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激し い稲妻が 、飛沫を あげて西 の空を裂い た。
音は ない。黄 緑色の塊 が突然中 空に現れ、 次の瞬間 には袈裟 掛け
に闇 を切り裂 いていく。
君 は、西側 に一つだけ 開いたア パートの 窓から、 空を見て いる。
そして、光のことばにじっと聴き耳をたてている。音はないけれど、
君に は百五 十メート ル先の電柱 の傾き具 合や、二百 メートル 先の屋
根 の色や形 で、光の ことばがわ かるのだ 。
あれから 二十年経 った。その 間、君は いつも机に 頬杖を 突き、西
の空を眺め てきた。 頬杖を突 いてぼん やり空を 眺めること が、君に
とって一番 ふさわし い方法だ と思えた からだ。
君はもう 四十三歳 になる。 勤めてい れば、課 長の口でも かかろう
かという 歳だ。そ れとも、 あのまま教 室に残っ ていたら 、博士号 ぐ
らいと っているか もしれな い。だとす ると、外 国留学 の一度や二 度
はして 箔をつけ、 ワイヤレ スマイク を片手に 教壇をの し歩いてい る
頃だ。
しか し君は、志 望のＡ新 聞社に も、Ｓ商事 にも入社 しなかった 。
教室に も残ら なかった。 いまでこ そ、やっと 市内の予 備校の非 常勤
講師 として、 週に二回出 勤するよ うになった が、生 活の大半 はケイ
の稼 ぎに頼っ ている。ケ イ―覚え ているだ ろう、あ のそばか すだら
けの 看護婦見 習いだった 子だ。
結 局、君が この二十年 でなし たことと いったら、 ケイとの 間に、
やっ ぱりそ ばかすだ らけの女の 子を一人 儲けたこと と、光の ことば
を 覚えたこ とだけだ 。
君は二十 年間とい うもの、一 日中黙り 込んで机 に頬杖を 突き、西
の空を眺め ていた。 はじめ、 足元に転 がって哺 乳瓶をしゃ ぶってい
たジュン（ 君とケイ との間 に出来た子 だ）が、 いつの間に か膨らみ
始めた胸 を君の鼻 先に突き 出し、居眠 りばかり してるのか と思っ た
ら、た まには目玉 の動いて るときもあ るじゃな い、と生 意気なこ と
をいう ようになっ た。
実際 君は、窓の 外に広が る四角の空 に向かい 、薄目 を開けたま ま
ぼんや りしている のだっ たが、一 応は原稿用 紙を広げ 、研いだば か
りの鉛 筆を二十 本もそろ えていた 。
が、 ケイもジ ュンも、 君が原稿 用紙を埋め ている場 面は一度も 見
たこ とがなく 、君が光の ことばを 秘かに書 きとめよ うとして いるこ
とな ど、誰も 知らない。 それもそ うで、殆 どの時間 、君は机 に突っ
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伏して眠っているばかりだったから、涎に濡れとおった原稿用紙が 、
日に五 、六枚ずつ 反古にな るほかには 用紙の嵩 の減る 様子もなく 、
鉛筆に しても、誤 って足元 に落とし たときに 芯の折れ た分を丹念 に
削り直 すだけだか ら、こち らもい つまで経っ ても一向 に減らない の
だった 。
ケイ は、一時 、君が本 当に異常 をきたして いるので はないかと 疑
って いたが、 これといっ て埒のあ かないこと をいう でもなく 、誰か
に危 害を加え るそぶりを みせるで もないの で、いつ も靄のか かった
顔の まま、一 人でうっと おしい ほどに部 屋の空気を 占拠して いる君
の存 在にも、 自然とあ きらめが ついたら しい。
二 十 年 経 っ た い ま 、〈 ぼ く 〉 は ま だ 二 十 二 歳 と 七 か 月 と 十 六 日 の
ま ま だ 。〈 君 〉 が 満 二 十 三 歳 と 一 日 目 だ っ た あ の 日 の 、 あ の と き の
ま ま だ か ら だ 。 あ の 日 、〈 ぼ く 〉 は 時 間 と い う も の の 流 れ を す り 抜
け、ひょい と向こう 岸に降り 立った。
それは、 百円ライ ターを一 度鳴らす よりも簡 単な、いと もたやす
い方法で だった。
あの 日、という より正確 にいえばあ の日の前 日、と いうことに な
る。あ の日の前日 は、君の 二十三 回目の誕生 日だった 。飲み始め た
のは七 時頃だっ た。
君は 、しきりにケイのことを自慢した 。ケイの家は貧しくてねえ。
その くせ兄弟 は六人もい る。ケイ は長女でね 、彼女 の能力か らした
ら県 立高校な どたやすい ところだ 。しかし 、下には 乳飲み子 まで入
れて まだ五人 もいる。彼 女は中 学を卒業 すると、働 きながら 看護学
校に 通った。 働いた金 をきりつ め、家に 仕送りを続 けながら ね。
そ ういいな がら、百 年も続い ていると いう老舗の 着物問屋 の一人
息 子である 君は、声 をうるませ た。
俺は、ケ イのよう な女に初め て出会っ た。彼女 の強固な 精神には
いつも脱帽 させられ るよ。絶 対、妥協 を許さな いからな。 俺たちが
いい加減に 日和ろう として いると、そ れでも闘 士なの、と くる。や
っぱり育 ちだねえ 。育ちと いうのは、 大切なも んだねえ。
なんの 苦労らし い苦労も 知らずに育 った、と いうことが 唯一の汚
点であ ると思い詰 めていた 君の、それ は偽ら ざること ばだった。 皮
肉なこ とに、君の その育ち の良さか らくる鷹 揚さのた めに、学内 で
最も過 激な活動を してい たＴ派に オルグされ 、感激の あまり君は そ
の場で 加入した 。
君は 有頂天だ った。父 親とけん かをし、家 をとび出 し、西日だ け
が射 し込むア パートに転 がり込ん だ。そこ は、たち まちＴ派 のアジ
トに なった。 日当たりの 悪さだけ を除けば 、二ＤＫ という広 さは学
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生の身に は十分過 ぎた。
君の育 ちの良さ は、そこ ら中に顔を 出してい た。それ でも君は 、
十分闘 士だった。 とび出し た家に度 々しのび 込んでは 、Ｔ派の活 動
資金を もち出した 。勿論、 その活 動資金は、 二ＤＫに 棲みついた 連
中の胃 の腑に、 たちどこ ろに収ま ってしまう だけであ ったが。
街頭 にも出た 。カンパ にも立っ た。団交で 徹夜もし た。バリケ ー
ドに も棲んだ 。Ｈ派やＧ 派の連中 と、角材で わたり あった。
飲 み始めた のは七時頃 だったが 、Ｈ派の 連中の動 きがどう もねえ
とい って、君 は一度バ リケード を覗きに いった。し かし、す ぐなに
ごとでもなさそうに笑いながら戻ってきた。あまり嬉しそうなので、
ど うした、 とぼくは 訊いたほど だ。君は 、あとで ケイと会 う約束を
してきた、 といって 片目をつむ ってみせ た。
君は、店 の主人に 、ボトルを 一本分け てくれと いった。 ケイに会
うまでにま だ時間が あるから 、もう少 し場所を 変えて飲も うと、店
を出たあ とぼくに いった。
もう一軒 入って もよいが とポケット を探って いた君は、 舌を出し
て、し ょうがねえ これっぽ っちじゃ駄 目だ、と ぼくの 顔を覗き込 ん
だ。ぼ くも自分の ポケット を探って みたが、 硬貨が二 、三枚指に 触
れただ けだった。
しか たがないな 、と笑い 合いな がら、君は ぼくの部 屋にいこう 、
といっ た。君 のアパート まで十五 分、ぼくの 部屋まで 五分とい う距
離だ ったから 、自然にそ うなった 。ぼくは、 六畳一 間に弟と 二人で
住ん でいたが 、弟はクラ ブの合宿 で帰らな い筈だっ た。
ぼ くたちは 、最初の店 で議論 を始めた 三角形の定 理につい て、議
論を 再開し た。
三 角形の 定理とい うのは、底 辺が大き ければ大き いほど三 角形は
安定するが 、無限大 に底辺が大 きくなる と、頂 点までも底 辺に吸収
されてしま うという やつだ。
君は、頂 点が底辺 に吸収さ れる過程 が革命で あり、君た ちが唯一
よりどころにしている論理がこれだ、と得意そうにいった。つまり 、
現在の帝国主義社会（君のことばを借りれば）を三角形Ｘとすれば 、
そのＸ の内懐に君 たちの党 （これも君 のこと ばを借り れば）であ る
三角形 Ｙを放りこ み、Ｘの 脂ぎった 肉をＹが 食い千切 り、終には Ｙ
がＸを 完膚なきま でに叩 きのめす 、というの だった。
そし て、ＹがＸ を叩きの めした あとは徐々 に底辺部 を拡大し、 い
ずれは頂点部を呑み込んでしまい、その時点で三角形Ｙは消滅する 、
とい うシナリ オだ。
ぼ くは笑っ た。このボ トルなか なかいける よ、と ボトルの 形を誉
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めた。ボ トルはど うひっく り返してみ ても、円 形に近か ったのだ 。
事実、 味も極上だ った。
ぼく はいった。 三角形の ボトルての はどうし て見ない のかねえ 。
これは 、上質のギ ャグだっ た。君 は腹を叩い て笑った 。三角形Ｘ と
Ｙだけ ならいい としても 、三角形 Ｚや、それ よりも質 の悪い三角 形
αやβ まで出 現して、Ｘ やＹを叩 きのめした あと、よ り鋭角な 本質
をむ き出しに したらどう なるだろ う。いやい や、も う一つ質 の悪い
逆三 角形γな んてのが出 現したら 、こりゃ あ愉快だ 。
群 雄割拠だ 、と君は上 機嫌にな り、耳の 穴をほじ くりなが ら笑っ
た。 そして、 おもむろ に腕時計 を覗いた 。まだ、三 十分もあ らあ。
君は 下唇の あたりに 少しみだら な色を溜 め、ケイは な、驚く なよケ
イ はな、処 女だった んだぞ、と その日だ けで七回 目の同じ セリフを
吐いた。
その日― そう、あ の日がもう すぐそ こに手が 届くという ところま
でやって きていた ―の夜は 、殊の外静 かだった 。
部屋から 出て、 十部屋分 ばかりの廊 下を歩い ていかねば ならない
トイレ に立ったと き、目の あたりに鋭 い稲妻が 走った 。稲妻は飛 沫
を散ら し、音もな く続けざ まに走っ た。ぼく は、目の 高さに開い た
窓の向 こうにあば き出され る風景 の一つ一つ を、酔い の澱んだ頭 の
隅に、 なぜかは っきり刻 みつけて いる。
その 風景の形 、色。蹲 り、息を 止めてしま ったまま 固まり、乾 き
始め た世界。
冷 や汗でし かない水滴 が腋の下 にじっとり 流れ出 てくるの を、Ｔ
シャ ツの裾を まくって拭 いた。 トイレの ドアを開け 、廊下に 出た途
端、 今度はむ っとする 生温かさ が首筋に からみつい てきた。
九 月十九日 。そうだ った。そ の日は九 月十九日だ ったのだ 。どこ
か の部屋で ラーメン を煮る匂い が、廊下 伝いに強 く流れて いた。
部屋のノ ブを引い た。部屋は 真暗だっ た。おい 、とぼく は声をか
けた。君は 、トイレ に立った ぼくのい ないほん のわずかの 隙に、部
屋の電気を 消したり 、コッ プの水割り をお湯割 りに替えて いたり、
こたつの 下にもぐ り込んで いたり、よ くいたず らをしたも のだ。 君
は、本 当に育ちの いいぼう やなのだか ら。
おい、 とぼくは もう一度 呼んで壁の スイッチ を押そう とした。
その瞬間、稲妻が真昼の明るさで、部屋の隅々まで照らし出した 。
と同時に、ぼくの足指にぬるりとしたものが触れた。冗談はよせよ 、
とぼく はいった 。それは 、実にバ カバカしい 、大仰な 演技だっ たか
らだ 。
部屋 の中央 に、顔面か ら血を噴 き出し、死 んだふり をしてい る君
の姿 があった 。机の上の 原稿用紙 は散らさ れ、コッ プも丁寧 に転が
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され、半 分以上中 身の残っ ていた筈の ボトルま で倒され て、まだ い
くらか の雫をテー ブルから 畳にこぼし ていた。 冗談も いい加減に し
ろ。ぼ くはゆっく りとそう いい、ス イッチを 押した。
その とき、ぼく の脳天に 激しい火 花が散り 、ぼくは すうっとど こ
かへ落 ちていっ た。
君が 〈ぼく〉 であった とき、と いう表現は やっぱり おかしい し、
ぼく が〈君〉 であったと きという のもしっ くりいか ない。
君 は君であ る筈だし、 ぼくは結 局ぼくで あるから だ。
気 がついた とき、ぼ くはまだ ぼくだっ た。
ケ イが、血 走った 目でぼくを 見下ろし ていた。気 がついた とわか
ると、ケイ は顔中を 雪崩みたい にして、 ぼくの手 にしがみ ついてき
た 。 そ し て 、 よ か っ た 、 よ かっ た あ と い い な が ら 、〈 君 〉 の 名 を 何
度も呼んだ 。
ケイは、 自分の興 奮が収ま ってくる と一度深 呼吸をし、 驚かない
でね、と いった。 そして、 三日前に〈 ぼく〉が 死んだ、 といった 。
一瞬、 ぼく自身が そうだっ たのか、と 納得して しまう ほどケイの 声
は 静 か だ っ た 。 三 日 前 に 、〈 君 〉 は 頭 部 を 数 回 殴 ら れ た も の の 、 運
よ く 急 所 を は ず れ た ため に 助 か り 、〈 ぼ く 〉 は 顔 面 を 一 撃 さ れ 数 時
間後に 死んだの だそうだ 。
そう いわれて みると、 そのよう な気がしな いでもな い。死んだ の
がぼ くで、あ のぼくの部 屋で先に 転がってい た君の 方が、息 を吹き
返し たのだと 。
ぼ くは、い や、ぼくで はなくな った〈君 〉は、お そるおそ る手を
上げ 、頭に指 を運んだ 。頭は、 目玉の部 分だけを残 して、ミ イラみ
たい に包帯 が巻かれ ていた。痛 みはそれ ほどなかっ たが、頭 の芯が
奇 妙に火照 っていた 。飲み過ぎ て畳にひ っくり返 ったとき に感じる
のに似た天 井が回る あの不快感 と、腹の 底にど ろりと堆積 した重苦
しい嘔吐感 とが、体 全体を包 んでいた 。
次に気が ついたと きは朝だ った。ケ イは、最 初のときと 同じ血走
った目で 、ぼくを 見詰めて いた。うっ 、とぼく がうなると 、ケイ は
頬 を す り 寄 せ 、〈 君 〉 の 名 を 声 高 に 呼 ん だ 。 ケイ の 汗 の 匂 い が か す
かに漂 い、ケイの 体温がぼ くの露出し た首筋 や肩や胸 にじかに伝 わ
ってき た。
ケ イ は い っ た 。〈 ぼ く 〉 の 顔 は 目 を そ む け た く な る ほ ど 無 残 に 砕
かれ、 病院に担 ぎ込まれ たときに は、裂けた 眼窩や鼻 腔からは 、も
う流 れ出る血 もなかった のだと。
しか し、そ れから二時 間も生き 延び、結局 手の施し ようのな いま
ま息 絶えてし まったのだ そうだ。 ぼくは両 親を失っ ているた め、身
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寄りとい ったら高 校生の弟 だけしかな いのであ るが、そ の弟でさ え
も、〈ぼく〉の潰された顔には顔を背ける始末だったという。
わた しがいなか ったら、 とケイはい った。ケ イがいな かったら 、
どちら が君で、ど ちらがぼ くであ るかわから なかった という。君 も
ぼくも 頭部を傷 めている ため、顔 では識別が つかず、 おまけに背 格
好も血 液型も 同じだった のだ。
結局 、決め手 となった のは、着 衣と、着衣 のネーム と、背中 の手
術跡 だ、とい う。
つ ま り 、〈 ぼ く 〉 で あ る 顔 面 を つ ぶ さ れ た 男 が 着 て い た の が た ま
ご色 のＴシャ ツで、シ ャツには 「…マダ 」という洗 濯ネーム があっ
た の だ そ う だ 。「 … マ ダ 」 は ぼ く の 名 前 で あ る 「 島 田」 に 違 い な い
し 、それに 一方の白 いシャツの 男の背中 には、右 肺のうし ろあたり
に腫物を切 開した跡 があるとい う。
それらは すべてケ イの証言に よるもの で、一番 動かない 証拠とな
ったのが、 背中の手 術跡だそ うだ。
ケイは、 背中の手 術跡は何 度も見て いるし、 ほら一度、 なんの手
術跡かし ら、と聞 いたこと があるから 間違いよ うないじ ゃない、 と
いった 。そのケイ の自信に 満ちたこと ばには、 君とケ イとのこと が
こって り塗り込め られてい るようで 、鼻のあ たりがく すぐったか っ
た。
しか し、とぼく は思った 。あの 日二人が着 ていたの は、君がた ま
ご色で ぼくが 白のＴシャ ツだった 。
はっ きりい えるのは、 弟と二人 だけのぼく には、Ｔ シャツを クリ
ーニングに出す余裕などないということだ。たまご色のＴシャツに 、
どうして「…マダ」というネームがついていたかなどわからないが、
ぼく の背中の 手術跡は 、小さい 頃弟と相 撲をしてい て、勝っ たはず
みで 反対に 転がり、 そのとき岩 角にうち つけた怪我 の跡なの だ。
かわいそ うなのは 弟だ。振れ ばカラカ ラ鳴る素 焼の壺を 抱え、誰
も い な い 田 舎 の 家 に 帰 っ た 。〈 ぼ く 〉 の 骨 壺 を 、 せ め て 両 親 の 眠 る
同じ墓地に 納めよう と思っ たのだった 。
兄弟二人 そろって いてもこ ころもと なさに変 わりはない が、一人
になっ てしまうと 、弟はす っかり寡黙 になった 。
それも そうだ。 部屋は、 ぼくと君の 流した夥 しい血が 、畳や壁 や
襖に散り、九月の熱気に饐え、瘴気のような影絵を作り出していた 。
目鼻を 弾く異臭の ただ中 にぽつね んと座り、 ぼくと君 とが呻き声 す
らもた てずに転 がってい たという ドア近くを 、弟はぼ んやり見 詰め
て暮 らした。
飯ら しい飯 を食わなか った。食 わなかった というよ り、食え なか
った 。それま で、ぼくの アルバイ トでなん とか食っ ていたか らだ。
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弟は、勉 強もや めた。悪 くなかった 成績もジ リジリ下が り、とう
とう学 校にも出な くなった 。いつの間 にか、髪 は肩ま で伸びた。 閉
めきっ た部屋の窓 ガラスに 、ケヤキ かカエデ かの落葉 が、二枚ば か
りこび りついてい た頃だ。
机の 上の貯金箱 が、振っ ても風の 音しかし なくなっ たのを見届 け
ると、 部屋を 出た。家賃 を三か月 分溜め、ぼ くの机や 本箱や、 君が
あの 日持ち込 んだ、底に 三センチ ばかり液体 の入っ た例のボ トルを
残し たまま。
住 み込み可 、という貼 り紙のあ るパチン コ屋にと び込んだ 。部屋
を出 て、最初 に目につ いたのが その貼り 紙だったか らだ。店 の中に
は、 ボリュ ームいっ ぱいの演歌 が流れて いたが、耳 をくすぐ るほど
の 空調の落 ち着いた 音も巡って いて、ぎ くしゃく した点滅 に慣れた
脳細胞には 心地よか った。
薄氷が張 るほどに 冷え込んだ 朝、弟は 最初の給 料で中古 のオート
バイを買っ た。働き 始めてか ら、徐々 にイメー ジを膨らま せてきた
計画の第 一番にす ることが 、以前から 目をつけ ていた、こ のオート
バイを手 に入れる ことだっ た。
二百五 十ＣＣの オートバ イを、計画 どおり、 ほんの一 部手付金 を
入れた だけで手に すると、 寿司屋に 入った。
にぎ りを二人前 食い、ビ ールを三 本飲んだ 。
残り の金で、ボ ートの券 を買っ た。レース の結果は 、スタート の
ときか ら目に 見えていた 。はずれ 券は溝に捨 て、唾を 吐いた。 第二
番の 計画も、 予定どおり だった。
レ ース場を 出ようとし たところ で、チンピ ラ風の 男たちに 囲まれ
た。 肩が触れ た挙げ句、 ガンを つけた、 とすごまれ 、体が吹 き飛ぶ
ほど 殴られた 。これは 計画には ないこと であったが 、下半身 が浮き
立つ ほどの 酔いのな かで人込み を泳いで いたため、 反対にし びれる
ほ ど心地が よかった 。
チンピラ たちが去 ったあと、 なにかの 金具にす がって立 ちあがる
と、息が詰 まりそう になるほ どあばら 骨が痛ん だ。目尻が 切れ、鼻
血が流れ、 顔は焼け ただれ たみたいに 熱かった 。
弟は、オ ートバイ に這いあ がろうと した。が 、這いあが ったと思
ったら 、ひっくり 返った。 足がうまく 踏ん張れ ないのだ った。足 指
のどこ かが折れて いるらし かった。そ れでも 何度目か にやっと這 い
あがると、いきなりエンジンを全開にして街中に突っ込んでいった。
五つ 目の赤信号 にかかっ たところ で、二台 の白バイ が追いかけ て
きた。 弟はあり ったけの 力でアク セルをふか し、対向 車線にま で入
り込んで、逃げた。追跡にはパトカーも加わった。弟は無免許の上、
オー トバイに 乗るのは初 めてだっ た。それ でも市街 地を抜け 、右手
に海 の見える 国道を突っ 走った。 白バイと パトカー がマイク をボリ
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ューム一 杯にあげ 、サイレ ンを鳴らし て迫った 。
急カー ブの下は 絶壁だっ た。絶壁に は潮風が 吹きつけ 、高い波 が
道路す れすれまで かけのぼ っていた 。
その ガードレー ルを突き 抜け、一 台の白バ イが真逆 さまに波の 中
に転落 していっ た。二台 目の白バ イは、かろ うじて急 停車した。 パ
トカー の数が 、いつの間 にか数台 になってい た。
弟の オートバ イは、そ れ以来ど こからも発 見されな い。
弟 が姿を消 したあとの ぼくの部 屋は、殆ど 間をおか ずに建 具が入
れ替 えられ、 ぼくたちの ことを なにも知 らない女子 学生が、 レース
のカ ーテンを かけ、ダ ブルベッ ドに鏡台 を持ち込み 、冷蔵庫 やレン
ジま で買い 込んで、 スイートル ームにし てしまった 。
ぼくは 、〈君〉になった。
それは、 ぼくの知 らないとこ ろですべ てが運ば れ、決め られてし
まったのだ った。ケ イの雪崩 みたいに 崩れる顔 を間近に見 、息を吹
き返した 筈のぼく は、二十 二歳と七か 月と十六 日目のまま で骨壺と
なり、死 んだ筈の 君は、二 十三歳と一 日目の続 きの命を 吹き返し 、
また時 間の流れの 端を歩き 始めること になった 。
し か し 、〈 君 〉 にな っ て し ま っ た ぼ く に は 、 そ の 瞬 間 か ら 、 あ た
りのす べてが、う す墨がか かった みたいにし か見えな くなってし ま
った。
ケイ はしっ かり者だ。 君が入院 していた間 も、退院 して二Ｄ Ｋの
アパートに落ち着いて（アジトの連中はケイが追い出してしまった ）
から も、ケイ はきちんと 看護学 校に通い 、弟妹たち への仕送 りを欠
かさ なかった 。
包 帯をとる と、君の 顔は以前 の顔では なかった。 いや、以 前の誰
の 顔でもな かった。
しかし 、ケイは満足そうだった。科学の進歩ってたいしたものね 、
と医療の技 術を誉め た。この 病院は、 こういう 部門では最 高のレベ
ルなのだか ら、とも いった 。そして、 あとはあ なたの気持 さえ晴れ
てくれればいうことないわ 、と嬉しそうに君の手を包み込んできた 。
君の両 親、すな わち着物 問屋の二人 は、病院 にも二ＤＫ のアパー
トにも 度々やって きた。勿 論、君が意 識をと り戻すま でにも彼ら は
何度も やってきた そうで、 枕元には 、花が置 かれ、見 舞品が積み 上
げられ ていた。
しか し君は、二 人と会う のがひ どくおっく うだった 。実際、な に
をど うしゃべ っていいの かわから なかったし 、ただで さえ頭の 芯に
鈍い 痛みが残 っており、 他人の声 を耳にす るだけで 憂欝にな った。
君 の父親が 、これまで 幾度とな く君と口論 した、 と悔いて いると
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きに、君 は全身の 肌が粟立 つほどの不 快を覚え 、無意識 のうちに 父
親の手 を払い除け ていた。 だが、気ま ずそうに 照れた のは父親の 方
で、急 所をはずれ たとはい え、なに しろ打ち どころが 打ちどころ で
すから ねえ、と汗 を拭き拭 き、ケ イに謝るの だった。
君は 、そんな父 親が嫌い ではなか った。親 というも ののものの い
い方や 、手の温もりとはこういうものか 、と妙なところに感心した。
母親 の方は、 いつもし めっぽか った。どう お、もう 家に戻っ てき
ても よくはな いの。怪我 の方は、 立派な先 生におま かせして いるけ
れど 、退院し たあとはや っぱり 家の方が いいと思う し、お母 さんも
お父 さんも、 もうあな たに跡を 継いで欲 しいなんて いわない から、
とハ ンカチ で目頭を 押さえるの だ。
つまり、母親というものは、こんなふうに息子の前で泣くことで、
自分の主張 をしたた かに押し通 そうとす るのだな 、とこれ も君にと
って新しい 発見の一 つだった 。
面白いこ とには、 母親とケイ とはど うもソリ が合わない ようで、
母親がい つまでも 君にまつ わりついて いると、 あまり刺激 すると体
にさわり ますから 、と看護 婦見習いの 立場を発 揮して、 居丈高に い
うのだ 。
反対 に、君がケ イに用を 頼むと、母 親は眉間 を吊り あげ、悔し そ
うに唇 を震わせ、 そんなこ とぐら いどうして お母さん にいってく れ
ないの 、と声を 詰まらせ る。
すっ かり変わ っちまっ たね。君 が包帯をは ずした日 、母親はな に
もの かを嗅ぎ 当てでもし たかのよ うに、君を しげし げと見た 。いや
あ、俺より男前になっちまった、と父親がいわなかったら 、母親は、
餌に ありつい た犬の真似 を、一 時間でも 二時間でも 続けてい たかも
しれ ない。
そ のときケ イは、傷 は頭部ば かりか顔 面にもかな り及んで いまし
たから、ある程度はやむを得ないのです、ときっぱりいった。君は、
ケイ自身、 一番君を 疑っている ふしがあ ると思 っていたか ら、この
ケイの態度 は意外だ った。
怪我のシ ョックで 、いま精 神的にい くらかダ メージがあ ります。
けれども 、必ず快 復する程 度のもので す。です から、もう しばら く
そっと しておいて いただけ ませんか。
ケイは 両親にそ う説明し 、本人が希 望してい ますから アパート の
方で様 子をみるこ とにしま す、と主 治医みた いにいい 放った。
君は 、自分の症 状につい て、主治 医とケイ がカーテ ンの陰で話 し
ている のをこっ そり聞い たことが ある。
たん なる外傷 だから、 後遺症は まず考えら れないと 思うな。主 治
医は 、いとも 簡単そうに いった。 本当に大 丈夫です か、とケ イは三
度も 念を押し たが、傷口 がふさが ってしま ったら完 治も同然 だ。そ
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ういい残 し、主治 医は足早 に部屋を出 ていった 。
退院 して君が一 番最初に したことは 、田舎の ぼくの墓 地を訪れ た
ことだ 。
あた りはもう冬 枯れてい て、誰一 人訪れる 者のない 墓地には、 海
からの 風がう なりをあげ て吹き渡 っていた。 君は首を すぼめ、 刺し
込ん でくる寒 さから傷跡 を守るた め、二枚の マフラ ーを重ね 、足を
引き ずる度に カサコソ鳴 る草道を 、菩提寺 の和尚と 二人で墓 石をか
き分 けて歩い た。
短 い読経の あと、君は 、蒼いみ かげ石 の底から〈 ぼく〉の 骨壺を
とり 出した 。骨壺は 、ほんのり 温かみを 溜めた穴の 底から、 凍えわ
た った地上 に現れ、 身震いに似 た微かな 音をたて た。
君は、そ の骨壺を 耳に当てた 。耳に当 てたまま、 しばら く壺を鳴
らす風の音 を聞いた 。それだ けの儀式 だった。
骨壺は再 び、凍え すさんだ地 上から 、ふっく らした湿り を帯びた
穴の底に 、ゆっく りと下り ていった。 ただ、穴 の底に下り 、君の手
を離れようとしたとき、もう一度君の指先で小さく鳴った 。しかし 、
吹きあ げてくる潮 風が、瞬 く間に指先 の音をひ きはが し、鉛色の 空
にまき 散らしてし まった。
君 は 蓋 を 閉 じ る 前 に 、〈 ぼ く 〉 や 両 親 の 骨 壺 の 隣 に 、 や っ ぱ り 弟
のもの も並べな くてはと 思ったが 、弟はこん な狭苦し いところに は
沈めら れたく ないのかも しれない と思い直し 、蓋を閉 じた。
弟の 行方は 、依然知れ ない。
ぼ くの郷里 にいくこと は、かな り前からケ イにも 話してい たが、
ケイ は気が進 まないふう だった 。だって 、あの死に 顔を私が 見て、
そし て証言し た人でし ょう。思 い出した くないわ。 なんだか 私のせ
いで あの人 、命を落 としたみた いだし、 といわれれ ば君も納 得せざ
る を得なか った。
退院した ばかりの 君に、ケイ は大学に 戻るよう にとはい わなかっ
た。襲撃の 恐れがあ るから外 出はひか えた方が いい、とも いわなか
った。ただ 、戸締ま りだけ はキチンと して、と いった。
彼女は、 玄関に近 い四畳半 を自分の 部屋にし て、西側の 君の部屋
である 六畳間との 間の襖を 必ず閉ざし て眠り、 朝は君が 目覚めな い
うちに 朝食と昼食 の準備を し、出かけ ていっ た。
ケイ の帰りは遅 かった。 毎晩十時に なったり 、十一 時になった り
した。 昼は看護婦 の見習 いをしな がら、夜の 看護学校 に通ってい る
のだっ た。
帰り には、消 毒液の匂 いと一緒 に、大根や 人参の入 ったビニー ル
袋を 下げてき た。
夕 食の間、 君とケイは 殆どしゃ べらなかっ た。君 はなにを 話して
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いいのか わからな かったし 、ケイの方 は、話の 糸口一つ 掴もうと し
ていな いのではな いかとさ え思われた 。
食事が終わると 、ケイはさっさと立って洗い物にかかった。もう 、
十二時 近くになっ ている。 ときど きケイは、 早くあな たの気持が 晴
れてく れればい いんだけ ど、と背 を向けたま ま水音の 中で、妙に 弾
んだ声 でいう のだった。
そん なとき君 は、いつ の間にか 澱んだ頭の 中に、無 数の三角 形を
描い ていた。
三 角形Ｘ、 三角形Ｙ、 三角形α 、三角形 βそれら が伸びた り縮ん
だり 、あるい は広がっ たり閉じ たりしな がら、三角 形はどこ までも
鋭角 的であ ろうとし た。
彼 らは、同 じ三角 形を見かけ ると、必 ず相手に挑 みかから ずには
いない。大 きいもの は小さいも のを手玉 にとろう とし、小 さいもの
は大きいも のの内懐 に食らい つこうと する。そ して、数え きれない
ほどの三角 形が、そ れぞれの 無数の刃 を四方八 方に伸ばし 、切り結
んでいる 。
君が君 であった り、ケイ がケイであ ったりす ること自 体が幻影 に
過ぎな いのかもし れない、 と君は思 う。君が 君である ためには、 二
十二歳 と七か月と 十六日の ぼくの 骨壺が必要 なのだし 、ケイにと っ
てすべ ては、あ らかじめ 精妙にこ しらえられ たゲーム に、ふと足 を
踏み入 れたこ とから始ま った、と いってよい 。
君は、机に頬杖を突いて座り 、空を眺めていることが多くなった 。
いつ も頭の芯 のどこかで 虫が鳴 いていて 、帽子を目 深に被っ たみた
いに うっとお しかった 。
そ れは空気 が圧縮さ れていく ときの音 のようだっ たりした が、じ
っ と目をつ むってい ると、小さ な振動と なって、 やがて瞼 のあたり
へ抜けてい くのだっ た。その振 動にゆっ くり体 をまかせて いる時間
は、決して 不快では なかった 。
慣れたの かもしれ なかった 。
君はぼく のことを 思った。 二十二歳 と七か月 と十六日の まま、み
かげ石 の下に封じ 込めてし まった〈ぼ く〉のこ とを思っ た。そん な
とき、 骨壺の中の 〈ぼく〉 は、あいか わらず 三角形の 定理につい て
議論を 挑んできた 。
〈ぼ く〉は、二 十二歳と 七か月と 十六日の 壁の真下 に佇み、い ず
こへも 動かぬ構 えでいる から、こ の問題に執 拗にこだ わってい られ
るの かもしれ なかった。 しかもそ れは、壁の こちら側 で生きて いる
君 を お び や か す に は 格 好 の 手 法 で あ っ た 。〈 ぼ く 〉 が 君 の 前 に 現 れ
ると いうこと 自体が、君 の精神を 揺らし、 傷つけ、 疲れさせ ずには
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おかない のだった 。
あまつ さえ〈ぼ く〉は気 が向くと、 君の髪を 引っぱっ たり、君 の
背中に 息を吹きか けてみた り、退屈 すると隣 の部屋で 眠っている ケ
イの胸 元にそっと 指をしの ばせた りした。
〈ぼ く〉は、ぼ く自身で ある〈君 〉にまつ わってい ることがな に
よりの 悦びで あったし、 君だけが 〈ぼく〉が かつて生 きたとい うこ
との 証であっ たのだ。
だ が、君は だんだんと 変わった 。風化を始 めたのだ 。はち きれん
ばか りに赤み を帯びてい た頬は 青白くこ け、皮膚は たるみ、 髪もい
く分 白くなっ た。
時 間 の 法 則 に 作 用 さ れ て い る か らだ 。〈 ぼ く 〉 は そ ん な 君 を 見 る
に つれ、だ んだん議 論をけしか ける意欲 も薄れ、 君にまつ わりつく
気分も萎え てきた。
〈ぼく〉 は、いつ まで経って も時間の 法則を越 えた、二 十二歳と
七か月と十 六日のま まである のだった から。
君は三度 家を出 た。君が 君であるこ とに耐え られなくな ったとき
だ。
一度 目のときは 、弟のこ とが頭のす べてを占 めてい た。足を引 き
ずり歩 きながら、 弟が消え たとい う海辺にた どり着い た。海は凪 い
でいた 。青みど ろみたい にとろり とした水の 底に、弟 がのんびり う
たた寝 をして いるのでは ないかと 思った。
君は 目ぼし をつけ、小 石を一つ 放り込んだ 。弟の心 に、まだ 時間
の流 れの中に 戻りたいと いう気持 がいくら かでも残 っている とした
ら、その波紋で目を覚ますかもしれないという気がしたからだった。
しか し、青み どろは、 いつまで も静まっ たままだっ た。
海 辺には一 時間ほど いて、君 は戻って きた。
二 度目の ときは、 ケイといさ かいをし たときだ。 外は木枯 らしだ
った。
君は、頭 の古傷を 圧しつけて くる乱れ た鼓動の 音を聞き ながら、
歯を鳴らし ていた。 体中が 熱っぽく、 ひどい吐 き気がした 。
ケイは、 消毒液の 匂いをま とって帰 ってくる なり、医者 にいけと
いった 。君は、た いしたこ とはないし 、もしひ どくなる ならひど く
なって 、そのまま くたばっ てしまえば いいの だといっ た。ケイは 、
あんた は昔の自分 （ケイの 頭には、 ひょっと したら、 あの君のこ と
が浮か んでいたの かもし れない） を忘れたの 。わがま まで、おお ら
かで、 途方もな い野心家 だった自 分を忘れた の、とい つにない 叫び
をあ げながら 、君の真青 の顔を見 据え、急い で病院の ダイヤル を回
し始 めた。
君 は、ケイ の手の受話 器を奪う と床に叩き つけ、 俺なんか どうで
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もいい。 どうでも いいに決 まってる。 実際、馬 鹿馬鹿し いったら な
い。ほ ら、お前の 顔にもそ う書いてあ る。と支 離滅裂 なことばで わ
めき、 ふらつく足 で粉雪の 舞う路地 に出た。
その まま君は、 二日間姿 をくらま した。結 局、三日 目の朝、駅 の
ホーム で眠り込 んでいる ところを 保護された のだった が。
三度 目は、雷 の日だっ た。朝か ら降りそう で降らな かった夏の 夕
暮だ った。い きなり、君 の鼻先に 稲妻が走っ た。た て続けに 、五本
も十 本も走っ た。
―ぼ くである 〈君〉は、 あの日 のぼくの 部屋の入口 に君であ る〈ぼ
く〉 と二人、 血を噴き ながら倒 れていた 。部屋の隅 にはグラ スの破
片が 散り、 その破片 をおびただ しい血の 堆積が押し 流そうと してい
た―
その光景 の中から よろめき立 った君は 、足をひき ずり、 耳をおお
い、頭をか かえ駆け 出した。 稲妻の手 から、一 歩でも遠く 離れよう
として。
気が付いたとき 、君は知らない町の橋の欄干にしがみついていた 。
知らせを 受けて、 君の両親 とケイが、 タクシー を一時間 も乗り継 い
で迎え にきた。
君と ケイの間に は、二十 年経った いまもあ いかわら ずうすい靄 が
かかっ ていて、 君は殆ど しゃべら なかったし 、あなた の気持が早 く
晴れて くれれ ばいいのに 、という のがケイの 口癖であ る。
ケイ は、消 毒液にまぶ された体 で、大根や 人参の入 ったビニ ール
袋を 下げ、夕 方早い時間 に帰って きた。数 年前から 、夜勤の ない近
所の 病院に勤 め始めたか らだ。
不 思議なこ とに、ケイ は二十 年前もい まも、全く 歳をとる のを忘
れて いるの かと思う ほど変わら ない。こ れは、君の ケイに対 する記
憶 自体がお ぼろげな ことにもよ るが、と きどきア パートを 訪ねてく
るケイの友 人の同年 輩の女性と 比べても 、明ら かに若い。
友人たち は、地球 人かしらね えこの人 、とあき れ顔でい う。そん
なとき君は 、三角形 の定理 を思い出し 、稲妻の 白さを思い 出し、二
十二歳と 七か月と 十六日の 壁の真下で 、ひとり だんまりを 決め込 ん
だ〈ぼ く〉のこと を思い出 す。ひょっ としたら 、ケイも あのとき 時
間の流 れをすり抜 け、二十 二歳と七か 月と十 六日の壁 の真下に降 り
立って しまったの かもしれ ない。
ジュ ンは十九歳 だから、 短大一年 生だ。背 はケイよ り高く、胸 の
膨らみなど、すっかり一人前である。スカートはひきずるほど長く 、
アフ ロヘアー で、爪は緑 色に塗り 、二箱も煙 草を吸う 。
週に 三、四 日アパート に帰って こないこと など、ざ らである 。
そ のくせ、 一日中部屋 にこもっ ているとき がある 。君は二 十年の
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間、ずっ とこもっ ているの であるから この道で は先輩で あるが、 二
つしか ない部屋に 、君と、 この頃とみ に女らし さを増 してきたジ ュ
ンとで こもってい ると、息 苦しくな る。
ジュ ンは眠る。 二、三日 家を空け たあとは 、いま死 ぬんだから と
いい残 し、眠る 。そして 、夕方近 くに目が覚 めると、 チッキショ ー
と叫び ながら コップや茶 碗を投げ つけ、ガス の栓を開 き、気に 入り
のワ ンピース をハサミで 切り裂い たりする。 挙句に 、バッカ ヤロー
と壁 に体をう ちつけ、あ りったけ の力で部 屋を揺す りだす。
君 は、机に 頬杖を突き 、西の空 の雲の色 を眺めた り、指に 唾をつ
けて 風の向き をはかっ たりしな がらぼん やりしてい るのであ るが、
隣の部屋が揺れだすと、椅子から腰を浮かし、部屋中を歩きまわる 。
し かし、襖 を開けて 飛び込んで いっても 埒のあか ないこと は知って
いる。
なんだよ お、その 目はよお、 ただ飯食 らいのク ソ親父が よお、生
きてる人間 の目えか よお、毎 日毎日辛 気くさい 面でぼおー っとして
てよお、 とジュン がいきり たつ。どう かすると 、そんなお 前の娘が
どんな目 にあって るのか知 ってるのか よお、と すごんで くる。
君は、 お前の娘 が、とい うことばに 胸を刺さ れる。君 が君にな っ
てから 、半年目に 生まれた ジュンが 、だんだ ん君から 遠ざかって い
く存在 に思われる からだ。 もっと も君自身、 手術のあ とは考えら れ
もしな かった顔 の君にな っている のであるが 、この頃 のジュンの 顔
立ちは 、もと もとの君の 面影をど こにも伝え ていない のではな いか
と思 えてなら ない。
そ の点、さ すがにケイ は並の地 球人ではな い。荒 れている ジュン
をピ シリとう ちすえると 、相手 がなおも とびかかっ てこよう と身構
えて いようが 、脱走を しようと もがいて いようが、 鋭いこと ばを投
げつ ける。
お 父さん もお母さ んも一度死 んだ人間 だから、な んにも恐 くない
よ。あんた もかわい そうだけど 、そんな 二人の 間に生まれ てきたん
だ。恨むならお恨み 。だけど、自分は自分でしかないんだ 。ケイは 、
消毒液の匂 いを洗濯 籠に放 り込みなが ら、ジュ ンとそっく りのそば
かすの浮 き出た頬 をわずか に火照らせ ていう。
君は、 光のこと ばを知っ ている。光 は、秒速 三十万キ ロメート ル
という 速さで時間 と空間を 貫き、ひ たすら駆 けている 。
光は 生きている のだ。
だか ら、光にも 機嫌の良 いとき や悪いとき がある。 光はそのと き
どき の思いを ことばに託 し、走り 抜ける。
二十年前のあの日の、あのときの光のことばは、実に陰欝だった。
訳 す る と 、〈 虚 〉 と な っ た 。 君 の 経 験 か ら い う と 、 概 し て 光 が 白 に
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近いとき は機嫌の 悪いとき で、オレン ジ色に近 いときは 機嫌の良 い
ときだ 。
週に 二回、予備 校の教壇 に立つよ うになっ て、忘れ かけていた 表
情が君 にいくら か戻って きた。
二十 年の間に 、生徒た ちの服装 はカラフル になり、 清潔になっ て
いた 。君にと って意外だ ったのは 、生徒たち が依怙 地なくら いに従
順で 、我をは らず、軽い ジョーク を巧みに しゃべる ことだっ た。彼
らは 明るかっ た。殆どと いって いいくら い、むさく るしく髪 や髭を
伸ば した者は いなかっ たし、ひ ねくれた 論陣をはっ てくる者 もいな
かっ た。
しかし、つい二、三日前まで教室や廊下ではしゃいでいた生徒が、
突然顔を見せなくなったりした 。その生徒は成績も決して悪くなく 、
家庭的にも 全く申し 分がない と思える のであっ たが。
一緒に笑 い合って いた連中に 理由を 聞いても わからない といい、
どこから 通ってき ていたの か、どの大 学を志望 していたの かなど話
したこと もない、 というの だった。そ の連中自 身、自分 の志望な ん
てあり ゃしないし 、志望が あっても、 いつどう 気が変 わるかわか り
ゃしな い、といい だす始末 だった。
君にとって、週二回予備校に通うということは 、嫌がおうもなく 、
四十三 歳という 自分を現 実の事象 の上に釘づ けにさせ ることでも あ
った。 地下鉄 のスピード 、繁華街 のざわめき 、しゃれ た街並、 数々
のシ ョーウイ ンドウとそ の色どり の鮮やかさ 。街行 く人々、 とりわ
け女 性の華や いだ化粧と 服装は、 二十年の 間に押し 込めてし まった
心を いくらか 融解させる には十 分であっ たが、あの 一閃の光 のうち
に閉 じ込めて しまった あの日の 部屋の風 景とは、ま るで糸の 結びよ
うが ないの だった。
君 は教壇 で、かつ てのアジ口 調を真似 て授業を進 めてみた 。生徒
たちは、最 初なにか のジョーク だと思っ たらし く、一斉に 君を見て
笑い転げた 。だが、 君の口調 が一度目 の笑いの 波が去った あとも止
まず、内容 もジョー クでは ないと知っ た彼らは 苦笑し、す かさず大
仰なジェ スチャア で、オエ ーという信 号を送り 返してきた 。
ケイが 、ジュン の学校に 呼び出され た。呼び 出される のは、い ま
に始ま ったことで はない。 三度目か 四度目だ 。
ケイ は勤め先の 病院から 戻ってく ると、消 毒液の匂 いの上に香 水
をたっ ぷりふり かけた奇 妙な匂い をまき散ら し、そば かすの頬 を思
いき り膨らま せて出てい った。頭 のうちどこ ろが悪か ったら、 子供
にも 遺伝して しまうのか ねえ、と いうかな り危険な ことばを 吐きな
がら 。
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窃盗常習 の五十 男を捕ま えてみると 、持ち物 の中にジュ ンのヌー
ド写真 が混じって いたとい う。中学校 以来これ まで、 万引き、置 き
引き、 恐喝などで 度々補導 されたこ とはある が、ヌー ド写真とは 初
耳だっ た。学校で は、補導 委員会 が、他にも 同類の学 生が出るの で
はない かと、鳩 首会談を 始めたら しい。
しか し、ケイ とジュン は意外に 早く、さば さばした 顔で戻って き
た。 縁起直し に、途中で 中華料理 を食べてき たとい う。それ でもジ
ュン は、チッ キショー、 なんでも あたいだ と決めつ けやがる 、と膨
れっ 面になる 。
違う、と初めからいってるじゃないか 。ちっとも似てやしないし、
あた い黒子 なんかな いからね。 そんなに 疑うならほ らって、 学長や
サ ツのアホ どもの前 で胸をおっ 広げてや った。学 長のヤツ 、目を白
黒させなが ら、その くせあたい のここを じっと覗 き込んで るんだか
らね。とん でもない 助平爺い だよ、あ いつら。
どうやら 、写真の 胸のあたり につい ていた黒 子の有無で 決着をみ
たらしい 。ケイの 方はひど く落ち着い ていて、 結局半日損 しちまっ
たじゃな いか。本 当に人騒 がせだよお 前は、と ジュンに 劣らない す
べすべ した肌の胸 を広げて 、普段着に 着替えて いる。
君は 女たち二人 の会話を 黙って聞き ながら、 彼女た ちが吐いた り
吸った りする息は 、君一人 の分の 数倍にもな ると思う 。吐いたり 吸
ったり する息の 量が多い というこ とは、間違 いなく生 命力が強い と
いうこ とだ。
もと もと女 というもの は、しぶ とく長く生 きる才能 を生まれ なが
らに 身につけ ているもの らしい。 だから、 こういう ときでも 、まず
胃の 腑を満た し、いまし がた費 やしたカ ロリーをす ぐに補っ てしま
う。
あ たい、学 校いくの 趣味じゃ ないよ、 とジュンが いう。じ ゃ、辞
め て美容師 の修業で もするか、 とケイだ 。美容師 い、ふん 、あたい
はそんなガ ラじゃな いよ。もっ とどぉー んと、 派手に稼ぎ たいね。
むしゃくし ゃするん だ。なん というか なあ、澱 んでいるん だ、なに
もかも。
ジュンは 、くわえ 煙草のま までいう 。爪には 緑のマニキ ュアだ。
高く組 んだ脚の奥 には、は ちきれそう なももの 白さがあ る。
したい ようにす るがいい さ。ケイは 無表情の ままだ。 ケイは鏡 台
に向か い、髪を梳 いている 。長くて 豊かな髪 だ。ケイ は、髪を梳 き
終わる とこころも ち首を 傾げ、あ たしもした いことを した。その 結
果がこ うなのさ 、といっ た。
ケイ は、鏡の 中の自分 の目をし ばらく見詰 め、唇の 端にふっと 笑
いを 浮かべる と鏡から離 れ、立っ て水道の 蛇口をひ ねった。
君 は、自分 もしたいこ とをして きたのだっ たろう か、と思 った。
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そのよう でもある し、と考 えたあたり で気持が 萎えた。
君は、 君自身で あること から何度か 脱出しよ うとした 。君が、 君
自身で あることに 耐えきれ なくなっ たときだ 。だが君 は、またす ぐ
に君の 部屋に戻っ てきた。 君自身 を苛んでも 、憐れん でも、ケイ や
ジュン からどん なにてい よくあし らわれても 、結局ど うにもなら な
い。
つま り、どう もがいて もあがい ても、放た れてしま った時間 の道
筋を 泳ぎ戻る ことはでき ないのだ 。
二 十年―地 球は七千三 百五回自 転し、 太陽のまわ りを二十 回公転
した 。この 間、数十 億の人が死 に、それ よりいくら か多めの 数十億
人 が生まれ た。そし て、光は二 十光年、 すなわち 百八十九 兆キロメ
ートルを一 気に駆け 抜けていっ た。
この場合の光のことばは 、〈悲〉という。
贈り物が 届いた。 君の両親 からだ。 真新しい 背広が三着 に、ネク
タイが十 本、靴が 五足に、 手提げカバ ンという 具合だ。 君が予備 校
に職を 得たことは 両親には 黙っていた から、勤 め始め て二月目の 贈
り物だ 。
これ までも、両 親はケイ を通じて 度々援助 をしてき たふうであ る
が、君 は確かめ たことも ない。
贈り 物が届い た翌日、 二人はケ イの留守に 訪ねてき た。やっと 人
様に 顔を合わ せることが できる、 と母親が涙 ぐんだ 。君は、 人様に
顔を 合わせら れるのは、 君が手に 仕事をも ったから なのだろ うか、
それ とも仕事 をもつこと ができ るほどに 何かが快復 したとい うこと
だろ うか、と 考える。
し かし、君 自身にと っては何 も変わっ ていない。 これまで のある
時 期に特に 気分がす ぐれなかっ たという わけでも ない。予 備校に職
を得たとい うことは 、君がひょ んなこと から〈 君〉を演じ る羽目に
陥ったよう に、全く の偶然か らなのだ 。
君が頬杖 を突いて いつも眺 めている 風景の一 角に、一年 ほど前か
らビニー ルシート で蔽われ た建物が現 れた。君 はその建物 が好き だ
った。 というのは 、夕日が 沈むにつれ 、ビニー ルシート がオレン ジ
色に染 まり、建物 の影が細 長く伸び、 やがて うす墨を はいた空に 、
宙吊り の形でぶら 下がって しまうの だった。 そのあや うい均衡が 、
なんと もいえず君 をゾク ッとさせ た。
透き 通るほどに 晴れあが った日 の朝、ビニ ールシー トが除かれ 、
中か らオレン ジ色の建物 の全容が あばかれた 。屋上に は、Ｍ予 備校
とい う、これ もまたオレ ンジ色の 看板を冠 して。
Ｍ 予備校、 ということ ばには覚 えがあった 。
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〈伝統と 実績を誇 る業界最 大手Ｍ予備 校、当地 に開校。 春季講座 生
徒募集 開始。講師 若干名急 募〉
とい う折り込み 広告を二 、三度見た ことがあ る。
探し てみると、 広告はあ った。君 は震える 指で、こ のアパート に
住みつ いて以来 、初めて 自分の意 志でダイヤ ルを回し た。
面接 では、大 学中退と いう学歴 の方は問題 にはなら なかったが 、
二十 年の空白 というのが 相手の首 をひねらせ た。ま だ三十代 半ばか
と思 わせる相 手は、首を ひねった まましば らく考え をめぐら せてい
たが 、鉛筆で 頭を一つ叩 くと、 じゃ二十 年間、あな たは司法 試験の
勉強 でもして いたので すかと訊 いた。
君 はすかさ ず、そう だといっ た。相手 は、怪訝な 表情でも う一度
君 の目を覗 き込むと 、書類にな にかを簡 単に記し た。
とにかく 相手のこ とばにうな ずきさえ すれば、こ のオレ ンジ色の
建物に通っ てくるこ とができ るのだ、 と考えた 。
背広の一 着を畳に 広げたまま 母親は 泣き、父 親は君の肩 を叩き、
なにもい わずに何 度もうな ずいた。君 はその間 、削りかけ の五本の
鉛筆を丁 寧に研ぎ 、膝頭に とまった藪 蚊を一発 でしとめ た。
予備校の講師になったといっても、週の五日は以前と変わらない 。
机に原 稿用紙を広 げ、研い だ鉛筆 を手元にお いて、じ っと西の空 を
眺めて いる。が 、そのう ちに机の 上に突っ伏 し、涎を 垂らして寝 入
ってし まう。 目覚めると ちょうど 昼食どきで 、おもむ ろに席を 立つ
と、 隣の部屋 の卓袱台に ケイがこ しらえてい った昼 飯をゆっ くり食
う。
そ して、君 は考える。 講師にな ったのだ から、今 度こそ原 稿をも
のに すること ができる 。そうな るとしめ たもので、 いつか自 分も、
街の 日差し の中を大 手を振って 歩けるよ うになるか もしれな い。そ
ん な新しい 気持にな る。新しい 気持にな って、鉛 筆を握っ てみる。
心なしか鉛 筆を握る 手が軽やか で、どん なに複 雑なストー リーであ
ろうとすら すら生み 出せそう な気がし てくる。
だが、そ のうちに 胃の腑の 方からじ わじわ眠 気が攻め寄 せ、鉛筆
を握りし めたまま の格好で 、こらえき れずに眠 気に寄り切 られて し
まう。 そうして二 度目に目 覚める頃、 ドアに夕 刊が投げ 込まれる 。
夕刊は 文化欄が 豊富で、 君は特に文 芸欄の書 評や同人 誌評を丹 念
に読む 。二十年前 、ここに 一度自分 の名前が 載ったこ とがあるか ら
だ。君 は、再び登 場する 日のため に、現在の 傾向や世 相を調べる の
をおこ たらない 。そして 、新しい 作品の構想 を練る。 それは、 時間
と、 空間と、 人類の消長 を描いた 壮大なドラ マだ。
しかし、まだ機が熟していない。原稿のマス目を埋め始めるには 、
もう 少し対象 を的確にと らえなけ ればなら ないし、 発表する には、
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世の中が 逼塞する 時期を待 たねばなら ない。よ り多くの 共感を得 た
いため でもあるし 、そのた めには、最 もふさわ しい時 期を選ぶ必 要
がある からだ。
だか ら、いま君 は安心し て夕刊を 隅から隅 まで読ん でいる。必 要
な箇所 は切り抜 きにもす るし、他 愛のない記 事でもな にかの着想 に
役立つ かもし れないと思 い、丁寧 に活字を追 う。
ジ ュンがす り寄ってき た。あい かわらず空 を見上げ てポカ ンとし
てる のねえ。 よくも、首 がねじ 曲がらな いことねえ 。と、ね ばりつ
くよ うな口調 だ。そし て、君の 背中でな にかを数え る気配が して、
ねえ お小遣 いあげよ うか、と喉 を鳴らし た。君はあ いかわら ず黙っ
て 空を眺め ていると 、肩口から 一万円札 が三枚舞 いおりた 。
君があわ てて振り 向くと、そ こにはケ イによく似 たそば かすの多
いジュンの 顔が間近 にあった 。どう、 驚いた。
ジュンの 緑色のマ ニキュアの 間には 、まだ数 枚の札がは さまれて
いた。そ れを無造 作に畳に こぼした。 ジュンの 目はどこか 眠たげだ
った。甘 い洋菓子 と同じス パイスの、 濃い化粧 の匂いが 君の鼻の 奥
をくす ぐった。
変な 目で見ない でよお。 ジュンは、 少し口を 尖らせ た。嫌らし い
お金な んかじゃな いよ。ち ゃんと マジにバイ トして、 稼いできた ん
じゃな いか。な んだよ、 その目え は。そうい い、小さ なあくびを 一
つした 。
ジュ ンは、 柱を背に片 膝をたて て座り、煙 草を吸っ ている。 緑色
のマ ニキュア が、吸口の 細い外国 煙草をワ イン色の すぼめた 唇にけ
だる そうに運 び、すぼめ た唇か ら青い煙 が切れ切れ に吐かれ る。煙
はい く分尖っ たジュン の頬にそ ってのろ のろとあが り、天井 のあた
りで うすい 雲になる 。
あ たいっ て合わな いんだよ、 学校。で も、お金稼 ぐことな らわり
と才能ある と思う。 さんざん遊 んでるく せに、 マジな顔し て学校い
ってる子、 結構たく さんいる だろ。あ たい嫌だ な。こ汚ね えよ。遊
んでるとき の自分と 、マジ な顔して学 校いって るときの自 分。あた
いには一 人じゃこ なせっこ ないよ。
やっぱ り、おふ くろには 頭あがんな いな。お ふくろの体 の中には
すごい 力のバネが あって、 どんなにピ ンチな ときだっ て、必ずプ ラ
スにい いくるめて しまう。 あれは、 そこらの 要領や、 付け焼刃だ け
じゃな いな。敵わ ないよ 、あたい 。
君は 、ジュンが ケイのこ とで、 悪口でない ことをい うのを初め て
聞い た。普段 は、ジュン とケイの 話といった ら、くた ばれ、死 んじ
まえ 、なのだ 。この似た 者同士の 生き物は 、どうし てこう、 いつも
揆き 合わない と気が済ま ないのか とあきれ るくらい だ。
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小遣いも らった って使い 道ないよ。
君は、 ジュンに 三枚の札 をさし出し た。なに さ、ひと がせっか く
あげる ってのに、 気分こわ すじゃな い。あた いだって 、たまに気 の
効いた こと、やっ てみたい んだ。 それともや っぱりこ のお金、疑 っ
てるの かい。
ジュ ンはすぼ めた唇を 突き出し 、まだ長い ままの煙 草をもみ消 し
なが らいった 。そして、 畳にこぼ した札をゆ っくり 拾いあげ 、君が
さし 出した札 を手荒に奪 いとると 、あんた にまで馬 鹿にされ ちまっ
ちゃ 、やきが まわっちま うよ。 と舌打ち しながら、 玄関の戸 を蹴た
てて 出ていっ た。
君 にとって 、ジュ ンが誰に似 ていよう がいるまい が、どう でもい
いことだ 。ジュンはケイの子であり、ケイの子であるということは 、
君の子であ るのだ。
だから、 この場合 の光のこと ばは〈 恕〉であ る。
できてしまったことはしかたがないし、とケイは落ち着いている 。
結局、 あの子はあ あならな いとおさま らなかっ たのよ 。命が助か っ
たって ことが、幸 せなのか どうかわ からない けど。
ジュ ンは、男の オートバ イでラリ ッている 最中にで もなく、酔 い
どれて アパート に帰る途 中にでも なく、明け 方の国道 を一人で歩 い
ていて 、居眠 り運転の自 動車には ねられたの だ。
現場 は見通 しのよい直 線道路で 、事故が起 きること など考え られ
もし ない、美 しいポプラ 並木の続 いている ところだ った。自 動車は
ポプ ラの木の 一本に体当 たりを し、ボン ネットをゆ がめてし まった
が、 運転手は かすり傷 一つ負っ ていない 。
不 幸だった のは、む しろ運転 手の方だ ったのかも しれない 。酒気
帯 びでもな く、もち ろん無免許 でもない 。妻が急 病だとい うので、
赴任先から 大急ぎで 帰る途中だ った。普 段から 運転には十 分注意し
ているのに 、現場近 くのこと は全く記 憶にない んです。と 、まだ若
い運転手は 、青ざめ た顔で 頭を抱え込 んでいた 。
自動車が ポプラの 木にぶつ かった衝 撃で、運 転手は覚醒 し、あわ
ててハ ンドルを右 に切りブ レーキを踏 んだこと が引き金 となって 、
車体は 一回転し、 ちょうど すぐ傍の歩 道を通 りかかっ たジュンを は
ねた、 という。
ジュ ンの左腕が 動かない 。複雑骨 折のため 、神経の いたるとこ ろ
が切れ て、手の 施しよう がなかっ たという。
緑色 のマニキ ュアをし て、札片 を君の肩口 に投げ入 れたあの腕 で
ある 。細巻き の煙草をワ インカラ ーの唇に 運び、君 のさし出 す三枚
の札 をひった くって出て いったあ の腕であ る。
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痛いよお 、痛い よお、と ジュンはそ ばかすの 浮いた血の 気のない
顔をゆ がめ、動く 方の右腕 で君の袖を 引き千切 った。 目尻から涙 を
滴らせ 、ガリガリ 歯を噛み 鳴らし、 君の胸を 殴りつけ た。
その とき、君の どこかに 電気が走 った。こ んな乱暴 な力で自分 を
打ちつ けてくれ るものが ある、と いうことに 初めて気 付いた。そ れ
は剥出 しの暴 力であり、 憎悪のま まの報復で あるのか もしれな かっ
たが 。
君 はケイを 見た。ケイ はタオル をしぼり、 ジュンの 額の汗 を拭い
てい た。それ は手慣れた 動作だ った。体 からは、い つもの消 毒液の
匂い を立ちの ぼらせて いた。君 は、ケイ の表情をう かがった 。が、
ケイ はやっ ぱりうす い靄の向こ うにいて 、そばかす の浮いた 顔で、
ジ ュンの泣 き声を表 情も変えず に聞いて いる。
予備校を 半月休ん だ。ジュン の事故の ためであ る。
半月経っ た朝、君 は地下鉄に 乗り、 繁華街を 抜けて、オ レンジ色
の建物に 着いた。 そこは、 カラフルな シャツの 群れが醸す 体臭で蒸
れていて 、君は久 しぶりに 華やいだ気 分になっ た。
君は事 務室を通 って講師 室に入ろう とした。 そのとき 、みんな の
目が君 に注がれた 。怪訝そ うな目の 色だ。君 は、てっ きり半月間 の
休暇の せいだと思 った。そ のまま 事務室を通 り抜けよ うとすると 、
事務長 がなにか を目くば せし、大 急ぎで追い かけてき た。
事務 長は講師 室に入ろ うとする 君を呼びと め、慇懃 に校長室に 誘
った 。校長は いなかった 。事務長 は、しばら くここ でお待ち くださ
いと いい、部 屋を出てい った。
君 は、青い カーペット の敷きつ められた 校長室に 一人にな った。
部屋は明るく広く、ソファーは吸い込まれそうなほど柔らかかった。
じっ として いると、 そのまま眠 り込んで しまいそう だった。
校 長はこ なかった 。十分が経 ち、予鈴 が鳴り、す ぐに一時 限目の
チャイムが 鳴った。 君は立ちあ がりかけ た。し かし、また ソファー
に腰を下ろ した。そ うしてい るうち、 三十分が 経ち、一時 間が経っ
た。
君は目を 閉じた。 が、講師 である君 は、眠る ことは許さ れないの
だった 。が、その うちふい に、自分は なぜ〈君 〉である のだろう と
いう疑 問が湧いて きた。
―音 のない稲妻 が、袈裟 掛けに闇 を裂いた 。黄緑色 のそれは、 飛
沫をあ げ、流れ 、地に墜 ちていく 。
五本 、六本と 、たて続 けに稲妻 が闇を走る 。
議論 に飽い たぼくたち は、二本 目のボトル に手を伸 ばした。 君が
実家 から持ち 出した黒ラ ベルだ。
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明かりが ないっ てのも、 悪くないな 。狭い部 屋が、際限 もない宇
宙空間 みたいに広 がってい くのがよく わかるよ 。
君は 、上機嫌で ある。二 ＤＫの二間 を開け放 して、つ い先刻ま で
君はＴ 派の連中と 、大詰め にきた サークル室 をめぐる 大学当局と の
折衝に ついて、 激論を展 開してい た。
木造のサークル室の取り壊しは、いまとなってはやむなしとして 、
新サークル室の管理を当局の手に握らせないことが最後の生命線
だ。当局は、新サークル室が、再びアジト化することを恐れている。
Ｔ派 に、Ｈ派 に、Ｇ派。 これら が絶対相 容れないこ とを利用 し、自
治会 派として 存続する ための援 護射撃を するという 条件で、 Ｇ派を
丸抱 えのス パイとし て雇いあげ た。
Ｈ 派には、 飴と鞭 だ。やつら がお題目 のように唱 えてきた 、生協
食堂の改修 工事の青 写真をちら つかせ、 やじろべ えの一方 に座らせ
ようとしている。やつらが 、当局の膝下に屈するのは時間の問題だ 。
となると 、俺たち Ｔ派だ。俺 たちに は失うも のはなにも ない。俺
たちの前 には、さ らなる革 命戦線の構 築と、鉄 の団結によ る前進し
かない。 こうなる と、無期 限ストをう って出、 バリケー ドを完全 強
固な砦 とし、当局 や、Ｇ派 や、Ｈ派を 相手に徹 底坑戦 を挑むのだ 。
君の 軒昂とした アジ調の 演説が、小 一時間前 まで部 屋を席捲し て
いた。 ひとしきり 雨足が強 くなり 、稲妻が走 り、幾度 目かに光が 走
ったと き、部屋 の明かり が消え、 それを期に Ｔ派の連 中が引きあ げ
なかっ たら、 君の冗舌は 果てもな く続いてい たに違い ない。
ぼく は、Ｔ 派や、君の 持論に組 するなにも のも持ち あわせて いな
いが 、君たち の座の端に いること を誰も咎 めはしな かった。
そ んな具合 であるから 、ぼくに は君たち がなにを 気色ばん でいる
のか 、なにを 尊大ぶっ ているの か、殆ど 理解できな かった。 どころ
か、 君たち が稲妻の 光に洗われ る度に、 あの有史以 前に死滅 し尽く
し たという 、アンモ ナイトやシ ーラカン スが、再 び水底か ら暴き出
されるのを 見るおも もちで、た だ眺めて いるの だった。
君は酔っ ていた。 稲妻が部 屋の中を 暴き出し ていく度に 君の半身
が揺れ、 君の長い 髪の毛が 紫色に発光 した。
ぼくも 酔ってい た。君の 髪が紫色に 発光する のを、オー ロラみた
いだ、 といった。 君がオー ロラみたい に揺ら ぐとき、 ぼくには、 君
のうしろの部屋が 、果てしもなく芒の生えた原野に見えるのだった。
君の 部屋は、も ともと君 の剽軽な 奇怪趣味 で装われ ているのだ っ
たが、 ぼく自身 の酔いも 手伝って か、いつに なく縹渺 とした雰 囲気
に満 たされて いた。
西側 の六畳 間の角に座 る君の背 後には、果 てしない 原野が広 がっ
てい る。その 芒野の先端 は遠く水 平線に至 っており 、水平線 の向こ
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うには、 落ちかか る夕日が 厚い雲の隙 間から二 、三本の 条光を発 し
ていた 。
芒野 のところど ころに、 鼻が顔の半 分を占め るほどに ひょろ長 い
奇妙な 人物の首や 、羊でも 馬でも ない動物た ちの首が はめ込まれ 、
いずれ も水平線 に向かっ てうつろ な視線を投 げていた 。
海底 には、三 葉虫や硬 骨魚とい った、いま はすでに 死に絶えて し
まっ た筈の魚 介類たちが 、高くそ びえ立つ昆 布や、 名も知ら ない海
草の 間に群れ をなし、あ るいは水 を引き千 切るほど の力強さ で泳ぎ
めぐ っていた 。
一 際激しい 稲妻が、 夥しい光 の束を降 らせて去っ た。
す ると、果 てしな い原野と見 えていた ものが、幾 重にも砂 の波が
うねる砂漠 へと変わ った。その 気の遠く なるほど うねり続 く砂の波
の中に、な にかの動 物のであ ろうしゃ れこうべ が一つ、半 ば砂に埋
もれ、無念 そうな眼 窩を空に 向け、開 いていた 。
視線をさ らに遠く に伸ばす と、殆ど 原型をと どめないほ どに朽ち
落ちたピ ラミッド と、顔の 表情を失う ほどに朽 ちたスフ ィンクス が
あって 、まつわりつく砂風に 、わずかに残る白い脚部を晒していた 。
質の 悪い逆三角 形γが、 背後から 攻め寄せ てくる。 すると、三 角
形αも 、三角形 βも、強 大な三角 形Ｘの影に 潜むため 、蜘蛛の子 を
散らす がごと くに逃げま どう。こ れだよ、こ れ。笑わ せるじゃ ない
か。 どいつも こいつも、 しょせん 己れがかわ いいと いうだけ のね。
君 は、ボト ルの中身を ぼくのコ ップに注ぎ ながら 、闇の底 の君の
頬を 愉快そう に弛ませた ―
フ ッと君が 我に返っ たとき、 校長が入 ってきた。 続いて事 務長も
入 ってきた 。
腕時計を 覗くと、 一時間四十 分が経っ ていた。 校長は笑 いながら
近づいてき て、君の 前にゆっ くり腰を 下ろした 。事務長は 、校長の
うしろの席 に少し前 かがみ に座った。
実は、と 校長はい った。そ ういいか けて内ポ ケットを探 ると、煙
草ケー スをとり出 し、君に 勧めた。君 は、自分 は煙草は やらない の
だとい うと、校長 は軽くう なずいて一 本に火 を点け、 目を細めて 煙
を吸い 込んだ。そ して、事 務長から 白い封筒 を受けと ると、それ を
目の前 に差し出し た。
君は 、一時間四 十六分目 に校長 室を出た。 君の足は カーペット に
すく われ一度 つまずきそ うになり 、部屋を出 たところ のリノリ ュー
ムで 今度はす べって、あ やうく尻 餅をつき そうにな った。君 は、事
務室 の中は背 中をそらせ て歩き、 事務室を 出るとカ バンをダ ラリと
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下げて歩 いた。
君の頭 の中に、 退院して きたばかり のジュン の顔があ った。化 粧
を落と したジュン の顔は、 まぎれも なく君の 顔ではな かった。
君が 出てくると き、ジュ ンは動か ない左腕 を布団に 包み隠し、 小
さな寝 息をたて ていた。 君はしば らくジュン の寝顔を 見詰め、音 の
しない よう静 かにドアを 閉め、出 てきたのだ った。
校長 の話は簡 単だった 。試用期 間というこ とで採用 したもの の、
学園の方針にふさわしくないので、契約を解除するというのだった 。
その 最初の通 告は、一か 月前に 済ませて いる、とも いった。 君にと
って はその話 は初耳で 、そうい う通告を 受けた覚え など全然 ないの
だっ たが、 校長は白 い封筒を君 に握らせ 、満足そう に笑った 。
君は繁華 街を抜け 、路地に入 り、枝道 を折れ、国 道に出 た。そし
て、ひどく 埃の舞い あがる歩 道を、ふ らつきな がら歩いた 。
君の目に は、君を 飲み込む勢 いで向 かってく る自動車の フロント
ガラスの光が、いく重にも重なりあいさざめきあう万華鏡みたいに 、
妖しくき らめき、 波うって 見えた。
君の足 は、弟の 消えた海 辺に向かっ ていた。 君の体は どこかが ひ
きつり 、靴にも、 ズボンに も、シャ ツにも土 埃がこび りついて、 ひ
どく重 たかった。
青み どろの海は 、とろり と静ま っていた。 海面のす ぐ近くまで 迫
った急 カーブ では、自動 車がエン ジンやブレ ーキの音 をきしま せ、
うな りをあげ て往来して いるのだ ったが、海 面はま るで別世 界だっ
た。 音を、埃 を、さまざ まな色を 、人の命 までをも 吸収し、 渾然と
同化 してしま う作用を、 奥深く に秘めて いるかのよ うだった 。
青 みどろの 中心付近に は、一 条の飛行 機雲が中点 をさして のぼっ
てい るのだ ったが、 その起点の あたりは 深すぎる青 の中に揺 らぎ、
す でに同化 の作用に 染まりつつ あった。
君は国道 を折れ、 海からの風 を背に草 道を歩い た。草道 には、柔
らかい草の 伸びた野 原が広が り、名も 知らない 白や紫の花 が咲いて
いた。大き く伸びを し、汗 を拭き、そ して塩辛 い味のする 唾を一口
飲み込ん だ。
君は、 ケイたち に書き置 きもせず、 ぼくの田 舎に戻っ てきた。 田
舎に戻 るといって も、なに しろ二十 年ぶりの ことであ るから、汽 車
やバス の乗り場を いちい ち確かめ ながら、や っとたど り着いた。
二十 年前には、 かろうじ て雨露 をしのげる ほどの加 減で建って い
たぼ くの家も いまはなく 、それと 思われる地 には牛が 三頭昼寝 をし
てい た。であ るから、墓 地への入 口もまる で見当が つかなか った。
ど こか見覚 えのある一 本の銀杏 に気付かな かった ら、君は 目的を
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果たすこ となく、 ちょうど 通りかかっ た一時間 に一本と いう帰り の
バスに とび乗って いたかも しれない。
牛の 一頭が、君 の侵入に やおら立ち あがりか けるのを 尻目に、 銀
杏の葉 の下をくぐ って崖道 にとり つき、よう やく海の 見渡せるこ の
地まで のぼって きた。
君は 意を決す ると、草 の中に足 を踏み入れ 、カバン を振り回し て
あた りの草を 薙ぎ払い、 蔦を引き 千切った。 手や腕 を鋭い草 の針が
刺し 、君の侵 入に驚いて いったん 舞いあが った藪蚊 が、一斉 に羽音
をた てて下り てきた。
目 の下に、 見覚えのあ るみかげ 石の蓋 があった。 胸が鳴り 、舌が
から みつき そうなほ ど、喉の奥 がヒリつ いた。君は 力を込め て、み
か げ石をず らした。 蓋はなんな く開いた 。みかげ 石の底に は、二十
年の間にい く分黒ず み、苔むし た〈ぼく 〉の骨壺 が、あの ときのま
まにあった 。
君は、じ っと骨壺 を見下ろし た。君 の脳裏に 、あの日の ことがま
ざまざと 蘇ってき た。部屋 の中央に血 を噴きな がら転がっ ていた、
君とぼく 。
あのと き、君は 君であり 、ぼくはま だぼく自 身だった 。
君は 、
〈ぼく〉の骨壺に手を伸ばした。抱きあげようとしたのだ 。
抱きあ げて、君の 部屋に連 れ帰ろ うとした。
しか し、君の耳 元でささ やくも のがあった 。
―少 々退屈だ けれど、 こうやっ て気ままに 暮らすっ てのも、結 構
楽し いもんだ 。
か すかな声 だった。続 いて、ゴ ホッと喉を 鳴らす 音が聞こ え、誰
かの 鼾みたい な音が混じ った。
君 の頭に、 二十年前の 君の部 屋で見た 、殆ど原型 をとどめ ないほ
どに 朽ち落 ちたピラ ミッドと、 顔の表情 を失うほど に朽ちた まま寄
り 添って立 つスフィ ンクスのこ とが浮か んだ。
そうかも しれない 、と君はつ ぶやいた 。
君は 、いま一度〈ぼく 〉の骨壺に目を凝らし 、静かに蓋を閉じた 。
決してこの 世の光に 触れる ことはない だろう、 二十二歳と 七か月と
十六日の ままに。
（了 ）
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