特別 なことは ありませ ん。ただ、 父が残し てくれ
た本 を読み 漁ってま した。主に 、文学の 本を」
「 お父さん は文学の 方を」
「いえ、航 空工学と いうものを やってい たらしい です。写 真でしか
見たことは ないので すが、三 十一歳で 」
「これは、 悪いこと を聞いて しまった 」
「平気で す」
松山は、 丸い目 を大きく 開いていっ た。
「全国 でもとびき りの成績 は、お父さ んの本に あった わけだ」
「自分 でもよくわ かりませ ん。母は 役所に出 突っ張り でしたし、 鍵
っ子だ ったもので 」
高校 に入ってか らの成績 のこと まで聞こう と思った が、例の寸 評
のこと があり 、いいそび れている と、
「先 生は、ど うしてこん なめちゃ くちゃな成 績にな ったのか 、とお
っし ゃりたい のでしょう 」
と いう。
「ぼ くが人を 好きにな ったから です。そ れに、天文 学を好き になっ
たか らです 」
「 そうか」
「人を好き になるこ とは、人間 が一番真 実にな れることで す。人を
好きになれ ば、苦し いぐらい に神経を 張りつめ ることにな ります。
つまり、一 人の人の 前に、 謙虚になり ます。天 文学も同じ です。何
光年、何 億光年と いう時空 の前に、一 人佇み、 激しい畏れ と感動 に
打たれ ます。少な くとも、 ぼくの場合 はそうで す」
「君の 好きな人と は、つま りお母さん じゃな いの。少 女みたいに 可
憐で一 途な、女性 部長のお 母さん」
松山 は、ちょっ と眉を動 かしかけ たが、静 かに首を 横に振った 。
「先生 」
やや 改まった 声で、松 山がいう 。
「先 生はぼく のことを、 頭がおか しいので はないか と思って いるん
じゃ ありませ んか。成績 は急降下 するし、 数学の時 間にはク ラスの
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和を乱し てばかり いる」
「そう は思わない 。ただ、 松山ほどの 男がどう したん だ、という 思
いはあ る」
「やっ ぱり、ぼく のことを 胡散臭 いと思って るんです ね」
「ひょ っとした ら、中学 時代より 今の君の方 が輝いて いるのかも し
れない が、そ れがなぜか 、とね」
「ぼ くが、ぼ くに正直に なること ができたか らです 。といっ て、こ
れま で、自分 をごまかし てきたと いうんじ ゃないの です。こ れまで
のぼくも同じぼくだし、今のぼくも同じ自分に変わりはありません」
松 山の表情 が、幾分曇 った。真 直ぐ見 返してくる 目に、悲 しげな
色が 浮かん だ。
「 母のこと は大好き です。母と いうより 、友人で すね。ぼ くにとっ
て母は、女 性でもな いし、生涯 学習部長 とかで新 聞に載っ たりする
役人でもあ りません 」
「お母さん が再婚さ れるとい うことは 」
「母は、 多分、見 る人の角 度によって 少女のよ うに見えた り、青少
年の健全 育成を旗 に掲げた 政治家のよ うに見え たりする かも知れ ま
せん。 だけど、ぼ くにとっ ては友人で す。僕た ちの間 には、合い 言
葉 が あ り ま す 。『 素 足 の ま ま で 』 っ て い う ん で す 。 ぼ く た ち は 、 な
にかに ぶつかった ときは、 素足の 自分に戻ろ うと約束 しています 。
だから 、母が決 めた再婚 ならと、 ぼくも妹も 反対など 考えもしま せ
んでし た」
中 間試験の 初日に、事 件が起こ った。
私 は、初日 の試験終了 のチャイ ムを聞き 、松山に なんの動 きもな
かっ たことに 胸を撫で 下ろし、 職員室で 答案のチェ ックをし 、二日
目の 準備を していた 。
電 話が鳴 った。
一年Ｃ組 の女生徒 の父兄から だった。
「緑川綾が まだ帰ら ないそう です」
Ｃ組の担 任が、声 をひきつ らせて叫 んだ。
教頭の指 示で、居 残ってい た数人の 教師が教 頭一人を職 員室に残
し、構 内を見回る ことにな った。
教室、 部室、ト イレ、図 書館と順に 見回った が、日の 落ちた部 屋
には姿 がなかった 。本館か ら外は、 二手に分 かれるこ とにした。 運
動場と 、よく生徒たちがたむろしている体育館を見回った 。しかし 、
どこに も姿はな かった。
「緑 川といえ ば、地味な タイプだ な」
「眼 鏡のせい ですかね。 眼鏡をは ずすと、 結構いけ るんじゃ ないで
すか 」
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「ちょっ と線は細 いけど、 竹内に似た タイプだ よな」
「いわ れてみれば そうです ね。竹内よ りもおと なしい 感じはしま す
が」
「入試 では、ベス トテンだ ったよ な」
「かな りのもの ですよ。 サークル は、確か文 芸同好会 でしたね」
文芸 同好会と 聞いて、 私のうち に、ふっと 、運動場 の端からち ょ
っと 上ったと ころの丘の ことが頭 をよぎった 。学級 日誌の寸 評に、
よく 丘のこと が出てきた 。その松 山は文芸 同好会の 発起者で ある。
そ う考える と、急に胸 が騒ぎ出 した。松 山は、繰 り返し中 間試験
のボ イコット を訴えて いた。
私 が急に駆 け出した ものだか ら、職員 室に向かい かけてい た椿た
ち が、追っ てきた。
運動場の 端には、 鍵の掛かっ ていない くぐり戸が あり、 草道を上
っていくと 、見晴ら しのきく 丘に出る 。校則で 校外に出る ことは禁
止されてい るのだが 、昼休み に幾組か のカップ ルが上って いくのだ
と、職員 会議で風 紀担当教 師が問題に したこと がある。
まだ微か に明る みの残る 草道を、走 った。
なだら かな道では あるのだ が、息が苦 しかった 。胸の 内で渦巻く も
のがス ピードを急 に増した ためでも あり、思 いの外遠 い距離のせ い
もあっ た。
「あれ だ」
椿が 叫んだ。
丘の 上に立 てられた石 碑の裏側 に、松山と 緑川とお ぼしき女 生徒
が俯 せに倒れ ていた。
バラ バラと後 続組が駆け 付けた 。
「救 急車だ」
「動 かすん じゃない 」
二 人の肌 にそっと 触れてみた 。温かか った。二人 は、それ ぞれ一
方の手を互 いの方に 伸ばした格 好で、二 メート ルほどの距 離をおい
て倒れていた。制服の緑川の膝上と、足首は白い紐で結ばれている 。
救急車が 到着する までの長 い時間、 私たちは 二人を見下 ろしたま
ま、誰も 側を離れ ることが できなかっ た。
二人と も、致死 量には至 らない睡眠 薬を服用 しており 、発見が 早
かった ため、胃の 洗浄など により大 事には至 らなかっ た。
しか し、この事 件がもた らした影 響は大き く、しか も、松山が 地
元 の 新 聞 社 あ て に 、「 ぼ く た ち は 、 考 え る こ と を 放 棄 し て は な ら な
い」という記事を投函していたため、事件を聞きつけた新聞社から 、
心中 未遂事件 として報道 されるこ とになっ た。
Ｋ 高校では 、中間試験 は予定ど おり続けら れたが 、全校に 動揺が
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走るのを 止めるこ とはでき なかった。
職員会 議でも長 時間を費 やして、今 後の対策 を検討し た。特に 、
松山が暗記、詰め込みの訓練と記した学習内容に議論が集中したが 、
進学の 数値に全て を賭ける といっ てもいいＫ 高校にと って、方針 を
曲げる ことはで きないこ とであり 、であるな らと、視 点を変え、 現
在でも 積極的 に運営され ている体 育会活動を 、よりレ ベルアッ プし
てい こうとの 確認がなさ れたりし た。
「松 山の相手 が緑川だっ たとは、 驚きだな 」
「こ うなると 、竹内はな んだっ たんだよ 。文芸同好 会副会長 の彼女
は、 かなり落 ち込んで いるらし いな。ど うして、選 りに選っ て相手
が緑 川だっ たのかと 」
「 本来なら 、緑川の 役目は竹内 が果たす 筈だ、と いうのが 顧問の話
だけれど」
「果たして そうだっ たんです かね。や っぱり、 緑川が本命 だったん
じゃありま せんか。 現にそう だったん だし、身 代わりに薬 を飲んだ
りする者 がどこに います」
「松山と 緑川との 体の関係 はなかった 」
「当然 でしょう。 そんなレ ベルの話じ ゃないで すよ、 二人の場合 。
特に松 山には」
そん な会話がか わされる のを、私 は職員室 の隅で聞 いていた。
私も 、松山と竹 内の関係 につい ては、なに もつかん でいない。 た
だ、松 山が文 芸同好会を 結成する とき、現顧 問のもと に松山と 竹内
が頭 を下げて きたという 事実は、 他の教師も 認めて いる。だ からと
いっ て、二人 の関係を特 別なもの だと断定 するのは 根拠に乏 しいの
では ないかと 思っている 。
た だ、松山 が竹内のこ とを歌 ったとし か思えない 『やや傾 ぎ加減
の立 ち姿。 なにか遠 いはるかな 思いに導 いてくれる 、淡い光 の中の
少 女』とい う一節に 、心を引か れている 。
勿論、竹 内は『遠 くはるかな るものが 存在する とすれば 、いかに
して、この ように残 酷で、絶 望的な仕 打ちをし でかすこと ができる
のか。幾劫 もの時空 を束ね るのであろ う遠くは るかなるも の。それ
は、どこ までも深 く深く透 け、どこま でも高く 高く翔けり いく、 ほ
のかな 揺らぎにも 似た青い 光の』と続 いていく 詩で、松 山への心 情
を吐露 していると みたのだ が。
「ぼく は、人を好 きになり ました」
とい ったときの 、松山の いく分は にかんだ 真剣な表 情を忘れて い
ない。 それは、 ほんの一 週間前の ことだ。
松山 百合子 が、高校に 姿を見せ た。
松 山百合子 は、公的な 場では、 現在でも浜 田百合 子を名乗 ってい
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る。
黒塗り のタクシ ーから降 り立った浜 田の姿を 目にした とき、私 は
その無 邪気としか いいよう のない雰 囲気に驚 きの声を あげるとこ ろ
だった 。
周囲 には、制服 の女子生 徒がたむ ろしてい るという のに、浜田 は
彼女た ちより 若い。若い というこ とばが適切 でないと すれば、 チャ
ーミ ングであ るというべ きであろ うか。
唇 には微笑 みをたたえ 、瞳をい たずらっぽ く輝かせ 、すら りとし
た姿 形で、女 子生徒の間 を軽や かに縫っ てくる。知 らない人 が見れ
ば、 学校に表 敬に訪れ た令夫人 が到着し たというと ころだろ う。
「こ の度は 、浩一が たいへんな ご迷惑を おかけいた しまして 、申し
訳 ございま せん。加 えて、緑川 さんとい うお嬢さ んをも巻 き添えに
いたしまし たこと、 それもこれ も、わた くしの不 徳のいた すところ
でございま す」
校長への 挨拶を聞 いている私 に、微 かなミル クの匂いが 漂ってき
た。決し て香水の 匂いでは ない、幼い 子供が発 散するあの 健康な匂
いである 。
「浩一 も病院のベ ッドの上 で目を覚ま し、最初 、なに がなんだか わ
からな いようでし た。よう やく、前 後のこと を思い出 したとみえ 、
学校や 緑川さんに は、取り 返しの つかない申 し訳のな いことをし た
と、涙 を流して おります 」
浜田 は、丁寧 に詫びを いい、担 任の私にも 、
「今 後ともお 見捨てあり ませんよ うに」との ことば を二度残 して帰
って いった。
一 月経って 、緑川は登 校して きた。も ともと色白 であった 肌が、
一月 の間に さらに白 くなり、眼 鏡を外し コンタクト に変えた という
顔 は、以前 の繊細だ った面立ち は止めて いるもの の、会う 者を振り
返らせるほ どに目立 った。
「新転校生 かと見違 えたよ」
「驚いたな あ。二ラ ンクア ップだ」
職員室で も、生徒 間でも同 じことば が交わさ れた。
「彼女 の心の痛手 の方、大 丈夫ですか 」
「やっ ぱり傷は残 っている ようですが 、まる で憑き物 が落ちたみ た
いに軽 くなってい ます。な んでしょ う、怖が っていた ものの姿を 知
ったら 、なにも怖 いもの がなくな った、など と話して くれました け
れど」
カウ ンセラー の担当教 師が、不 思議そうに 首を捻っ ている。
「怖 いもの。 それは、松 山に関係 あること なんでし ょうか」
「な いではな い筈ですが 、実際に 表情がと ても明る くなりま した。
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彼女の場 合、入学 したばか りの一年生 ですから 、松山の 話を余計 に
重く受 け止め過ぎ た嫌いが あります。 この点は 、私た ちも含めて 、
学校全 体の責任で もありま すが。本 人も、よ くよく考 えてみれば 、
自分だ け感情過多 になって いたの ではないか と、よう やく気付い た
のでは ないでし ょうか。 とはいえ 、できるだ け彼女に は注意を払 っ
ていた いと思 います。今 の状態が 、単なる一 時的な気 分の高揚 では
ない ことを祈 っています 」
周 囲の心配 を余所に、 緑川は自 然にみんな の中にと け込ん でいっ
た。 周囲も、 緑川をでき るだけ 特別視し ないよう気 配りに努 めた。
も っとも、 Ｋ高校の生 徒や職員 にとっ て、一番の 関心事は 進学の
こと であっ たから、 校内模試や 校外模試 の結果が頻 繁に掲示 板に張
り 出される ので、話 題はどうし てもこち らの方に 移ってい く。今年
は、国立Ａ 大学に四 十人は堅そ うだとか 、来年は さらに十 人は上乗
せできるか もしれな い、とい う話題が 校内の空 気を緊張に 導いてい
た。
二年生で いうなら 、松山を 除いたト ップスリ ーのうちの 二人は、
相変わら ず全国の トップテ ンに名を連 ね、二人 に迫る者 も数人名 乗
りをあげていた。歯学部志望の松村も 、理数ではかなりの力をつけ 、
時々は 掲示板に名 前を連ね ることが あった。
松山 は、七月に 入っても 登校し なかった。
この 間私は、 幾度か電 話を入れ 本人の声を 聞き、二 度自宅を訪 ね
た。 この四月 に引っ越し てきたと いうマンシ ョンは 、二軒分 相当の
間取 りを一軒 にしたとか で、かな りの広さ だったが 、訪ねて いくと
きに は、いつ も松山一人 だった 。
新 しい父親 は、現在隣 県の大 学に勤務 していると かで、マ ンショ
ンに 帰るの は月に一 度くらいだ と聞いた 。母親の浜 田は、殆 ど夜中
ま で役所に 詰め、妹 は私立女子 中学の寮 に入って いるとい う。
松山は、 訪ねる度 に、磨きあ げられた 応接間に 通してく れ、通い
のお手伝いさんだという六十年輩の女性にお茶のサービスを頼ん
だ。
「ちょう ど研究が 暗礁に乗 り上げてい たところ で、迷惑を かけて し
まいま した。申し 訳ないん ですが、事 件をきっ かけによ じれてい た
糸がほ ぐれだし、 先が読め るようにな りまし た。今少 しで、目鼻 が
つきそ うです」
松山 は二度とも 、いく分 紅潮した 顔で応対 してくれ た。学校に は
いつ出 てくるの かとの問 いには、
「迷 惑をかけ た緑川さん たちが、 立ち直るま で、しば らく出て いか
ないつもりです。できたら 、もう少し時間をかけ 、自分のためにも、
みん なのため にも、頭を 冷やした いと思っ ています 」
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緑川さん たち、 というこ とばを殊更 強調し、 丸い目で私 を見つめ
た。
竹内が妊娠しているという噂が、流れ始めた 。気を付けてみれば、
華奢だ った腹部 が少し前 にせり出 し、足を引 き摺る度 合いも強く な
ったよ うに見 える。
「間 違いあり ませんね。 五か月を 越えていま すよ。 まだ、母 胎の安
定期 には入っ ていません けれど」
「授 業中が辛 いらしく、 三日続 けて早退 しました」
保 健の教師 と担任が、 職員会議 で報告 した。
「困 りまし たねえ、 Ｋ高校始ま って以来 の不祥事で す。それ にして
も 、このと ころ事件 が続きます ねえ。こ の大事な 時期に」
教頭が、 頭を抱え る。
「相手は誰 でしょう 」
「当の竹内 自身、い つもと変 わらず、 あっけら かんとして います」
「授業中 は、例の 透き通り そうな瞳を 向け、熱 心に授業を 聞いてく
れます」
「そん な、ねんね じゃある まいし。一 年次のと き、特 別に女子生 徒
向けに 婦人科医を 招いて、 そちらの 講演もし てもらっ ています」
「ねん ねではあり ませんよ 。彼女 の詩、結構 ストレー トに表現し て
います 。例えば 『命は、 光ととも に来る。白 い、目も 眩む光。光 と
と も に 命 来 た り 、 光 と と も に 去 る 』 と あ り ま す ね 。『 白 い 光 』 と 題
する 最新作の ようです」
「詩 人たちに も、困った もんです な」
「で 、竹内は お腹の子を どうす るつもり だろう。な にか、情 報はあ
りま せんか」
「産 み、育 てながら 高校、大学 に通うん だといって います。 これは
本 人から聞 いた話で はありませ んけど」
竹内の家 は、デパ ートを都心 に経営し ており、 なんでも 、母親の
違う兄弟が 六人いる という。 竹内は末 っ子で、 母親はミス Ｆ市だっ
たらしい。
「Ｋ高校 も、後援 会名簿を よくよく洗 い直す必 要があるの かもし れ
ません な」
私が 赴任してわ ずか三月 の間に、覚 えている だけで もこれだけ の
ことが あった。
Ｋ高校の授業に遅れず、こなしていくのがやっとの新米にとって 、
職員 室が揺れ る時間とい うのは、 なんとも居 心地のよ くないも のだ
った 。
意 見をはさ む間などな く、延々 と続く議論 をただ 聞いてい るだけ
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だった。
新米で あるから こそ、翌 日の授業の 準備もし なければ ならなか っ
たし、 気の疲れる 担任の仕 事も工夫 しなけれ ばならな いのに、目 の
前のこ とに、本来 すべき時 間を奪 われるのは 辛かった 。
「新任 さん、あ んまり考 え込まな いようにね 。なんで も、前向き に
とらえ ること ですよ。ち ょっとで も後ろを見 せると、 背中から どっ
と疲 れが襲い かかります から。し かし、それ にして も、予想 どおり
二年 Ｆ組が台 風の目にな りました ね」
椿が、
と きどき私 の背中をポ ンと叩い て帰って いく日々 が続いた 。
「で も、県下 でナンバ ーワンの Ｋ高校で すからね。 教師も生 徒も、
そし て後援 会も。な あに、なに もかも時 間が解決し てくれま すよ。
い わば、選 りすぐり のトップ集 団です。 問題解決 にこと欠 くことは
ありません 。政治家 も、官僚も 、医師も 、マスコ ミも、警 察も、弁
護士も、社 長も、学 者も、な んだって 揃うんで すよ。いざ というと
きにはね」
確かにそ うだった 。
後援会役 員の人 選が意図 的になされ ているの かどうかわ からない
が、地 元の主立っ た顔ぶれ が、殆どと いっても いいく らい名前を 連
ねてい た。
夏休 みを間近に した午後 だった 。期末試験 も終わり 、どこかの ど
かな時 間が流 れていた。
騒ぎ が起き たのは、事 務室の方 からだった 。
教 室のドア をノックし て、若い 事務員が顔 を出し た。手に メモを
持っており、困惑の表情を浮かべながらなにもいわずに差し出した。
メ モには 、
「松山君が面会したいとのことです」と書かれていた。
咄嗟 に、変 わったこ とに違いな いと思い 、クラス全 員に自習 を命じ
る と、事務 員の後に ついていっ た。
「やあ、し ばらく。 元気か」
折り畳み 椅子に腰 を下ろして いる松山 を覗き込 む格好で 、声をか
け、側の椅 子を引き 寄せよ うとした。
「先生、 先生はぼ くのこと を疑ってい るんです か」
松山は 、咳き込 むように いった。眉 根を寄せ 、目にはい らだちが
見える 。
松山 のこんな表 情は初め てだった。
「なん のことかな 」
「ぼく の子供だ っていっ たそうじ ゃないです か。竹内 さんの」
「あ あ、竹内 の。誰がそ んなこと をいったの 。私が、 まさか」
「先 生、誤解 もはなはだ しいです よ。なん ですって 、緑川と 心中事
件を 起こすく らいだから 、松山だ ったらや りかねな いですっ て」
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そんなこ とを私 がいった 覚えはない 。職員室 でも、松山 のそのこ
とには 触れない。
しかし、考えられるとするなら、松山かもしれないという思いが 、
ないで はない。
そう いうふうだ から、こ れほど勢 い込まれ て松山に 聞かれると 、
誰にも なにが しかの動揺 が走るに 違いない。
松山 は、私の 動揺を見 逃さなか った。松山 はただで さえ鋭敏 な神
経を もち、今 は病休中の 、さらに 不安定な 状態にあ る。
「や っぱり、 先生だ。先 生がい い出した に違いない 。そんな に、ぼ
くの こと、邪 魔になる んですか 。そんな にやっかい 者だと思 ってい
るん ですか 。思った とおりだ」
「 待ってく れ、先生 は、松山の ことを信 じればこ そ、疑っ たりなど
するものか 」
松山は、 私の顔を 穴の開くほ ど見つめ ていたが 、やがて 、その目
から涙を溢 れさせ、 同時に笑 い出した 。
「疑った りなどす るものか なんて、あ んまりだ 。やっぱり 、思った
とおり信 じたぼく が馬鹿だ った、馬鹿 だったん だよ」
松山の 笑い声が 、甲高く 、ヒステリ ックにな ったもの だから、 通
りかか った職員や 、騒ぎを 聞きつけ た隣のク ラスの生 徒たちが駆 け
付け、 事務室を覗 き込んだ 。
松山は、事務員二人に両脇を抱えられ、いやいやをするみたいに 、
「馬鹿 なぼく だけど、先 生だけは 、そんなこ とはない と思おう とし
たん だ。なの に、やっぱ りだ、チ キショー」
と 地団駄を 踏み、叫ぶ 。
「違 う、松山 、違うぞ」
私の方も動転しているものだから、同じことを繰り返すばかりだ 。
「下 がれ、 下がれ、 みんなクラ スに戻れ 。今は授業 時間だ」
教頭や椿たちが、廊下の生徒たちを押し止めようと、大声を出す。
体 育 の 教 師 た ち の 、「 何 や っ て る 、 戻 れ と い っ て る の が わ か ら ん の
か。戻れ、 命令だ」
怒気を含 んだ、胴 間声が聞 こえる。 竹刀か木 刀かで生徒 たちの胸
を 小 突 い て い る の だ ろ う 、「 痛 い じ ゃ な い か よ う 」 と い う 生 徒 の 悲
鳴が聞 こえる。
「ぼく は、お人好 し過ぎた んだ。チキ ショウ 、顔など 出さなきゃ よ
かった 。せっかく 、研究が 、ほんの 後少しと いうとき になって、 こ
んな大 事なときに 、いっ たいどう してなんだ よ」
松山 の声が小さ くなった とき、 私はやっと われに返 った。救急 車
の奥 に、松山 の姿が消え ていくと ころだった 。
「待 ってくれ 、少し待っ てくれ」
外 に走り出 したときは 、体育の 教師たちに 羽交い 締めにさ れてし
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まった。
「待っ てくれ、離 してくだ さい。お願 いです」
椿が 私の前を遮 った。椿 は、これで いいんだ 、と頷い た。
「何度 も、早め に手を打 った方が いいんじゃ ないか、 といったで し
ょう。 四度目 です、四度 目。これ で」
「な にがです 」
わ けがわか らなかった 。椿の方 が驚いた顔 になる。
「な にも聞い ていなかっ たの。 本当に。 校長から、 なにも聞 いてい
なか ったの」
真 実驚いた 、という 顔である 。
「 それじゃ 、担任な んてやれる わけない でしょう 。嘘だろ 、それら
しいことを 校長は必 ずいった筈 だ。まい ったなあ 」
そう突き 付けられ てみると、 面接のと きにでも 、なにか いわれた
のかもしれ ないと考 えてみる 。面接の ときは随 分あがって 、自分が
なにをい ったのか さえ覚え ていないく らいだか ら、校長が そのつも
りで情報 を伝えて くれたこ とを、ある いは一般 的な話だ と勘違い し
てしま ったのかも しれない 。
確か に、いった ん決まっ た担任が退 職するこ とにな ったため、 急
遽補充 するという ので選考 の場に 臨んだ筈で はあった 。
新学期早々、隣の席の椿は何度となく松山のことを話題にしたし 、
職 員 室 の 話 題 も 松 山 の 成 績 の こ と や 、『 新 し い 研 究 』 の こ と や 、 詩
のこ とだとか の話題に終 始してい たのだった 。
「最 初のとき は、彫刻刀 でクラス 全部の机 に穴を開 けたんだ った。
みん な、トッ プスリーだ った成 績がガク ンと落ちた んで、腹 いせに
やったんだと思って問題にしなかった。二回目は、冬の創立記念日。
Ｋ高 校伝統 の講演会 に、高名な 科学者の Ｔ氏を呼ん だんだ。 化学分
野 での実証 主義者で 、Ｎ賞候補 と目され る氏の講 演が始ま ると、氏
の顔面にラ イトをあ てる者があ る。いつ までも 止まないの で、Ｔ氏
はとうとう 立腹して 降壇して しまうと ころだっ た。ライト を持って
い た の が 松 山 、 と い う わ け で す よ 。 例 の 、『 そ れ は 真 理 で は な い 。
定 説 に 過 ぎ な い 』、 と い う 声 を 張 り あ げ な が ら ね 。 確 か 、 松 山 は 、
その日 から三か月 ぐらい休 んだ筈だ。 ちょうど 講演会に 招待され て
いた、 浜田生涯学 習部長が 松山により そって 、タクシ ーで返った ん
だった 。勿論、そ の後の詳 しいこと は平教師 のわれわ れには伝え ら
れては いないが、 しばら く入院し ていたとい うことだ よ」
漠然 とではある が、これ までの ことが読め てきた。
私は 、
松山 の入学以 前からの 書類を丹 念に調べて みること にした 。
する と、迂 闊なことに 、松山と いうのは、 浜田百合 子の旧姓 であ
り、 母が再婚 したという のはどう やら目算 違いで、 婚家の浜 田の籍
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を抜かれ たのが真 相のよう だった。
隣県の 大学に勤 務する父 というのも 、こうな るとはっ きりしな い
が、中 学一年の妹 は、実際 に私立女 子中学の 寮に入居 している。
とこ ろで、二軒 分の間取 りを一軒 にしたマ ンション とは、松山 を
匿うた めの離れ だったと したら、 というとこ ろまで考 えて、唖然 と
した気 分に陥 った。
浜田部長が、ローカル番組の「登校拒否生徒の問題」という中で、
熱弁 をふるっ ている。シ ンプル なデザイ ンのスーツ が、部長 を若く
引き立たせ、相手役のアナウンサーよりチャーミングに映っている。
「ご 家庭で の、忍耐 強い対応が 一番だと 思われます 。決して 、当人
を 責めない 、落伍者 だと決めつ けないこ とだと思 います。 といいま
しても、直 面してい らっしゃる ご家庭で は大変な 問題です 。その原
因はどこに あったか と考え、 その根本 を押さえ ることも一 つの方法
ですが、実 態はもっ と根深く 、もっと 入り組ん だ場合が殆 どのよう
です。こ うなりま すと、一 家庭だけの 問題を越 えて、社会 が共有す
べき段階 にまで至 ることが 少なくない と思われ ます。行 政側とし ま
しては 、青少年の 健全な育 成のために 、新年度 の予算 で、総合相 談
所をで きるだけ細 かい地区 単位に設 け、専門 の相談員 を置くこと に
してい ます。また 、相談所 に出向 くこと自体 の偏見な どを生むこ と
がない よう、相 談所は生 活活き活 きセンター と名付け 、あらゆる 生
活上の 相談や 連絡、例え ば法律相 談、よろず 相談、ボ ランティ ア活
動な どの係も 置きまして 、市民の 皆様に広く 活用し ていただ きたい
と考 えており ます」
と いった趣 旨のことを 、にこや かに話し 、番組は 終わった 。
私 は、松山 の「それは 真理で はない。 定説に過ぎ ない」と いう類
の主 張が、 どこから 生まれ出た のかと考 えてしまう 。
「 被害者な のかもし れないね。 あの母の あまりに 無垢な姿 、ここに
なにか鍵が あるのか もしれない 。勿論、 根拠な どなにもな いことで
すが」
かつて、 椿が話し ていたこ との内容 も、頷け ないことで はない。
こんなに理路整然と話せる浜田の実像とはいったいどんなだろ
う、と いう興味も 湧いてく る。二人の 子供を持 ちながら 、まるで 生
活臭が 感じられな い。
夏休 み前に、浜 田が校長 室を訪れ た。
今回 は、予め連 絡が入っ ていた とみえ、校 長も担任 の私を呼ぶ こ
とな く、二人 で密かに話 を片付け たものとみ える。
話を 終えて 帰っていく 浜田の横 顔を、教室 から渡り 廊下に出 たと
ころ でチラッ と見かけた だけであ るが、こ れまでと 違い、浜 田は黒
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っぽいス ーツを着 て、目深 に帽子を被 っており 、サング ラスでは な
かった が、縁のな い眼鏡を かけていた 。
横顔 からの感じ でいえば 、脇目もふ らず早足 で校門へ の道に出 、
待たし ているタク シーに乗 り込む つもりのよ うだった 。
しば らくして、 校長室に 呼ばれた 私は、松 山がこの 学年は休学 す
ること になっ たといわれ 、医師の 診断書を渡 された。
診 断 書 に は 、「 熱 症 候 群 の た め 、 ○ ○ 年 三 月 ま で 、 入 院 加 療 を 要
する 」とのみ 記されてお り、要す るに二年 Ｆ組の間 は登校し ないと
いう ことだっ た。
「熱 症候群、 ねえ。昨 年と同じ ですね」
椿は診断書をかざし、これは病名でしたかねえ、と一人で呟いた。
「 要するに 、当分は 松山のあの 高邁な学 説が聞か れなくな るという
ことですね 」
「となると 、期待し ていた宇 宙の新法 則だとか 、あれはま だまだ未
完成のまま ですか」
小さな笑 いが起こ った。
そういえ ば、学 級日誌は その後誰の 手にも触 れられず、 教壇に置
かれた ままになっ ている。
結局 、分厚く綴 じた冊子 の、三分の 二以上が 空白の ままになっ て
しまう のだ、と私 はそんな ことを ぼんやり考 えていた 。
竹内 の母もつい 先日校長 室を訪 れていたか ら、一度 に二人の休 学
者を出 すこと になる。
大き くなっ てきた腹が 目に付か ないよう、 二学期か ら休学さ せる
のだ という。
「竹 内の相手 は、わから ずじま いですし 」
「義 理の兄で はないか なんて、 噂もあり ましたけれ ど」
「や っぱり 、一番噂 にのぼった のは松山 ですよ。し かし、彼 には完
全なアリバイがある。ライト照射事件の後で、入院中だったという 、
完璧な」
「竹内本人が 、誰の子でもない 、といい張るらしいですから 。ほら 、
マリア様の ように。 実に、 前向きです よ、彼女 は」
「この学 年は、い つになく 、期待が大 きかった んですが、 話題も ビ
ッグで すねえ」
「なん といっても 、ビッグ スリーの入 学、こ れに湧き ましたから 」
「もう 遠い日の、 古い出来 事になっ てしまっ た感があ りますね。 ほ
んの、 先日のビッ グニュ ースでし たのに」
「ここ の子たち 、おくる みで二重 にも、三重 にもくる まれて育 って
きた のでしょ うかね」
「そ の彼らが 、やがて社 会のトッ プになる 」
「違 いない、 ですねえ」
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職員室 のざわめ きを抜け て、教室に 戻った。
夏休 みを控え、 サークル に出ている 連中を除 き、既に みんな帰 宅
してい る。
西日 をまともに 受ける室 内には、 山内の机 を含め、 四十一の机 が
並んで いる。 Ｋ高校の場 合、二年 の夏がサー クル活動 の可能な 最終
学年 となって いるから、 準特進ク ラスである Ｆ組で は、数人 が最後
の汗 を流して いる筈であ る。
私は、教壇の袖の抽斗から学級日誌を取り出した。ページを繰る 。
中間 テストの 初日であ る五月二 十八日を 最後に、残 された空 白のペ
ージ が重い 。
松 山によっ て書か れた一月程 度のペー ジが、細か な文字で 埋めら
れている。
ページを 繰る。松 山の、繊細 で几帳面 な性格を 思い起こ させる文
字が、横書 きに欄を 越え、書 き連ねら れている 。考えてみ れば、こ
れまで、 松山の文 章をキチ ンと読んだ ことがな かった。
タイトル を拾っ ていく。
真理と はなにか 、経験則 即ち現代科 学は真の 科学では ない、天 文
学の勧 め、命とい うもの、 どこから 来てどこ へ行くの か、死につ い
て、愛 を賛美する 、いかに してエ ゴイストは 作られる か、宇宙を 知
ろう、 などと毎 日タイト ルが変わ っていく。
パラ パラとめ くってい くうち、 コスモスダ ンスとい うタイトル の
ペー ジが目に 止まった。
「コスモス、即ち宇宙は、みんな一つであると思っていやしないか。
勿論 、究極の 究極は一つ であり 、真理は 一つでしか ない。
と ころが、 宇宙は無数 に存在 する、と いったら驚 くだろう か。実
際、 無数、 無限に存 在するのだ 。
こ れは、 たった今 、真理は一 つしかな いといった ことと矛 盾する
ではないか 、との詰 問を受けよ う。
しかし、 宇宙は現 に無数、無 限に存在 する。
ほら、そ こにも、 向こうに も、あち らにも、 後ろにだっ て存在す
るのだ。
君やぼ くが今見 ている宇 宙。君やぼ くが生ま れる一瞬前 の宇宙。
君やぼ くが死んだ 後の宇宙 。もっとも っと、 気が遠く なるほど時 間
が経過 した後の宇 宙。そん な宇宙が 、時系列 とともに 新たに形成 さ
れてい くのだと思 ったら 、大間違 いだ。
元か ら、そこに 、今ある 。
パラ パラとペ ージを繰 るように 、扉をくぐ り抜けさ えすれば、 ア
ンド ロメダ座 大星雲にだ って、オ リオン座 大星雲に だって、 この宇
宙の 外にある 隣の宇宙に だって、 簡単に行 き来する ことがで きるん
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だ。
ある意 味では、 死ぬって 方法でね。
だか ら、死んだ らお仕舞 いだ、なん てナンセ ンス。死 ぬってこ と
は、たった一枚の扉を越えて行くという、しごく単純なことなんだ 。
だから 、死んだ って、決 してお仕 舞いになり はしない 。
勘違 いしない でよ。自 殺を勧め たりなんか してるん じゃない。 そ
れに 、星や、 太陽や、人 や、動物 や、植物や 、いや いや空の 雲にだ
って 命がある んだ。
こ んな命が 、いろんな 生き方（ いや、死 に方とい った方が いいの
かな）をしながら、巡っている 。三千年前のぼくから、今のぼくへ。
今の ぼくか ら、三十 億年後のぼ くへ。二 千億年後の ぼくから 、五千
年 前のぼく へ、とい う具合にね 。
ところが 、それら もみんな今 なのだ、 っていうと こんが らがって
しまうかな 。
真実は、 たった一 つの宇宙の 中で、 無数、無 限の宇宙が 、規則正
しく動い てる。そ う、宇宙 のダンスだ よ。
ぼくは、 この宇 宙の法則 を研究し、 証明しよ うとしてい る。ちゃ
んとし た手掛かり を見つけ たんだ。
これ は、大発見 になる。 いや、もと もとある ものを 見つけるん だ
から、 発見とはい わないの かな。
とに かく、宇宙 って、な んとい って説明し たらいい のかな。遠 く
て近く にある 、高くて低 くにある 、っていう 感じかな 」
五月 二十五 日という日 付になっ ている。
緑 川との自 殺未遂事件 を起こし た、三日前 の記述 である。
私 は、ふー っと溜息を 付き、窓 の外のポ プラの葉 の翻りに 目をや
った 。
私 には、 松山のい っているこ とが理解 できない。
三千年前 も、三十 億年後も今 である、 という。 たった一 つの真実
の宇宙の中で、無数 、無限の宇宙が規則正しく動いている 、という。
私は、後 ずさりし た。
激しい喉 の乾きを 覚えた。
多分、 西日を遮 るなにも のもない教 室の明る さと温度が 、私の神
経を妙 な具合に刺 激したの だったろう 。
目の 前にライト が突き付 けられ、私 の輪郭が なぞら れながら削 り
取られ ていく、と いう幻 覚が襲っ てきた。
なに ものか全く 知らない 相手が 、私の顔面 を、毛穴 の一本一本 ま
でを 、覗き込 んでいる。
息が つけな かった。逃 げ出そう にも、足が いうこと をきかな かっ
た。 大きな声 を出そうに も、こと ばになら なかった 。
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「疲れ てますね、 かなり」
職員 室に戻ると 、椿がわ たしの顔を 見るなり いった。
「でも 、これは有 名私立Ｋ 高校の ほんの一部 の顔です 。本番はこ れ
からで すよ」
椿は 、あくび を噛み殺 しながら いった。
黒板 のスケジ ュールで は、夏休 みとともに 、夏季集 中授業が 平日
と変 わりなく 組まれてお り、盆の 三日間を 除いて、 それは延 々と続
いて いる。
「い やあ、名 前だけは 勇ましい ものの、 参加する生 徒は半分 といっ
たと ころで 、上位の 連中は見向 きもしま せんから、 楽といえ ば楽で
すよ。なにせ、連中は普段から授業など全く当てにしてませんから」
椿は、自 虐的にい い、
「特進の連 中には、 教科専門 のぼくら でさえ解 けない問題 を、簡単
にこなすや つらが半 分以上い ますから ね」
とシャツ のボタン を一つは ずし、扇 子で風を 入れた。
「松山み たいな、 いや、こ んなことは よくある ことです か」
「天才 となんとか 、という ではありま せんか。 ぼくみ たいな薄の ろ
には、 天才のなん たるかな どわかり ませんが ね。もっ とも、この Ｋ
高校に 本物の天才 が入って きてい るのか、そ こからし て疑問です が
ね。松 山みたい な、彼み たいに、 途中で奇妙 なふうに 変わってい く
者が、 結構い ることは確 かですが 」
パタ パタと 扇子を使い 、
「心 臓に苔の 生えたよう なやつが いるかと 思えば、 カミソリ みたい
なや つもいる 。要するに 生身の 人間です よ。みんな 、いろん なもの
をし ょってい ますねえ 」
ハ ハ、と笑 いかけて 止めた。
椿はＫ高校に赴任する前、同系列のＭ高校に二年ほどいたという 。
Ｍ高校は進 学校とし ては中堅ど ころであ るが、 放送部や美 術部の活
動で名前を 知られて いる。
「なにせ、 Ｍ高校出 身のぼ くがＫ高校 の教壇に 立つという ことから
して、出 鱈目なこ とらしく 、生徒たち もよく知 っています 。その 点
先生は 、輝かしい 経歴の持 ち主ですか ら」
椿は、 博士課程 を出ても 職のなかっ た私を揶 揄してい るのか、 と
思った 。米国に留 学もし、 博士号を 取ったま ではよか ったものの 、
母校の 助手選考に 漏れた のがケチ のつき始め で、公立 大学はおろ か
私立大 学の助手 選考にも 落ちてし まった。
未来 の教授夫 人を目当 てにつき 合っていた のかとし か思えない 女
友達にも逃げられ、自棄半分に、顔見知りが一人もいないＫ高校の 、
臨時 採用の面 接を受けた のだった 。
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「Ｋ高校 にとって は、ドク ター第一号 でしたか ら」
椿の声 が、遠く に退いて いく。
また 、あの激し い喉の乾 きを覚え始 めた。加 えて、頭 の芯が鈍 く
疼き出 した。脇の あたりか らは、 冷たい汗が 玉となっ て噴き出し て
くる。
Ｋ高 校には七 年勤めた 。
Ｋ 高校では 、卒業まで 同じクラ スの担任を 続けるこ とが慣 例であ
るが 、二年Ｆ 組の担任を 終えた 後、持ち 上がりを辞 退し、一 年の担
任に 回しても らった。 その生徒 たちを卒 業まで見届 け、さら にもう
一サ イクル 受け持っ た。
こ の間、私 の内に は、二年Ｆ 組の担任 を三年まで 続けられ なかっ
たという悔 恨に似た 思いが、澱 となり溜 まってい た。その 思いは、
いつか私自 身に食い 込み、私 の身を穿 っていっ た。
教員しか 能のない 私であるが 、他に 職の当て などないに もかかわ
らず、七 年目の生 徒を送り 出した日、 校長に辞 表を提出し た。
校長は予期しないことだったらしく 、辞表を受理することはせず 、
二、三 日考えさせ てくれと 切り出した 。三日後 に校長 室に呼ばれ た
とき、 Ｍ高校の校 長が同席 していて 、結局Ｍ 高校の校 長預かりの 身
となっ てしまった 。
見た 目には、振 り上げた 拳を中 途半端に下 ろした格 好になって し
まった が、成 り行きに逆 らうほど の意気地も なかった 。
二 年Ｆ組の 連中は、殆 どが目標 を達成した 。国立 Ａ大学に 三人、
国立 Ｂ大学に 十二人、普 通クラ スからの 昇進組で歯 学部志望 だった
松村 は、その 後力を上 げ、当人 も予期し ていなかっ た国立Ｂ 大学の
医学 部に入 った。
学 年全体 では、当 初の期待ど おり、国 立Ａ大学に 五十一人 の合格
者を出し、 Ｋ高校始 まって以来 という好 成績を あげた。し ばらく、
首都圏の高 校に水を あけられ 、低落傾 向が続い ていただけ に久しぶ
りの快挙に 沸いた。
しかし、 その翌年 には、国 立Ａ大学 合格者は 三十二人と いう平年
並みの 数字に落ち 着いたと ころをみる と、あの 学年がい かに例年 と
異なっ ていたかが 伺える。 しかも、三 十二人 のうちの 一人は、一 年
を棒に 振った竹内 だった。
本来 だと、五十 一人に、 竹内と松 山を加え た五十三 人の可能性 も
あった のだ、と の皮算用 も出鱈目 な話ではな い。
私が 三年目を 終わろう とする三 月、浜田百 合子が来 校し、松山 の
退学 届を出し にきた。
元 担任とい うことで私 も校長室 に呼ばれ、 浜田と 直に話す ことが
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できた。
「もう すぐ、法則 が完成す ると、夢中 で毎日を 過ごし ています。 勿
論、病 室でですけ ど。先生 には、法 則が完成 したら真 先に報告す る
んだと 楽しみにし ています 。昨日 も、カニ星 雲まで出 向いて、こ の
世のも のとも思 えない星 雲の鮮や かな光芒に 見とれて しまい、帰 る
のを忘 れると ころだった といいま すのよ」
浜田部長は、シミ一つない顔を少し歪め、涙ぐみそうになったが 、
すぐ に笑顔に 戻った。
「い いえ、あ の子は幸せ ですわ 。ノート 数十冊にび っしり数 字を書
き込 んで、無 数にある という宇 宙の姿を 割り出して いるらし いので
す。 本当に 、ぼくた ちは無限大 という実 存に繋がっ ているん だ、な
ど とわくわ くしてい るんです」
マニキュ アをして いない指に は、健康 そうな形の よい爪 が品よく
伸びており 、その指 が今、自 分の子供 の退学届 を差し出し たのだと
は、にわか に信じ難 かった。
「松山君 は、私た ちには見 えないもの が、確か に見えるの でしょう
ね。そう 考えてい くと、頷 くことが多 いんです 」
私が勇 をふるっ ていうと 、
「これ まで、自分 を正面か ら抱きと めようと してくれ たのは、先 生
だけだ と口癖みた いにいい ますの よ」
浜 田 は 、 心 の 底 か ら 湧 い て く る と い っ た 笑 顔 を つ く り 、「 た い へ
んお世 話にな り、感謝し ておりま す」とのこ とばを残 して帰っ てい
った 。
私 は、溜息 をついた。 いいよう のない、疲 れを覚 えた。
「と うとう、 戻ってこな かった か」
椿 が、感慨 深げにいっ た。
「や つは、 トップス リーの片割 れたちが 卒業したこ とを知っ ている
の かな。や つのこと だから、国 立Ａ大学 に入るこ となど、 俗っぽい
ことだとし か考えな いかもしれ ないが」
松山には 、その後 一度も会 っていな い。しか し、松山の 存在はい
つもどこ かに感じ ている。
「先生 だけを信じ ていた。 先生だけが 、ぼくを 正面から 抱きとめ よ
うとし てくれた」
とい うことばを 、浜田か ら聞いたか らかもし れない 。
自分 は、確かに 松山の存 在を感じ ている。 かといっ て、浜田が い
ったふ うには松 山を感じ ていない 。
松山 は、今も 病室で、 変わらず 私のことを 思い、ク ラスのこと を
思い 、宇宙の 法則だとか のことを 考えてい るのだろ うか。
人 づてに聞 いた話では 、松山は 隔離棟とも いうべ き個室に 入って
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おり、個室外には出たことがないのではないか 、というものだった。
ところ が、松山 の姿を学 校の運動場 を上った ところに ある丘の あ
たりや 、隔離棟の あるＤイ ンターチ ェンジの あたりで 、何度か見 掛
けたと いう噂があ った。
「手に は、懐中 電灯みた いなもの を持ち、出 会う人毎 に、その顔 に
向ける のさ」
「いいや、あれは手鏡さ 。陽の光に手鏡をかざし 、反射させるのさ。
一人 一人の表 情の内にか くされた ものを照 らし出し 、調べよ うとで
もす るみたい に」
などということが職員の間でも、生徒たちの間でも話されている 。
「で も、か わいそう にな。いつ も青っぽ い囚人服み たいなも のを身
に 着け、青 白い顔で 丘を下って いく。し かし、そ の身のこ なしは、
結構すばし っこいん だ」
「当分、外 には出ら れない筈 だがな」
「あの松山 がなあ。 中学時代 の成績か らは、ど こまで伸び るかと、
末恐ろし いくらい の期待を させられた のに。も っとも切れ 過ぎて、
中学時代 から、カ ミソリの 刃をなぞる みたいな 危うい感 じであっ た
とは聞 いたけどな 」
「浜田 部長も、仕 事柄、松 山を社会 に連れ戻 すわけに はいかんの だ
ろうな 。因果なこ とだよな 」
「いい や、誰の せいでも なく、も って生まれ た性だろ うよ。松山 自
身が承 知の上 で、その道 を選択し たのさ」
職員 室は、 松山の退学 をめぐっ てしばらく その話題 で沸いた が、
話題 は移り、 松山のこと はいつか 過去の問 題になっ ていった 。
電 車は、終 点の駅に近 付いた 。
気 怠そうだ った乗客 たちは席 で伸びを したり、立 ち上がっ て棚の
荷 物を下ろ したりし 始めた。
初夏の陽 が、車内 を黄色に染 めあげ、 否応なく 現実の時 間に戻し
てくれよう とする。
アナウン スが、乗 り継ぎの 案内を始 めた。
私は、時 計を覗き 込む。到 着時間は いつもと 変わらない 。駅前か
ら、す ぐにバスが 出るので 、いつまで も車外の 景色に見 とれてい る
余裕は ない。
Ｋ高 校に勤務し ていた頃 は、駅前か ら経路は 違うが 、ほぼ同じ 時
刻のバ スに乗った 。
駅前 のバス停に は、Ｋ高 校の生 徒も、Ｍ高 校の生徒 もいて、Ｋ 高
校の生徒や教師が中央に陣取り、声高に喋ったりしているのに比べ 、
Ｍ高 校の生徒 たちは、片 隅で静か にバスを 待ってい る。
か つて、私 もバス停の 中央部分 に立ち、誰 彼とな くつかま え、国
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立Ａ大学 の方はも う一歩だ とか、国立 Ｂ大学も 滑り止め にどうだ 、
などと いうことを あたりは ばからず話 していた 。
Ｍ高 校の方では 、国立Ｂ 大学に入る のも大変 なことで あるから 、
隔世の 感である。 もっとも 、Ｍ高 校には、デ ィベート もなければ 、
エゴイ ストを云 々する芽 もない。 まして、宇 宙の法則 を解くなど と
いう発 想は、 教師たちに さえない 。
今、 放送部の コンテス トで全国 大会に出場 すること が決まっ たと
いう ことで、 全校をあげ て盛り上 がってい るし、文 化祭を充 実した
もの にするた めに知恵を 絞って おり、今 年から市内 パレード を企画
しよ うとの案 も出され ている。
しかし、今も私の心の内から、松山のことが消え去ることはない。
最 初の担任 だった ということ にもよる が、松山か らの念波 にも似
たメッセー ジが、今 も変わるこ となく届 けられて いるのか もしれな
い、と思っ ている。
（了）
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