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雨が 降り続い ている。
汚れ たガラス 窓を透か すと、白 い雨の粒は かすかに 見えるの に、
空に 五センチ ばかり開い た空間に はなにも 映らない 。わずか 五セン
チば かりの空 間を、巧み に避け て降る雨 なのだろう か。
ぼ くは酔っ ている。一 人で、ボ トルの 半分をあけ たのだ。
雨 は、耳の 奥にまで 染みわた る音で、 絶え間なく 降ってい る。と
き おり、窓 の下の紫 陽花の葉を 音たてて 揺らすの は、単調 に見える
雨粒の中に も、青臭 い反逆児た ちが混じ っていて 、あわた だしく降
り急いだり するのか もしれな い。
眠くない 。むしろ 、蒼ざめて くる思 いがある 。
といって 、二階の 大学院生 みたいに 床を踏み 鳴らしたり 、咳払い
を続けた りはしな い。
蛇を見 ている。 天井と壁 の境い目の 染みの浮 き出たあ たりに、 一
匹の蛇 がはりつい ている。 じっと動 かない。 そいつが 、ぼくを無 視
したように、ちっとも動かない 。
「どこからきた」と訊いても、身じ
ろぎも しない。
馬鹿 にしてい る。
何度も見たハガキを、またひっくり返してみる。「六月十八日
（土）、参禅会においでください」とある。今田のやつめ、なにを説
教し ようとい うのか。こ んな口 実でゼミ におびき出 そうたっ て、そ
うは いかない 。
す っかり透 明に近く なったコ ップに、 重い液体を 注ぎ足す 。指の
腹 に粘りつ いてくる ボトルの震 えを感じ ながら、 ゆっくり 注ぐ。液
体はいった んコップ の中で尖り 、絡まり 、膨ら み、やがて ぼんやり
した雨の色 にふやけ ていく。
ベルが鳴 っている 。
屋根の 上の、雲 の中でで も鳴ってい るみたい に、高く低 く響いて
くる。 と思うと、 土中の深 くか、遠い 記憶の 中ででも 鳴っている か
のよう に、かすか に垂れ込 めてしま う。切れ 切れに、 そして、ふ っ
と途切 れたかと思 うと、 しょうこ りもなくま た繰り返 す。
昼間 はいつも寝 ていて、 夕方に なると目を 覚ます二 階の大学院 生
の部 屋なのだ ろうか。で も、あい つならベル でなど起 きるもの か。
熊み たいな男 だから、腹 が減らな きゃ薄目 さえ開き やしない 。
も しかした ら、隣の工 学部の男 の部屋なの かもし れない。 この下
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宿では珍 しく目覚 めのいい やつだから 、朝のベ ルをＯＮ にしたま ま
出かけ たのだろう か。だと したら、い つまでも 鳴り止 まないこと に
なる。
二年 近くもこの 下宿にい て、ぼく は二階は 勿論、苔 むした小さ な
庭石を はさんだ 斜め向こ うの部屋 の前にすら 立ったこ とがない。 だ
から、 迷路み たいに折れ 曲がって 続く廊下の 奥の住人 たちとは 、玄
関で 出交わし てもわから ない。
そのかわり、廊下を往来するスリッパの音には敏感になっている 。
忍び 音に鳴ら すやつの声 はハス キーで、 派手に慣ら すやつは いつも
女を 連れてく る。大股 で歩くの は、意外 なことに入 学したば かりの
女子 学生で 、急ぎ足 なのが隣の 工学部の 男、という 具合だ。
「 幸田さん 、コーダ さん」
ふいにド アが鳴っ た。間近で 落雷でも したのかと 思った 。ぼくに
はそう思え るほど、 激しい衝 撃が板戸 に打ちつ けられてい る。
いつの間 にか、畳 の上に眠っ ていた のだった ろうか。し かし、眠
くもない のに眠っ てしまう 筈はない。 それにし ては、ベル の音が止
んだのに 気付かな かったの はうかつだ った。
「いな いのかしら ね、本当 に」
苛つ いた女の声 がする。 下宿の婆さ んの声だ 。思い っきりドア を
叩く。 手加減とい うものが ない。 あとに、ぶ つくさ声 が続く。
「ほれ 、いるわけないだろ。しつこいんだからねえ 、こんな時間に」
講義 をやって いる真昼 間に、下 宿になどい る筈がな いという意 味
なの だろうか 。
「いい加減にしておくれよ、もう」と、とびきり激し
い衝 撃をくれ て、彼女は 立ち去り かけた。
「今 田さんか らのハガ キ、届い たでしょ う。面白そ うだから 、わた
し行 ってみ る。邦彦 さんは。あ ら、酔っ てるの」
祐 子だっ た。
「詩が書け ないんで しょ。当た ってる。 とにか くね、わた し行って
みる。今田 さん、一 生懸命な んだもの 。少しお っくうな気 もしない
じゃないけ ど、経験 だしね 。明美も一 緒よ」
祐子の声 が目の前 を回る。 受話器が 妙に軽い 。二階への 上がり口
の木目 のひねくれ た柱が、 七十度ばか りに傾い て見える 。
暖簾の 向こうに 、大家の 台所があけ すけに舞 台裏を見 せている 。
婆さん が腰をかが め、油の なかに骨 付きの肉 を落とし ている。そ の
肉のは ぜる臭いが 、澱ん だぶ厚い 層となって 胸のあた りまで漂っ て
くる。
「詩 が書けな い、冗談じ ゃないよ 」
「あ ら、また 〝なんとか ザウルス 〟に角は あったか 、なんて 悩んで
るの かと思っ たわ。ほら 、古生代 の」
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「中世代 だ」
「そう 、白亜紀だ とかなん とかいった わね。で 、今度 の〝なんと か
ザウル ス〟は空を 飛べるの 」
テレ ビの中の怪 獣じゃあ るまいし 、そう簡 単に空が 飛べてたま る
ものか 。なにし ろ、五十 トンもあ る凄いやつ だ。
「そい つの頭 は、ビルの 高さほど ある」
ぼく がそうい ったとき 、自分自 身の影がふ いにゆら りと足元 から
浮き 上がり、 ぼくはあっ という間 に、その 〝なんと かザウル ス〟に
なっ てしまっ た。〝なん とかザ ウルス〟 のぼくは、 ぬらりと 光る鎌
首を もたげ、 のっそり 湖から上 がってく る。レイク ホテルな んてひ
とた まりも ない。デ パートだっ て、大学 街だって一 またぎで 揺らし
て しまう。
「そいつだ って、死 んじまうん だ」
「ふうん、 面白そう じゃない 。どうい うふうに 死んでしま うの」
「骨さえも 残らない んだ」
吐き気が した。五 十トンも ある巨大 な自分の 肉塊が、朽 ち落ちて
いくさま が眼の前 に浮かん だ。
台所の 方から、 なにかス パイスを混 ぜ合わせ ているの か、くし ゃ
みを催 しそうな強 烈な臭い が、一際 強く流れ てきた。 せわし気な 皿
のふれ 合う音も聞 こえる。
「山に 行くった って、じ っと座っ ているだけ じゃない か」
「不満 そうね 。誰も無理 に勧めよ うなんてい ってない のよ。今 田さ
んだ って、好 きで世話や いてるん じゃないん だから 。でも、 明美の
方は ちょっと 乗り気なの よね」
「石 井や村上 は行かない の」
ぼ くは、西 村ゼミの連 中の名 前をあげ た。
「多 分駄目 ね。毛並 が違うんだ もん」
ケ ラケラ と祐子は 笑った。
「単位には 関係ない のよ。ツネ プロも明 言した でしょう。 こいつは
俺の及ぶ範 囲じゃな いって。 彼ら、要 領いい方 でしょ」
ツネプロ のプロと はプロフ ェッサー 、ツネと は西村経顕 （つねあ
き）、つまり西村教授のことである 。経顕などという 、いかにもお寺
にでも 係わりのあ りそうな いかめしい 名前をも つ西村教 授は、そ の
実、宗 教などとは 全く関係 がない。専 門は東 洋経済史 で、仮に一 向
一揆と いうテーマ でゼミを やる場合 でも、苔 むした階 級理論でも の
ごとを 割り切って しまう 。
実際 、
「こいつこそが、まさに収奪の証だ」といって、虫の食った
江戸 時代の人 足帳という ボロくず 同様の古文 書を、毎 日毎日、 飽き
もせ ず眺めて いる。
実 のところ 、ぼくは西 村ゼミに 入ったのを 後悔し ている。 はなか
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ら結論が 読めてし まうのだ 。世の中に は強者と 弱者がい て、その 強
者が弱 者を抑圧す るか、弱 者が強者に 抵抗する かの過 程だけしか 歴
史では ない、と思 っている ふしがあ る。
おま けに、その 前と後の 部分が欠 落してい る。つま り、西村教 授
の理論 には、中 世代もな ければ三 百年後もな い。たか だか六千年 来
の出来事を飯の種にして、それを金科玉条のごとく押し付けてくる 。
だか ら、不快 さを露に 顔に出す ぼくより、 適当に研 究室に出 没す
る石 井や村上 の方が受け がいい。
し かし、そ んなことで 酔ってい るんじゃ ないぞ。
ぼ くの頭の 中には、三 十億年前 のこと や、五十億 年後のこ とが、
びっ しり詰 まってい る。
「 一時間も 、二時間 も、ただ、 じっと座 っている だけとい うじゃな
いか」
「それで十 分じゃな い。ツネ プロだっ て、そい つは意義が ありそう
だなんて、 この頃神 妙なんだ から」
「ツネプ ロがねえ 」
そのとき 、暖簾の陰から婆さんがぼくを睨んでいるのに気付いた 。
「いつ まで長々と 喋ってる の」と、い つもこう だ。そ のくせ、一 部
始終に耳をそばだてている 。壁に耳あり、などというものではない 。
下宿人なんて、半人前以下のやっかいものとでも思っているらしく 、
遠慮な ど露もみ せず、容 赦なく踏 み込んでく る。
「あた しゃね 、嫌な目に 会ってる んだよ。ま た家の中 じゅうひ っく
り返 されたら 、たまった もんじゃ ないからね 」
婆 さんは、 いまでも昔 のことを 執拗に覚え ていて 、新しい 入居者
が来 る度にこ うつけ加え るのを 忘れない 。なんでも 、三十数 年前の
学園 紛争のさ なかに過 激派の内 ゲバに遭 って、壁も ふすまも ガラス
も全 部やら れたらし い。
「 まさか、 そういう のじゃない だろうね 」
類いにも れず、ぼ くもその尋 問の洗礼 を受けて いる。も し仮に、
そういう〝 危険人物 〟がいた としても 、自分か ら名乗り出 る筈もな
いのに、と バカらし くなっ てしまう。
婆さんがテーブルを叩き始めた。これ見よがしに高い音を立てる 。
「なに か」
「なん でもない」
ぼく は、受話器 を手に包 み、婆さん にクルリ と背を 向けた。そ の
途端、 喉の奥から 生温か いものが こみ上げて きた。
本当 に吐き気が 突き上げ てきた のだ。ぼく は、腹の 底に澱んだ も
のを 、そこら にぶちまけ てしまい たい衝動に かられて 、あわて てし
ゃが み込んだ 。ぼくをと り巻くあ たりの空 気が、悪 意に満ち た濃密
さで まつわり ついてくる 。みぞお ちのあた りに、熱 い塊とひ いやり
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した塊の 部分とが あって、 互いにあい いれない 〝主張〟 で、相手 の
出方を うかがって いる。
「気が 変わったら 来てよ」
宮田 町というバ ス停で、 バスを降 りた。
今田からのハガキに、「瑞光寺（Ｍ郡宮田町）。午後一時、文系玄
関に 集合」と あったのを 無視して 、ちょうど 通り合 わせたバ スに一
人で とび乗っ てしまった 。
気 が変わっ たから来た のではな い。日頃 から、マ ンドリン とテニ
スの ほかには なにもな さそうな 祐子や、 唯物論至上 主義の西 村教授
たち が、都 心から四 十キロも離 れたこの 山奥の寺ま で来て、 いった
い なにを始 めるとい うのか。そ の行方を 覗いてみ たくなっ ただけの
ことだ。
ぼくの頭 の中には 、祐子から の電話が あったと きから、 蛇が棲み
ついてしま っている 。
あのとき 、自分の 部屋に這 い戻って 、ぼくは 洗面器にヘ ドを吐い
た。腹の 底から突 き上げて くるものを 、息を切 らし、涙 を流しな が
ら吐い た。泡に包 まれたも のや、血の 色をした ものを 吐きながら 、
自分の 体から力と いう力が 萎え落ち 、しまい には空気 よりも軽く な
って、 ふうわり漂 い始める のを感 じていた。
その とき天井の 、それま でじっ と壁にはり ついてい た蛇が、い き
なり蒼 黒く光 る鎌首を立 て、次の 瞬間、その 蛇の姿は 、スウッ とぼ
くの 頭の中に 消えていっ た。
国 道を横切 った。
あ たりには 、家らしい 家はな い。いま 来た道の大 きくカー ブした
とこ ろに、 はるかに ガソリンス タンドが 見えている 。
ど こかで ウグイス が鳴いてい る。稚拙 な鳴き声だ 。
水を張っ た周囲の 田圃では、 蛙が激し く鳴いて いる。あ まりに一
斉に鳴きた てるため 、まるで 森閑とし た静寂の うちにいる という錯
覚に陥って しまう。
国土地理 院発行の 二万五千 分の一の 地図を拡 げた。等高 線の密に
なった ところにポ ツンとあ る瑞光寺ま で、約四 キロとふ む。国道 か
ら県道 に出て、さ らに県道 を離れて山 道に入 り、曲が りくねった 道
を歩か ねばならな い。
三十 分ほど歩い たところ で県道と 別れた。 左に大き く折れた砂 利
道が、 木立の奥 に続いて いる。杉 や桧や椎や カシの雑 木が、鮮 やか
な緑 を滴らせ ている。車 一台がや っと通れる くらいの 薄暗い道 は、
十日 ばかり降 り続いた雨 に洗われ 、ところ どころに 深い窪み が露出
して いる。
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急勾配に なって きた。ゆ っくり歩い ているの に、Ｔシャ ツの背中
から尻 にかけ、び っしょり 濡れてくる 。傘とタ オルと 文庫本を四 、
五冊入 れただけの ショルダ ーバッグ が、意外 な重量を 感じさせる 。
後ろ を振り返る と、高い 木々に遮 られ、い ま別れて きたばかり の
県道は 、もう視 界に入ら ない。カ シの葉の隙 間に、単 調に伸びる 国
道が、 うっす ら光ってい る。
バカ バカしく なってき た。こん な山道の奥 に、なに をしにや って
来た というの だ。もとも と、今田 みたいな 案内者気 取りの、 なにか
につ け見栄を きろうとい うやつ の目算な ど端からわ かってい る。
結 論も、読 めている。
す べてのも のは、偶 有に過ぎ ないのだ 。すべての ものは、 虚であ
り 、無であ り、空に 移行するま でのつか の間の仮 定でしか ない。そ
れは、歴史 が証明し ている。そ れが、壁 に向かっ て何時間 、いや何
年座ってみ たって、 どう変わ るもので もあるま い。
胸が爆発 しそうに 苦しい。
ここまで来ると道は細くなり、膝をこすほどの雑草が伸びている 。
茨や茅 草もおい茂 っている 。ときおり 、気味の 悪い動 物の声にも 似
た鳥の 鳴声があた りを裂く 。
道を 間違えたの ではない か、と心 細くなっ た。どう 考えても、 あ
の祐子 や西村教 授たちが 、好んで 来るような ところで はない。彼 女
たちが 、たと え一歩足を 踏み入れ たとしても 、怖じ気 を覚え、 すぐ
にひ き返して しまうに違 いない。 それほど、 あたり の空気は 湿り、
木々 が覆い被 さってくる 。
何 度目かの 地図をとり 出した。 国道をＴ 字に折れ て、池の 上手で
県道 と別れ、 のぼりに 向かうく ねった細 道に入る。 やはり、 この道
より 他には ない。
い まなら まだ間に 合う。いま 下りてし まえば、ま だ大学行 きのバ
スに間に合 うかもし れない。し かし、そ のとき 、ぼくの頭 の中にす
っかりとぐ ろを巻い てしまっ た蛇が、 ぬめりを 帯びた声で 微かに囁
いた。
「見栄っ ぱりで気 取屋の今 田は、祐子 や明美や 西村教授ま でおび き
出して しまった」
それに しても、 祐子たち はどうした というの だろう。 午後一時 に
文系玄 関に集合、 というの だったか ら、ぼく よりは先 の筈である 。
だとす ると、ほん のいま 、この道 をのぼって 行ったと いうことに な
る。
ぼく より後ろ なのだろ うか。彼 らの方が後 ろだとす ると、下り る
わけ にはいか ない。この まま上に 進むより ほかなく なってし まう。
ぼ くは再び 意を決して のぼりに かかった。 湿った 草の葉が 、一足
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ごとにズ ボンにか らまる。 濡れて重く なったズ ックの底 が、肌に ま
つわり つきそうな 音をたて 、粘膜質の 地虫を踏 みつけ たりする。 足
音に驚いたのか、ふいに背後で 、バッタが翅音をけたてて飛翔した 。
ぼくは まるで、誰 も訪うこ とのな い、木下闇 に閉ざさ れた墓地に で
も彷徨 い込んだ のだとい う、憂欝 な気分に陥 り始めた 。
息を 飲んだ。
雑 木の切れ 目の光の輪 の中に出 た途端、ぼ くは空が 直角に 折れて
いる のかと思 った。
ふ り仰いだ 眼の前に、 杉の古木 を左右 に配し、甍 を青空に 突き立
てた 僧堂が あたりを 圧している 。桧色の 梁、赤銅色 の軒。ま だ新装
な ったばか りと見え る瑞光寺の 真下に出 たのであ る。そし て、山門
に横付けの まま止ま っている赤 いカロー ラ。高い 石垣の下 をめぐっ
て、ゆるや かに伸び ている車 道。
玄関横の 八畳間に 入ってい くと、祐 子と西村 教授が頓狂 な声をあ
げた。
「ほう 、君が来る とはねえ 」
西村 教授が上座 にいて、 なおも不思 議そうな 顔をす る。
「どう して、一人 で黙って 来たの 」
「どう してって 」
理由 はあるの だ。
「だ って、五 人までだっ たら、一 緒に車で来 れたの に」
祐 子が、唇 を尖らせる 。
「ど ちらの方 からいらし たんで すか」
新 しく加わ ったぼくの ために 、茶をい れていた寺 の奥さん が訊い
た。
「 宮田町で 降りて」
「まあ、宮 田町で。 それで、タ クシーは すぐに つかまりま したか」
「歩いて来 たんです 。地図を 見ながら 」
奥さんは 、ぼくよ りも祐子 たちの方 を見回し た。あの道 は、国道
に直結す る車道が 出来てか らというも の、農家 の人たちが 山仕事 で
ときど き利用する ぐらいで 、この一年 ばかりは 殆ど通う 人もない と
いう。
「車道 に入るんで したら、 二つ手前 の停留所 で降りな いと駄目な ん
です。 地図には出 てない んでしょ うね、まだ 」
「バス で来る人 もあるか と思って 、ちゃんと 停留所の ことも調 べて
いた のよ、ほ ら。だって 幸田さん 、来るなん ていわな いもん」
明美 が、不 服そうにメ モを拡げ て見せた。
「文 系玄関前 に集合って ことにし てたんだ から、こ れは幸田 のミス
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だよな」
ふすま を開けて 、今田が 入って来た 。縦縞の 袴に、黒 い衣を着 て
いる。
「そう よ、はっき りしない からだ わ。でも、 邦彦さん らしいこと か
もね」
祐子 は、ジャ ージの膝 を揺すっ て笑い出し た。
ムッ ときた。 しかし、 ぼくには ぼくのやり 方がある 。大体、 参禅
会に 車で乗り つける方が どうかし ている。
「山 道をのぼ ってくるっ てのも いいもん でしたよ」
「ほ ほう、幸 田らしく ない殊勝 な台詞だ な。汝の狭 き門より 入れっ
てや つだ。 おっと、 これは禅門 には関係 ない」
「 いえ、私 どもも同 じです。と ても大切 なことで すわ。も っとも皆
さん、ここ では宗派 のことなど に、少し もこだわ らなくて いいので
すよ。宗教 以外のこ とでもな んでも、 自由に話 されていい のです」
西村教授 のことば を、奥さん がやん わり受け た。今田が いつかい
っていた Ｋ大出の 奥さんと いうのは、 この人の ことだろう か。脂気
のない髪 は後ろで 束ねてゴ ムの輪で結 び、膝の 丸くなっ た茶色の ズ
ボンを はいている 。顔は痩 せて小さく 、前歯の 一本が 半分ほど欠 け
ている 。今田は、 和尚は檀 家まわり で忙しく 、参禅会 の方は奥さ ん
の方が 熱心なんだ といって いたが 、そんな印 象には遠 い。
「わたしたち、子供が三人、よそ様からお預かりしている子が一人、
それに お爺ち ゃんお婆ち ゃんでし ょう。つい いけない とは思い なが
らも 家事にか まけてしま って、座 るのを怠っ てしま うのです よ。読
みた い本もい くらもある のですけ ど、ちっ とも進ま なくって 。だか
ら、 こうして 皆さんが集 まって 、いろい ろお話を聞 かしてく ださる
のが わたしの 一番の勉 強なんで す」
「じ ゃ、こ んなにし てわたした ちが押し かけてきて も、それ ほどご
迷 惑じゃな いと」
「そうです 。ぼくな んかいつも 奥さんか ら、来 たい人はい つでも誰
でも連れて らっしゃ いといわ れている んです」
傍から、 今田がい った。
「ええ、 来たい方 はどなた でも結構で す。嫌に なられた方 は、他 の
方の迷 惑にならな いよう、 黙って去ら れればい いだけで す」
「ずい 分、厳しい ことと伺 いましたけ れど」
いつもに似合わず、祐子がおずおずと訊いた 。明美も、首を縮め、
寒そう な目をして いる。
「わた したちに 出来るこ とといえ ば、ただ座 ることだ けです。 難し
いと いえば難 しいし、や さしいと いえばこん なにやさ しいこと はあ
りま せん」
「ただ座っとればいいのですか。この齢になって迂闊なことですが 、
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また棒切 れでひっ ぱたかれ るのかと怯 えていま したよ」
西村教 授のおど けた調子 のことばに つられて 、祐子と 明美が胸 を
撫で下 ろした。
「棒切 れでひっぱ たいたり 、公案 というもの を与えて 、それに対 峙
させる という方 法もある のです。 でも、ここ は違いま す。ただ、 じ
っと座 ってい るだけです 。しかし 、これが意 外と大変 なんです 」
今田 が、膝の 上で軽く 指を組む 格好をして みせた。 ぼくは、 今田
のこ の殊勝面 がどうにも 気にくわ ない。
「そ のお、足 が痛くはな りませ んか」
今 度は、明 美が小さな 声で訊い た。
奥 さんは静 かに微笑 んで、
「 何年座っ ても痛い ものです。 たまらな いくらい ですよ。 でも、ず
っと続けて いると、 その痛さが 一種の緊 張になっ て、快い とさえ思
えるときも あります 。要は、 痛さにと らわれな いことです 。痛さは
痛さとして 、手放し にしたら よいと思 います。 どうしても 我慢でき
ないとき は、足を 崩しても いいんです よ」
と、こと もなげ に答える 。明美は、 わかった ようなわか らないよ
うな表 情で、目を 瞬かせて いる。
「今日 はその、わ たしたち だけで」
西村 教授が、お 茶をすす りながら いった。
「黒田 さんや吉 村さんは どうされ ます」
「吉村 さんは いつも七時 頃ですか ら。黒田さ んは、確 か当直と か」
「とすると、今日は殆どぼくたちだけということになりますね。あ、
先生 、今日は 正式の参禅 会じゃな いんです 。いわゆ る、その 来たい
者だ けが集ま って、とい うやつ ですから 」
今 田はそう いいながら 立ち上 がって、 玄関の方を 見やった 。
「遅 いです ね、和尚 」
奥さんは 、この時 を待ち構え ていたの か、にわ かに動作 が厳しく
締まってき た。背筋 をしゃん と伸ばし 、長い本 堂の板の間 を音をた
てず、先頭 に立って 歩く。 そして、座 禅堂の入 口で合掌し たままぼ
くたちの 入室を待 った。
今田の あとに西 村教授、 そのあとに 明美、祐 子、それに ぼくとい
う順番 で続いた。 西村教授 も明美も初 めての くせに、 今田のする し
ぐさの とおりにさ っさと入 室してい く。祐子 も、部屋 に向かって 軽
く会釈 をすると、 そろり と左足を 踏み入れた 。
ぼく の心には、 この場に なって 、いよいよ 躊躇する ものがある 。
この まま後ろ も見ずに駆 け出して しまいたい 。
ちら っと奥 さんの横顔 を見た。 これまでと は別人み たいに、 表情
のな い顔をし ている。よ くお通夜 の席で見 かける、 あの抑揚 のない
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顔だ。ぼ くがそこ にいるこ となど知ら ぬ気な、 石にも似 た顔だ。
興味が ない、と いうわけ ではない。 しかし、 これは質 のよくな い
セミナ ーの類では ないか、 という思 いが強い 。
とに かくぼくは 、今田た ちがこれ から始め ようとす ることの、 入
口まで は確かに 見届けた 。
「いけ ね、も う始まって らあ」
「ミ チ、急げ 」
「に いちゃん 、待ってっ ていって るのに」
ぼ くが後ず さろうとし て、殆ど 腰を浮か しかけた ときだっ た。本
堂の 板の間に 小さな足 音が乱れ たかと思 うと、坊主 頭の中学 生ぐら
いの 子を先 頭に、四 人の子供が 走り込ん で来た。最 も幼い女 の子は
ま だ四、五 歳ぐらい であろうか 。日向の 匂いを体 いっぱい に包み、
息せききっ ている。
「深呼吸を して、並 んで。ミ チが一番 前」
中学生の 子が、遅 れて来た女 の子の 手をとっ て、自分た ちの先頭
に立たせ た。
「静かに ね、そっ と入るん だぞ」
女の子 がピョン とお辞儀 をすると、 いわれた とおりに 抜き足差 し
足で入 っていく。 背中を突 き合って いたあと の三人も 、同じしぐ さ
で入っ ていく。
最後 の一人を見 送った奥 さんは 、ぼくに軽 く会釈し て、とうと う
自分か ら先に 入室してし まった。
ぼくには、くるりと背を向けたときのその奥さんの背中が、
「嫌 に
なっ た方は、 いつでも去 られて結 構なので す」とい っている かのよ
うで 、思わず 、後ろに従 って入 ってしま った。それ は、自分 でも不
思議 なくらい 、体の方 が勝手に 動いてし まったのだ った。
「 背骨を伸 ばし、首 筋もぐんと 伸ばしま す。顎を 引いて、 舌を上顎
にしっかり とつけて 口を結び、 後頭部で 天を突 き上げるか たちにし
ます。目は 普通に開 いて、少 し視線を 下に落と す程度です 」
「そして、 自然に呼 吸する 。この姿勢 は、小さ な人間的思 いを投げ
出すのに 最も適し た姿なん だ。思いが 湧いてき ても、それ にとら わ
れない こと」
八畳の 間で、奥 さんと今 田がかわる がわる説 明してく れたこと ば
が、い くらかは耳 に残って いる。ぼ くは、右 隣の今田 の格好を見 な
がら、 足を組んで 指を結 んだ。芯 のない綿入 れの座布 団が、なか な
か尻に なじまな い。膝を 揺すり、 肩を振って みた。
その ぼくの靜 座を待っ ていたの か、息を半 分ほど吸 いかけたと こ
ろで 鐘が鳴り 始めた。不 意打ちを くらった 格好で、 ぼくはあ わてて
吸い 込んだば かりの息を 吐き出し 、そのま ま呼吸を 止めた。 鐘は三
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つ鳴った 。三つ目 の鐘が鳴 り終った途 端、それ までざわ ついてい た
部屋の 空気が、い っぺんに 鋭く張りつ めた。
鐘の 余韻が、頭 の上を流 れていくの がわかる 。音とい うものは 、
小さな 粒子の波で あるとい うが、 まさにその 音は、い く分尾を震 わ
せなが ら、サラ サラ流れ ていく。
音は 、ふと立 ち止まり 、やがて ぷつりと途 切れた。 どこかの向 こ
う岸 に一滴残 らず落ち尽 くした、 という感じ だった 。
鐘 の音の去 ったあとに は音はな い。
と 、思った のもつかの 間、今度 は、これ までとは 全く逆の 方向か
らの 音が、大 音響に聞 こえてき た。座禅 堂の裏手を 流れるら しい磧
の水 音が、 突然あた りを揺るが せ、浮上 してきた。
ま るで、飛 沫をあ げて轟く大 滝ほどの すさまじさ だ。
屋根の上 で鳴く雀 の声だって 、怪物じ みている。 一陣の 風。その
風に翻る楠 の葉擦れ の音など は、のぼ りがはた めくぐらい の迫力が
ある。
自分の吐 く息の音 にも驚か される。 自分自身 が、共鳴箱 の働きを
してしまうのだ。鼓動の音が 、すぐ耳の傍で鳴る。ひょっとしたら、
心の思 いだって伝 染してし まうのかも しれない 。
性根 をすえた。 こうなっ たら、じた ばたして も始ま らない。
実際 、なんのこ とはない 。足など ちっとも 痛くない 。西村教授 の
間の抜 けた講義 を聴くよ り、何倍 も楽だ。む しろ、あ まりにも単 純
過ぎて もの足 りない。
今田 を見や る。まっす ぐ壁に向 かい、座っ ている。 呼吸も涼 し気
に通 っている 。
し かし、自 分とどう違 うとも思 えない。 高校の頃 から来て いると
いう から、も う五年以 上もの経 験を積ん だ筈の今田 と、たっ たいま
始め たばか りの自分 と、たいし てなにも 変わってい ない。
今 田の右 隣の西村 教授は、早 くも一回 目の足を組 み替えた 。吐く
息の間隔が 、忙しく 伸びたり縮 んだりす る。痛 みに耐えか ねている
のだろうか 。
祐子の肩 は、とき どき小刻 みに揺れ る。いく 分、右肩の 方に重心
が片寄る とみえ、 その傾き を修正する ために、 軽く首を左 に振る 。
いきなり、腹の底にめり込んでくる野太い音で 、鐘が二つ鳴った 。
部屋の 空気がどっ と崩れた 。一回目 の止靜が 終ったの だ。
子供 たちの、ウ ォーとい う声が起 こる。奥 さんが、 その声を穏 や
かにた しなめて いる。
今田 は肩を静 かに揺す り、頭を 軽く回して いる。西 村教授は、 立
ち上がろうとして、あやうく前のめりに躓きそうになった。額には、
ぬめ りそうな 脂汗を光ら せている 。明美も 、泣き笑 いの態で 、台座
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を下りよ うとする 。
ぼくは 、弾みを つけて立 った。どこ も、なん ともない 。この二 倍
でも、 三倍の時間 でもぶっ 続けに座 っていた って、な にごとでも な
い気が する。みん なの疲弊 した表 情が、憐れ でならな いくらいだ 。
ぼく たちは、一 呼吸のう ちに片足 をもう一 方の足長 の半分だけ 進
めると いう、 恐ろしくゆ っくりし たテンポで 床を歩く 。左の拳 を胸
の前 に伏せて おき、右の 手でこれ を上から覆 い、両 肘は拳と 水平に
なる ように張 る。そして 、のろの ろと狭い 方形の堂 内を一周 する。
経品 （きんひ ん）といっ て、仏 の歩む法 だと、奥さ んと今田 が実演
して みせたの で、迷わ ない。
一 呼吸に半 足。一呼 吸に、ま た半足。 またまた一 呼吸に、 また半
足 。わずか に半足歩 き、深く吸 い、大き く吐く。
普通に歩けば二十歩足らずの堂内が 、まるで果てしない原っぱだ 。
それにし ても、無 言のまま、 ただ前の 人物の背 中だけを 見て一列
に歩くこの 様は、仏 に従容と 従う姿と いうより 、大時代的 な演技の
臭みを感 じさせる 。前の背 中がのんび りしてい て、思わず 突っかか
りそうに なるとき など、吹 き出しそう になって しまう。
再び 、鐘が三つ 鳴った。
目の 前の障子を 見詰めて いる。
庭の 藤棚の青い 蔓が、紙 を透い て見える。 勢いよく 伸びた蔓の 先
端が、 棚を離 れ、首を振 っている 。それが、 ときには 大きく逸 れ、
山門 横の鐘楼 の瓦を薄緑 色に掃い たりする。
蔓 の向こう に、白い国 道が北に 向かって伸 びてい る。暮れ 始めた
空の 下には、 県道も、曲 がりく ねった細 い道も見え る。薮の 中を、
息せ き切って のぼる自 分の姿も 見える。
急 勾配を息 を弾ませ ながらの ぼってく るぼくの目 は、鱗木 の生え
繁 った雄大 な大陸を 見ている。 燃える太 陽の光の 輪の中か ら、一匹
のニクトサ ウルスが 現われたか と思うと 、河の 上流に湧い ているジ
リンギクチ ス目がけ 、いきな り急降下 を始めた 。
雲が流れ ている。 日射しも 遅々と移 っていく 。杉や桧や 椎やカシ
の雑木の 山が、鮮 やかな淡 緑色に輝き 、次には 濃青色に変 化する 。
ひょっ としたら 、ぼくの 心はしっか り研ぎ澄 まされ、見 える筈の
ないも のまで見え 始めたの かもしれな い。障 子という 確かな障壁 が
ありな がら、この 寺の庭の 風景や、 山の色や 、暮色を 帯びた空の 色
まであ りありと見 える。
ただ 座っている というだ けで、 ぼくにはな にもかも が手にとる ほ
どに 見える。
もしかしたら、行者が難行苦行の末に手に入れるという悟りとは 、
こん なにた易 いものなの かもしれ ない。
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そのとき ぼくは 、背後に 黒い影が立 ち、骨ば った太い手 が伸びて
くるの に気付かな かった。
ふい に、その手 がぼくの 頭を揺すっ た。そし て、両肩 を思いき り
後ろに ねじ曲げた 。背骨も 、息が 止まりそう なほどに 引き上げら れ
た。影 は、無言 だった。 無言のま ま、すさま じい重量 で、のしか か
ってき た。
途端 に、障子 の色がた だの煤け た紙の色に 変わった 。藤棚も 消え
た。 鐘楼の屋 根も、白い 国道も、 どこかに 消しとん でしまっ た。
ね ずみ色に くすんでし まった〝 ただの紙 〟には、 樹の間を 洩れて
くる 希薄な日 が、ぼん やり影を 落として いるだけだ 。
腋 の下から 、汗がど っと吹き 出してき た。額から も、首筋 からも
湧 いてくる 。全身の 毛穴という 毛穴から 、湯滴が 玉となっ てせり上
がってくる 。
ぼくの体 は、熱気 球のそれだ 。カッと 燃えあが り、いま にも空中
への離陸を 始めよう としてい る。本体 をつなぎ とめていた ボルトの
ねじが、 いきなり 荒々しく 引き千切ら れてしま ったのだ。
何時間も 過ぎた と思った 。とてつも ない時間 の堆積が、 唸りをあ
げなが ら頭上を過 ぎていっ た。
ぼく は、恐る恐 る目を開 いてみた。 漠とした 風景の 中に、砂塵 の
余韻が 残っている 。まだい まもく すぶり続け る燃え殻 から、うっ す
ら白い 煙がたち のぼって いる。汗 と煤にまみ れ、口や 鼻には夥し い
砂粒を 詰め込 んだまま、 ぼくはそ こに倒れて いた。
規則 正しい 今田の呼吸 が聞こえ てくる。静 かに息を 吸ったと 思う
と、 しばらく 止め、やが てゆるや かに吐く 。吸う、 止める、 吐く、
吸う 、止める 、吐く。ぼ くは、 自分の呼 吸が今田の 呼吸に比 べて、
異常 に早いの に気付い た。今田 が二回し 終るうちに 、自分は 三回が
終っ てしま う。どう かすると、 四回目に 入ることだ ってある 。
今 度の時 間は長い 。一回目は あっとい う間に終っ たのに、 今度は
ばかに長い 。確か 、五十分といった筈だ 。一回目の経験でいうなら、
もうとうに 一時間は まわって いるに違 いない。 鐘を打つこ とを忘れ
ているので はないだ ろうか 。みんな、 その間違 いに気付い ているく
せに、知 らんふり をして待 っているの だ。
さきほ どの黒い 影は、和 尚に違いな い。和尚 が遅れて入 ってきた
ため、 それまでの 時間を帳 消しにした のだ。 要するに ぼくたちは 、
何十分 かの時間を 余分に座 らされて いること になる。
ぼくは、腹の前に組んだ腕をいく分ずらして、時計を覗いてみた。
だが、 ようやく 針は三十 分を越え たばかりの ところを 指してい る。
まだ 三十分。 もう一度 覗いた。 しかし、飴 色の秒針 は、間違い な
く銀 白色の円 上を確実に 刻んでい く。
祐 子の肩が 、かなり傾 いている 。思いきり 開いた 腿のつけ 根のあ
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たりが、 小刻みに 震えてい る。Ｔシャ ツの胸が 不規則に 波をうつ 。
西村教 授は、と きどき上 体が揺れる 。そして 、そのま ま前に倒 れ
込み、 しばらくあ やうい均 衡を保っ ている。 と思うと 、ようやく 思
い出し たという具 合に元の 姿勢に 引き戻す。
あと 、二十分あ る。あと 二十分も 、このま まの姿勢 で座ってい な
ければ ならな い。
いっ たん〝時 間〟が意 識の中に 入ったぼく は、その 時間とい うも
のが 、とんで もない悪魔 なのでは ないかと 思えてき た。
朝 、目覚ま し時計と格 闘してい るときの 二十分、 酒を飲み 歩くと
きの 二十分な ど、あっ けないほ どあっと いう間に過 ぎてしま う。そ
れが いまは 、岩とな り動かない 。まるで 、機転のき かない〝 頑迷な
学 者〟みた いに、筋 を曲げない 。
息が詰ま ってくる 。膝の上に 組んだ腕 が急に重た くなっ た。入室
する前に済 ましたば かりなの に、尿意 を催して きた。早さ を増した
鼓動が下腹 のあたり で脈打ち 、時折冷 いやりし た感じで、 ペニスの
先端にま で這いの ぼってく る。
「幸田まで行くんじゃないだろうな。今田なんて 、底が知れてるぜ。
あんな 見栄っぱり の、唐変 木の尻につ いて行く くらい なら、はな か
ら寝て た方がまし だ」
とい っていた村 上のこと ばが、ふ と浮かん できた。
「産む といって きかねえ んだ。バ カなやつだ よ、女っ て」
村上 は、一級 下の教育 学部の子 と同棲して いる。あ れからどう し
たろ う、と普 段は思いや りもしな いことが気 にかか る。女の 方は、
結婚 してくれ なくてもい い、とい っていた 筈だ。い ま頃は、 その子
と一 緒に正門 前のビリヤ ードに でも入っ ているかも しれない 。あい
つのことだから、またなにかうまい逃げ道を考えるに決まっている 。
「 山のお天 気は変わ り易いんで すよ」
奥さんが 、廊下の 網戸を閉め 、八畳の 間に戻っ て来た。 もうすっ
かり暮れて いる。夕 方までは 、初夏の 日射しが まばゆいほ ど照りつ
けていたの に、夕食 が終っ た頃からど ろりと雲 が垂れ込め てきた。
裏山を吹 き渡る風 の音にも 、どことな く湿りが 感じられる 。
「これ は、一雨き ますね」
今田が ライター を鳴らし た。
祐子 が八人分の 湯呑にお 茶を注いで いる。奥 さんは 、膝の上に 女
の子を 抱き上げ、 和尚の 横に座っ た。
「ミチ 、お前の 歯見せて みい」
「う わっ、た まげた、真 黒だい」
おか っぱ頭 の子が口を 開いて、 三人の男の 子に喉の 奥まで見 せて
いる 。
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「また、 キャンデ ィ食って る」
一番上 の子が人 差し指の 先で、黄色 い飴のひ っかかっ ている女 の
子の歯 をちょっと 突いた。
「うん 、お姉ちゃ んにもら ったよ 」
女の 子は屈託が ない。
「また あ、夜 中に痛いっ て泣くぞ 」
「い くら泣い ても、お医 者さん、 遠いんだか らな」
「い まはなん ともないん だもん」
女の子は、不服そうに顔をしかめた 。男の子たちが 、
「見ろ、見ろ」
とは やしたて た。奥さ んは、そ んな女の 子の頭を撫 でながら 、三人
の男 の子た ちを目顔 で制してい る。
「 楽だった わ。最初 、慣れない うちは、 いったい 五十分も もつのか
しらと心配 だったの に、二回目 のときな ど、もう 済んだの かって思
った」
明美が弾 んだ声で いった。
「いやあ 、君には 感心した 。見かけに よらんも んだねえ。 ずっとこ
う、しゃ んと背筋 が伸びて 、ちっとも 揺れない じゃない か。ぼく な
ど、足 が千切れそ うなほど 痛くってね 。それで も、思 ったよりは 楽
だった 」
西村教授が、照れ臭そうに茶をすすった。
「お見事でしたよ 、皆さ
ん。な かなかこ うはいか んもんで す。わたし が入って いったとき に
は、ち ゃんと やってらっ しゃった 。遅れて来 るなどと いうはし たな
いこ とで、わ たしの方が 教えられ る思いがし ますな あ」
和 尚が、剃 りあげたば かりの頭 をピシャリ と叩い た。色の 黒い、
大き な顔の真 中に、愛嬌 のある 丸い目が 笑っている 。ぼくは 、あの
背中 をぐいと 引っ張り 上げた黒 い影の主 が、この目 の前の和 尚と同
一人 物であ るとは、 まだ信じら れない気 がする。な にか強大 な、牡
牛 みたいに 猛々しい 存在を想像 していた のだが、 この和尚 の顔はあ
まりにも愛 くるしい 。
「あら、わ たし、和 尚さんが 入ってい らっしゃ ったこと、 ちっとも
気付きませ んでした 」
「わたし も知りま せん。た だ、足が痛 いばかり で」
祐子は 、勝手慣 れた様子 で、台所と の間を行 ったり来た りする。
すると 、和尚が 入ってき たのを知っ ているの は、ぼく だけとい う
ことに なる。誰も 、背後か ら矯正さ れた者は 、他にい ないという こ
とにな ってしまう 。
「おと うさんが 来たの、 知ってる 」
女の 子が舌足 らずの声 でいった 。
「ほ う、わか るか」
「だ って、匂 いでわかる 。お線香 の匂いが するんだ もん」
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「ふむ、 だったら 、お堂の 中にもたく さんお線 香焚いて るぞ」
「うん 、それに煙 草の匂い 」
「あ、 そうかそう か」
和尚 は、衣の胸 をはだけ て豪快に 笑った。 厚い胸毛 の奥には、 汗
の玉が 吹きこぼ れている 。
「わた しもい ま着いたば かりです が、こうし て初めて 座られた 方た
ちの 顔を見て ると、本当 に晴れば れとしてま すね。 ついつい 、昔の
こと を思い出 しますよ」
夕 食のとき 、
「吉村 」と紹介された男が、隅の方から眼鏡の顔を出
した 。この町 の農協に 勤めてい るとかで 、瑞光寺に 足を運び だして
十年 以上に なるとい う。まだ、 三十代の 若さだ。
「 皆さんの 顔を見て いると、座 禅という のはただ 長く続け てさえい
ればいい、 というの じゃないと いうこと がよくわ かります 」
「わたしな ぞも、そ の資格が あります かな」
「ええ、そ りゃあも う十分で す。ここ においで になったと いうこと
自体、な にかの縁 でしょう 」
「そうい われると 恥ずかし い話だが、 わたしの 学門には 神も仏も 登
場しま せんでね。 いえね、 わたしは歴 史をやっ ている 教師のはし く
れです が、そもそ も神や仏 に最も近 い分野に いる人間 のくせに、 い
まがいままで毛ほども思い至りませんでした 。しかし、なんですな 、
人間の 究極は人 間ではな い。そう 思い知らさ れました なあ」
西村 教授が、 いやにも ののわか ったふうな いい方を する。ぼく に
は、 教授のこ の豹変ぶり がどうに も信じられ ない。 山を下り たら、
いま のことば など、ケロ リと忘れ てしまう に違いな い。いつ もの教
授の 持論から してみて、 これぐ らいのこ とで変質す るような 代物で
はな いことは わかって いる。
「紆 余曲折 は人の常 です。信じ られんも のは己れで す。己れ ほどや
っ かいなも のはあり ませんな。 どれ、救 うてやろ うと、仏 が手を差
し伸べてお られる先 からひょい と逃げて しまう 。例えは悪 いが、千
円やろうと いうのに 、十円し かいらん と、イヤ イヤをして るんです
からな」
「座禅と いうのは 、仏と同 じ命を生き ていると いう姿なの ですね 。
始めも なければ終 りもない いまの命を 、仏と一 緒の命を 、わたし も
生きて いますとい う証しな のですよね 」
「ハハハ、家内のいうことは難しゅうて、わたしにもようわからん。
わたしは難しいことはなにもいわんと、ただ座るだけにしとります。
また、 座るだけ しか能が ないんで すよ」
和尚 が、よく 光る頭を 太い指で ボリボリ掻 いた。
「い ま、奥さ んがいわれ ました、 始めもな ければ終 わりもな い命と
は、 どういう ことですか 」
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ややあっ て、ぼ くは口を はさんだ。 ぼくの本 題に触れる ことばに
やっと 出会った、 と思った 。満を持し ていた、 といっ てもよい。 始
めもな く、終りも ないなど というバ カな話が あるわけ がない。
「それ は、不生不 滅、不増 不減な どという生 滅を超え た存在のこ と
をいっ ているの です。そ して仏は 、生滅を超 えた存在 そのもので あ
るので す。わ たしたちに は、なか なか理解し 難いこと なのです けれ
ど」
「生 滅を超え た。それは どのよう に証明す るのです 」
「信 じて座る 、それが証 明なの です。た だ座る。そ して、自 分が仏
と一 体である ことを感 じること です」
そ れみろ、 とぼくは 思った。 宗教家は ことばに窮 すると、 すぐに
信 じれば足 るという 。信じられ ないから 、なんと か説明し てくれと
ぼくらは頼 んでいる のに、ただ 信じろと いわれて も、なに をどう信
じていいか わからな い。
第一、こ の世に気 の遠くなる ほど広 大な宇宙 があって、 その中の
ちっぽけ な星にぼ くらは住 んでいる。 そのぼく たちは、何 十億年と
いう無生 物の時代 や、一億 数千万年の 恐竜の時 代などを 経て、ひ ょ
んなこ とでこの世 に生まれ てきた。お まけに、 日本と いう島国の 、
昭和と いう時期に 、父が誰 、母が誰 、兄や弟 や妹が誰 という複雑 極
まる確 率の中に生 まれ、平 成など といういま の世に生 きている。 ぼ
くたち の前には 、夥しい 〝なんと かザウルス 〟や、北 京原人や、 耶
馬台国などが累々と死に絶え、広大無辺の宇宙にだって寿命がある、
とい うではな いか。
ぼ くは、こ の方程式の 中に入り 込むとき、 決まっ ていいよ うのな
いジ レンマに 陥ってしま う。足 元を踏み しめること が出来ず 、無限
の時 空を、た だひたす ら墜ちて いくより ほかなくな る。とど まると
ころ もない 。それな のに、墜ち ていく筈 の己れの影 もなけれ ば、闇
も 、底も、 時空さえ もない。
「信じて座 る。ただ 、それだけ ですか。 そんな ことを信じ よという
のですか」
ぼくのこ とばには 棘がある 。
「どんな 規則も生 み出しな がら、すべ ての規則 を超えてい る、と い
うのが 命の実体な のです。 つまり、宇 宙も、わ たしたち も、みん な
が一つ につながっ た命を生 きているの です。 その同じ 命の中にあ っ
て、そ れらを超え た存在と して、ま た、自ら を超えた 存在として あ
るのが 仏なのです 。証明 するとか しないとか いうこと は、あまり 意
味のな いことか と思いま す。現に 、わたした ち自身が 、一本の 糸に
つな がれてい るというこ とを知れ ば済むこと ですから 」
奥さ んは、 落ち着いて いる。女 の子の頭を 撫でなが ら、真直 ぐに
ぼく の目を見 て静かに話 す。
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「奥さん のいわれ ることも わかります 。そこで 、百歩譲 って、ぼ く
が奥さ んのことば を信じた としましょ う。だと しても 、もう一つ 疑
問は残 ります。そ の、仏自 身は死な ないのか 、という ことです」
「不生 不滅のその ものなの ですか ら」
奥さんは、「まあ」という表情のまましばらく口をつぐんでいたが、
珍しく ことば を荒げ、断 定した。 いい終った あと、キ ュッと口 元を
ひき 結んでい る。
す っかり奥 さんを怒ら せてしま ったらしい 。いくら か後悔 に似た
とま どいが、 胸をよぎっ ていく 。
で も、まだ 疑問は残る 。生まれ もしな いものがど うして最 初から
在る という のですか 。ぼくたち は、同じ 命の糸につ ながった もの同
士 というの なら、ど うして牛や 豚や、米 を殺して 食わない と生きら
れないので すか。
「あの、ご めんなさ い。わた しがこん なこと答 えたって、 しかたが
ないんです ものね」
奥さんは 、ふっと 溜息をつ いた。膝 の上の女 の子が、テ ーブルの
最中をね だってい る。
男の子 たちはつ まらなく なったのか 、二階の 勉強部屋 に行くと い
って出 ていった。
「ああ 、それだが 、答えに なるか どうかしら んが、わ たしが答え よ
う。と にかく、 われわれ 衆生や木 石が限りあ るもので あることは 間
違いな い。そ こでだが、 この世の 中でのわれ われは、 単なる一 面の
生き 方をしか していない と、わた しは思うて いる。 これが最 初であ
り、 最後であ るなどとい うのでは ないのだ 。以前に もわれわ れは在
った 。以後に も在る。と 、こう 考えてお る。もちろ ん、死ぬ ること
には 違いない 。しかし だな、そ いつは一 面でしかな いわれわ れがく
たば ったに 過ぎない ということ であって 、奥の深い ところで はどっ
こ い生きて いるのだ 。ほら、庭 の銀杏が 良い例だ 。いま、 びっしり
と繁ってい る葉っぱ がわれわれ だ。この 葉っぱ どもが、去 年の葉っ
ぱのことを知っているかな 。来年や再来年のことを知っているかな 」
ここまで いって、 和尚は女 の子の手 に最中を 握らせ、自 分も一つ
口に放り 込んだ。
「実は 、去年もわ れわれは 葉っぱじゃ った。来 年も、再 来年も葉 っ
ぱであ るわけなの だ。いや いや、枝の はしく れである かもしれん 。
しかし 、銀杏の大 木は、い つのとき も亭々と 生きてい る。雨が降 ろ
うと、 風が吹こう と、同 じ一つの 命を変わら ず、な」
それ では答えに ならない 。なん で、葉っぱ の一枚一 枚と根幹と を
一緒 にするの だ。まして 、葉っぱ の一枚が自 分である とするな ら、
秋の 日に舞い 落ちてしま ったら、 それでお しまいで はないか 。根幹
だっ て、いつ か枯木とし て朽ち果 てていく 日がある のは目に 見えて
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いる。
「こい つは、わた しも少し 混乱してき た。まず い例え だったかな 。
キリストなどは、一粒の麦落ちて死なずば 、というている 。つまり、
永遠の 命を生きる ためには 、この 肉の存在が 死なねば ならぬとな 。
あんた のいう、 無だか空 だか知ら んが、そい つに落ち てみんこと に
は、な にも始 まらんとな 。わたし は単純だか ら、どこ にどう転 げ落
ちよ うが、生 きようが死 のうがど うでもよい と思っ ている。
わ たしは、 信ぜよとか いう押し 付けがまし いことは ようい わん。
ただ 、座るだ けしかない と思う ている。 なるように しかなら んと、
己れ をおっぽ り出して おるんだ 」
和 尚は、傍 の大団扇 をつかっ た。一台 しかない扇 風機の風 が、横
か ら生ぬる い風を送 ってくる。
正座の膝 を崩さず 、黙ってた ばこを吸 っていた今 田が、 ゆっくり
顔を上げた 。
「確かに宗 教家はす ぐに信ぜ よといい ます。こ れはぼくた ちにとっ
て、すご く安易に 映る場合 があります 。信ぜよ といわれて も、簡単
にはいき ません。 ぼくたち には分別と いうもの が先にた って、と か
く理屈 をつけたが ります。 どうしよう もない窮 地に追 い込まれた と
きでさ え、理屈は なかなか 筋を通し てくれま せん。信 じるという 入
口を突 き抜けるこ とはやは り難し いことです 。吉村さ んみたいな 人
を見て いてさえ 、そう思 います」
自分の名前を呼ばれた吉村は、あわてて眼鏡の縁を指で押し上げ 、
わた しのよう な者のこと など、お 話しする値 打ちも ありませ ん、と
手を 振りなが ら後ろに退 がった。 そうして 壁際まで 退がると 、膝を
ずら した格好 のまま俯い てしま った。が 、しばらく 経って、
「た だ、幼い ときに母 を亡くし ましてね 」と、小さ く呟いた 。
「そ れから 、お父さ んも亡くさ れた」
「 母が死ん だのが七 歳のとき、 父のとき は小学六 年でした 。三つ下
の妹もおり ました」
俯いたま ま、吉村 はポツリポ ツリとこ とばを拾 い始めた 。
「母が死ん でからと いうも の、父は昼 間から酒 を飲んで、 ギャンブ
ルに溺れ るように なりまし た。母が死 んだとい うことの意 味もよ く
わから ないわたし たちは、 電灯もつか ない部屋 で、毎日 腹を空か し
て泣い ていました 。悲しく て淋しくて 、わた しは何度 母を探しに 、
妹と二 人で、夜の バス停に 立ったか しれませ ん。街ま で干物を売 り
に行っ た母が、い まにも ひょっこ り帰ってく るのでは ないかと思 っ
たので す。
その うち父は 、化粧の 派手な女 を連れてく るように なりました 。
酔っ てふらふ らになった 二人が」
吉 村は、眼 鏡をはずし て、指先 でガラスの 玉をこ すった。 痩せた
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喉仏のあ たりには 、剃り残 された顎髭 が一本、 ひょろり と伸びて い
る。
「父は 、漁に出た まま帰ら なかった のです。 わたしは 伯父夫婦の 家
に、妹 は叔母夫婦 のところ に、そ れぞれひき とられま した。いま 思
えば、 決して不 幸ではな かったの ですね。
でも 、わたし は父を恨 みました 。学校にも 殆ど行か ず、チンピ ラ
まが いのこと をするよう になりま した。酒も おぼえ て、いつ か同じ
中学 の子と、 関係までで きてしま ったので す。父へ の復讐、 そうで
す。 それは、 父がわたし たちに したと同 じことを、 全く同じ ように
する ことだっ たのです 。
あ る日、わ たしは兄 貴分から こっぴど く殴られま した。組 の金を
ち ょろまか している というので す。わた しには身 に覚えの ないこと
です。もっ とも、そ んな言訳な ど通用す るところ ではあり ません。
腕も上がら ず、目も ふさがっ てしまう ほどに殴 られたわた しは、ア
パートに戻 って、実 はとうに 伯父夫婦 の家をと び出して、 一ＤＫの
アパート に転がり 込んでい たのです。 女の子の 顔を力まか せにひっ
ぱたきま した。な ぜだかわ からないけ ど、そう せずには いられな か
ったの です。涙が 止めよう もなく零れ るのです 。
こん なこと、ど うでもよ い話ですね 。でも、 そのと きわたしは 、
父は泣 いていたの ではなか ったか 、と思った のです」
吉村 は、テーブ ルの脚の あたり をしきりに 撫でてい る。青白い 頬
が骨の 形に突 き出し、こ わばって いる。
西村 教授は 腕組みをし て、口を ひき結んで いる。祐 子は、膝 の上
にか かえた茶 碗の中を見 詰めたま ま、動か ない。
「だ から、わ たしには理 屈のい いようが ないのです 。父がわ たしの
中に 生きてい る、ただ そう感じ ただけな のです。こ んな考え は、あ
るい は間違 っている かもしれま せん」
「 ぼくは、 吉村さん のお話を聞 くたびに 、まず謙 虚であれ 、と思う
のです。ど こまで行 っても、わ れわれの 能力に は限界があ る。それ
は、はっき り証明が なされて います。 犬の耳に は聞こえる ものが、
人間の耳に は聞こえ ないと いうではあ りません か。頭の毛 一本生や
そうたっ て、どう にもなら ないではあ りません か」
今田が 少し鼻に かかった 声で、勢い 込んでい った。
だから 信じれば 足る、と いいたいの であろう が、そこ には飛躍 が
ある、 とぼくは思 っている 。限界が ある、完 璧ではな いぼくら人 間
が、で は完璧だと いう存 在をどう やって信じ よ、とい うのか。限 界
ある存 在が、限 界のない 存在に仮 に乗っかっ たとして も、いつ か振
るい 落とされ てしまうの がおちで あろう。
この とき、 また、あの ぼくの頭 の中の蛇が 、光る腹 をくねら せ、
よじ らせなが ら、にわか にぬらぬ らとうご めき始め た。
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「なるほど 、これは脳細胞の入れ替えをせにゃならんらしい 。なに、
わたし もちょうど 潮時と思 うとりまし た。こん なにく たびれた脳 ミ
ソなど 、犬にでも 食わせて しまわね ばならん 。おっと 、犬にでも 、
なんて 、これはタ ブーでし たな」
西村 教授は、ど こまでも 調子がよ い。
「その 中学の 女の方、い まはどう なさってい るのです か」
明美 が思い詰 めた表情 で、テー ブルににじ り寄った 。
「い まの妻で す。それか ら八年ば かり別れ ていたの ですが、 大阪の
水商 売で失敗 して帰って きたと ころにひ ょっこり会 って」
明 美の瞳に 、思わず喜 悦の色が 浮かん だ。
「奥 さんは 、子供が 産めない体 になって いらっしゃ るんです ね」
今 田がまた 余計な ことをいう 、とぼく は今田を睨 み付けた 。
九時から 二時間の 止靜は、た まらない ほど苦痛 だった。 鐘が三つ
鳴り終えた 途端に、 すでに戦 意をなく してしま った。それ でも足を
組み、指 を印に結 び、背筋 を伸ばした 。そして 、鼻から腹 へ、腹か
ら鼻へと 呼吸を通 わせる。
なんで 、こんな 大仰な格 好をしなけ ればなら ないのか 。本当に 仏
という ものがある のなら、 ほんの数 秒でも身 を投げ出 してしまい さ
えすれ ば、わかっ てもらえ ようと いうもので はないか 。それとも 、
仏とい う方は意 地の悪い 方で、五 時間以上座 ればＡで 、それ以下 は
Ｂなど という エンマ帳を 書き付け ているのだ ろうか。
同じ 仏でも 念仏になる と 、
「ナムアミダブツ」と唱え終るか終らな
いう ちに、大 無量寿仏が 救いに現 われると いう。だ とすると 、この
禅の 仏と、念 仏の仏とは 全く別 の方なの だろうか。 念仏の仏 は慈悲
にあ ふれた温 厚な大人 の風貌で 、禅の仏 は苦悩に満 ちたかな り理屈
っぽ い方で 、などと 考えている うちに、 和尚の手が またいき なり背
中 に伸びて きた。
祐子が、 下宿のぼ くの部屋に いる。も う終バス だけしか ないとい
うのに、立 とうとい う気配 はない。コ ップには 、半分以上 の水割り
が残って いる。
「君の部屋、まだ無理だね。バルサンは 、そう簡単には消えないよ 」
祐子は 夕方、消 毒をして いるので部 屋に入れ ない、と いってぼ く
の下宿 にやってき た。カフ カを返す ついでも あったか らちょうど よ
かった 、とケラケ ラ笑っ て、その まま座り込 んでいる 。
ぼく には魂胆が ある。手 を伸ば せばすぐ届 きそうな 近くに、祐 子
の胸 がある。 膝をずらす たびに、 やわらかい 腿に触れ る。
「そ うね、困 ったわ」
「い たらいい よ、ここに 」
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「ここに 。なにか 、下心が あるんでし ょう」
祐子は 、薄く染 まった目 元で、いた ずらっぽ く笑って いる。今 夜
の祐子 は、とにか くよく笑 う。
「違う 、違うよ。 ただね、 君が帰 れないんな らここに いたってい い
ってい ってるだ けさ。ぼ くは、村 上のところ にでも転 がり込むか ら
さ」
「村 上さんの ところ。ま さか、彼 女がいるの よ」
「だ ったら、 石井のとこ ろにでも 」
ぼ くはあわ てて石井の 名前をも ちだした 。喉の奥 がカラカ ラに渇
いて 、自分の ことばが どこかひ きつって いるのがわ かる。ぼ くの心
臓は、いまにも張り裂けてしまいそうに高鳴っている。
「いまだ」と、
初 めて祐子 の肩を抱 く瞬間のこ とを思っ て、体を 硬くこわ ばらせて
いる。
ぼくはま だ、女の 体を知らな い。テレ ビや写真 では、何 度も際ど
い場面を見 ているし 、医学部 の友人か らは専門 書を借りて 読んだこ
ともある 。深夜、 ふと隣の 部屋から洩 れてくる すすり泣き みたいな
声に目覚 め、吹き 上がって くる自分の 欲情を始 末したこ ともある 。
それな のに、間 近に祐子 の息遺いと 重量を感 じると、 自分の体 が
消しと んでしまい そうなお ののきを 覚え、萎 縮してし まう。
「わた しの背中に は大きな 黒子が あるのよ」
祐子 が、頬杖を ついたま までい った。
いよいよぼくは、〝男らしく〟最後の決心をしなければならない。
「ポ ンと体を 投げ出して しまえば 、あとはな んとか なるのさ 」と、
割れ 落ちそう な声で、激 しく熱い 息を吐き 始めた蛇 が、耳の 傍まで
下り てきて叫 んでいる。
「こ こから覗 いてみて 」
祐 子はブラ ウスのボ タンを一 つはずし た。
「 いまだ」
わけのわ からない ことばを発 すると、 ぼくは祐 子の肩に 猛然と覆
い被さって いった。
と、思っ たぼくの 指は空を 泳いで、 ボトルを わしづかみ にしてい
た。トボ トボと、 粘っこい 液体をコッ プに注ぐ 。祐子のコ ップに も
注いでやる。殆ど溶けてしまった氷を 、氷皿の水の中からつまんで 、
二人の コップに落 とす。
ぼく は、全く意 味をなさ ない作業を 、黙々と 続けた 。そうでも し
ていな いと、垂れ 込めて きた重苦 しさに、圧 しつぶさ れてしまい そ
うにな ってくる 。
「ね え」
熱い 息が、 ぼくの首筋 にねっと りからみつ いてきた 。
「そ んな」
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ぼくのこ とばは 、いっぺ んに宙に弾 けとんだ 。ぼくの手 は、もの
すごい 早さで祐子 を押し広 げ、熱く燃 えさかる 火口の 中に突進し て
いった 。
ぼく は、激しく と乱れて いる自分 の呼吸で 我に返っ た。
室内 灯から放 たれる薄 暗い光が 、ぼくの影 をぼんや り障子に映 し
出し ている。 その影が障 子の細い 桟に折れ、 いびつ な闇の色 を結ぶ
かと 思えば、 次の瞬間に は灰白色 に際限も なく拡散 してしま う。
ぼ くが揺れ ている。い や、ぼく の心象の 中のぼく の影が、 揺れ動
いて 止まない 。
ぼ くの心の 芯には、 まだいま のみだら な想いの余 韻が、糸 を引き
渦 巻いてい る。喉の 奥には、熱 くただれ て乾いた あとのし こりがあ
る。印を結 んだ指に は、ぬるり とした祐 子の肌の 感触が生 温かく残
っている。
どこかで 、虫が鳴 いている。 情欲の 火を吹き そそり、淵 の底にま
で誘い閉 じ込めて いきそう な鳴き方で ある。
祐子を見 やった 。少しば かり右肩が 落ちてい る。右肘も 、こころ
もち硬 く縮んでい る。しか し、鼻腔を 通じる呼 吸は、 ものさしで 計
ったみ たいに規則 正しい。
ぼく は、はっき りと祐子 にも見え る角度ま で体を開 いた。和尚 の
手が伸びてこないように、せいいっぱい背筋を伸ばし、肘を張った 。
ぼく は目を凝 らした。 祐子の膝 が、小刻み に震え始 める筈だ。 シ
ャツ の胸元が 、ふいにあ えぎ始め る筈だ。し まいに は、体を 投げ出
し、 泣き崩れ てしまうか もしれな い。なぜ なら、祐 子は、ま ぎれも
なく いまのい ままで、ぼ くの共 犯者であ った筈なの だから。
だ が、ぼく の試みは徒 労に終 わった。 祐子は、ぼ くがここ にいる
こと さえ知 らぬ気に 、一点に目 を止め遠 くを見詰め ている。 瞼も動
かなければ、瞳も動かない。唇には、いく分丸みのある鼻梁の影が、
淡い隈を投 げている 。白い首筋 には、豊 かにカ ールされた 髪の一部
が、小さな 砂嘴のか たちにか かってい る。
一週目の 西村ゼミ を休んだ 。ゼミど ころか、 山を下りて からとい
うもの は、下宿か ら一歩も 出ていない 。
ぼんや りノート をひろげ ては、〝な んとかザ ウルス〟 の詩を書 こ
うと思 っている。 霧の色に 似た詩の 気分が、 ようやく ぼくをまと い
始めよ うとはして いるの だが、ち っとも焦点 が絞れな い。
〈いき なり空が 裂け、お どろおど ろしい声が 「去れ」 ともの憂 げに
囁い たかと思 うと、五十 トンもあ る臨月のネ メグトサ ウルスは 、そ
のま ま、前脚 を二つに折 ったその ままの姿 勢で、化 石した〉
こ こまで書 いて、あと が進まな い。もう、 三日も 同じ字面 を眺め
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ている。
ぼくの 周囲には 、インス タントラー メンの空 き袋が、 いくつも 転
がって いる。最初 のうちは ポットの 湯をかけ て食べて いたのに、 だ
んだん 面倒臭くな って、生 のまま かじりだし た。とっ ておきのボ ト
ルは、 わずかに 二ミリぐ らいを残 すだけで、 振ればた よりないか す
かな音 をたて る。
西村 教授や、 祐子に会 いたくな いのだ。山 を下りる ときには 、し
かた なく今田 のカローラ に便乗し たのだっ たが、西 村教授は 「もう
一度 是非来た い。できた ら、ゼ ミのみん なで来たい もんだ」 などと
いい 出す始末 で、すっ かり閉口 してしま った。祐子 は祐子で 、明美
と二人で、まるでピクニックから帰るみたいにはしゃぎ、
「やっ ぱり
街 が一番ね 」と、着 いたら真先 にピザを 食べに行 く約束を 交わして
いた。
これだか ら、西村 ゼミはくだ らない。 もう今年 の単位な んかどう
でもいいか ら、こん りんざい 西村教授 たちの顔 など見たく ない、と
思ってし まう。
ぼくは、 ぼんや りしてい ると遠くか すんでし まう頭をガ ンガン叩
きなが ら、やっと 続きらし いものが浮 かんでき た支離 滅裂なこと ば
を、ノ ートに刻み 始めた。
〈一億 年もの風雪 に耐え抜 いた巨 大な議事堂 の苔むし た議場では 、
首相の チンタオ ザウルス の長老が 、いかめし い角をそ びやかし、 降
り注ぐライトの中を、ゆっくりと演壇に歩み寄った。
「見よ 、われわ
れの 上に戦禍 の時代が過 ぎて久し い。われわ れ民族 は、英知 と、博
愛と 、血のに じむ努力と によって 、永久の 平和を確 立した。 〝神の
姿に 最も近い 〟われわれ の前途 には、果 てしない永 劫の未来 が約束
され ている」 首相は、 やおらこ ぶしを天 に振り上げ 、カメラ のフラ
ッシ ュが燦 然と焚か れる瞬間に 身構えた 。燦然と、 燦然と、 その地
鳴 りのよう な瞬間が 焚かれた〉
ぼくは、 書いてい るうちに、 耳の奥の 方から起 こってく る底知れ
ない目まい を感じ、 机の上に 突っ伏し た。部屋 が回り始め たのだ。
ゆるやかに 、そして鋭い音をけたてて 、部屋が回っていく 。
「〝 神 の
姿に最も 近い〟な んてこと は陳腐なこ とばさ」 と、耳元で ヒュー ヒ
ュー鳴 る蛇のだみ 声も混じ っている。
「幸田 、おい幸田 」
誰か がぼくの背 中を叩い ている。
「おい 、まさか 死んじゃ いるまい な」
ぼく は、スロ ーモーシ ョンみた いに振り返 った。村 上が立って い
る。
「な んだ、お 前生きてい たのか」
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生きてい たかは ないだろ う。
「祐子 に聞いたら な、お前 がずっと顔 を見せな いとい うんで、ち ょ
っと期 待して来て みたわけ だ。しか し、この 部屋の臭 いはなんだ 。
このく そ暑いのに 、窓は閉 めきっ てさ。黴に 食われて 、それこそ 死
んでし まうぞ」
「いら ぬお世 話だ」
と、 いおうと してやめ た。間近 に人の声を 聞いたの は何日ぶ りだ
ろう 。
「ほ ら、彼女 からの差し 入れだ 。それに ことづても ある。〝 なんと
かザ ウルス〟 の詩が完 成したら 、できる だけ早くお 出かけく ださい
まし 、だと さ」
村 上は、ス ーパー の袋を机の 上に放り 投げた。
「それに 、もう一つ報告だ 。明美たち 、不穏な行動を始めたぞ。
『東
洋の神秘。 禅の歴史 的探求』 なんてテ ーマをで っちあげ、 今田が教
組みたいな 面をして 、椅子禅 なんても のを始め たのだ。三 十分も、
阿呆みた いに黙っ て座って いる。もっ とも、ツ ネプロの方 はてんで
渋い顔を してやが る。俺は ふてくされ て盗み見 してたん だ。そう し
たらツ ネプロのや つ、情け なさそうな 目をして 、机の 上の例の虫 の
食った 本をあちこ ちめくっ たりする 」
「それ がなんだ」
「これ でおしま いだ。帰 るぜ」
「ま、 待て、 急ぐなよ。 どこに行 く」
「俺 か、俺だ って用事は いくらも あらあ。こ う見え ても、ご 多忙な
んだ 、俺様は 」
「で 、どうな った」
「ど うなった 」
「教 育学部 の」
「 ああ、あ いつのこ とか。俺あ 知らねえ よ」
村上は、 手荒にド アを閉めて 出て行っ た。あと に、柑橘 系のオー
デコロンの 匂いが残 った。
ぼくは、 そのまま 仰向けに 畳の上に ひっくり 返った。腹 の皮が背
中にまつ わりつき そうなほ ど空腹なの に、村上 の残してい った匂 い
が鋭く 胃の腑にさ しこんで きて、祐子 のくれた 袋を覗い てみる気 に
もなれ ない。
ぼく は、隣のア パートの 壁の照り返 しを受け て、ほ んのり明る い
天井の 節目を、見 るとも なしに目 で追った。 節目は、 一枚の板に 必
ず二、 三個ずつ あって、 とりわけ 大きい節目 が、ちょ うどあの 瑞光
寺へ ののぼり 口で見た地 図のよう に、年輪の 過密に寄 ったとこ ろに
ポツ ンと一つ はめ込まれ ている。 その節目 からは、 煤けた細 いクモ
の糸 が垂れて いて、どこ からか通 ってくる 風の通り 道にでも あたる
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のか、か すかに揺 らめいて いる。
講義を終えた学生たちが 、大講義室を出始めた 。「半チャンどうだ 」
と、パ イを積む真 似をする 者がい る。バイク のヘルメ ットを被っ て
出てく る者もい る。ミニ スカート の子もいる 。しかし 、どの顔も み
な一様 に眠た そうな表情 をしてい る。
渡り 廊下の柱 の陰で、 ぼくは祐 子を待って いる。必 須の「原 論」
だか ら、祐子 が彼らのう ちにいる ことは間 違いない 。こうし て見て
いる と同じ学 部の同じ学 年の連 中なのに 、ずい分知 らない顔 がいる
のに 驚かされ る。四、 五人が一 塊になっ て出てきた あと、し ばらく
間が あいて 、二人が 出てきた。 それが最 後だった。
祐 子が原論 を休む ことは、殆 どない。 祐子の時間 割では、 原論の
あとは本館 二階の西 村ゼミに向 かうこと になって いる。で あるのな
ら、この渡 り廊下を 必ず通る 筈だ。
ぼくは、 外に向か って開け放 たれた ままの講 義室を覗き 込んでみ
て、誰も 残ってい ないのを 確かめると 、もうど こにも行く あてがな
いのに気 付いた。 ノートも テキストも ない。昼 過ぎに起 き、ふと 祐
子のこ とばを思い 出して出 て来たのだ 。
ポケ ットを探っ てみた。 数枚の硬貨 が指に触 れる。
百年 にもなろう かと思わ れるカイ ズカイブ キが、異 様な影を落 と
している砂利道を歩き、通用門わきの購買部に入った。購買部には 、
書籍や 日用品 が貧弱に並 べられた 店舗の他に 、テーブ ルが五つ だけ
の小 さな喫茶 室がある。 安いだけ が取得のコ ーヒー と、イン スタン
トの 紅茶と、 それにトー ストぐら いしか置 いていな いコーナ ーのく
せに 、名前だ けは「ラウ ンジ」 などとし ゃれている 。
学 生たちは 、味にはう るさい ので、こ のラウンジ に寄る者 などあ
まり いない のだが、 ちょうど三 時限目の 退けどきと も重なっ たため
か 、五、六 人の先客 がいる。
ぼくは、 テーブル に空きがな いので、 しかたな く壁に立 てかけら
れたパイプ 椅子を広 げて腰を 下ろした 。高校を 出たばかり という年
格好の、額 の狭い店 員にア イスコーヒ ーを注文 すると、返 事もせず
に鼻歌を 歌ってい る。音響 のよくない スピーカ ーから低く 流れて く
るロッ ク調の曲に 合わせて 、カウンタ ーを叩き ながら歌 っている 。
ときどき拍子の狂う中指がカウンターを叩くたびに、「米軍基地撤
去」と いうプレー トが、紺 地のシャ ツの胸で 揺れ踊る 。購買部職 員
の無愛 想はいまに 始まっ たことで はないが、 彼女はそ れこそニコ リ
ともし ない。ニ コリとも せずに、 一方の指で 灰の部分 が長くな った
たば こを口元 に運ぶ。
彼女 を見て いると 、
「このキャンパスは、凄かったんだぜ」と村上
がいっていたことばが、いくらかはわかる気がする。
「門にも、教室
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にも、学 部長室に も、それ に購買部に もだ。め ぼしいと ころには い
たると ころにバリ ケードを 築いてさ、 そこに何 か月も 寝泊まりし て
たんだ 。どういう ことだか わかるか 。やり放 題、し放 題というわ け
だ。おまけに、学生でもなんでもない女まで引きずり込んできてよ 。
機動隊に追われて逃げたやつらが残したものは、アジビラでもない 、
ヘルメ ットで もない、山 をなすゴ ム製品だっ たという 」
村上 はどこか ら仕入れ てくるの か、こうい うネタに は詳しい 。も
ちろ ん、好き 者の村上の いうこと だから、 かなりの 誇張が含 まれて
いる ことは、 ある程度割 り引い て考える 必要がある 。
そ れにして も、このキ ャンパス のどこ に、そんな エネルギ ーがひ
そん でいた のだった ろう。いま のぼくら の仲間には 、教授に ノート
を 突きつけ る者など いやしない 。みんな 、半分は なんとな くわかっ
て、あとの 半分はな んとなくわ からない まま、じ っと時間 の過ぎ去
るのを待っ ている。 突然、発 作的に騒 いだかと 思うと、次 の瞬間に
はケロリと 忘れてし まってい る。その くせ、講 義中に居眠 りさえろ
くにでき ない。
─赤黒色 の旗竿を かざし、 白や赤や青 のヘルメ ットが、 大講堂の 前
を渦巻 いてくる。 鋭い笛が 、あたりの 夕闇を切 り裂く 。激しいシ ュ
プレヒ コールが湧 き起こる 。怒号が とび交う 。ガラス が叩き割ら れ
る。投光機を発しただいだい色の光が 、夜空に躍り上がり 、屈曲し、
絡まり 合う。催 涙弾が続 けざまに 放たれる。 悲鳴が上 がる。紫煙 が
もうも うとた ちこめる。
ぼく は、四 、五年前、 テレビの 特集で見た このキャ ンパスの 光景
を思 い出す度 に、中世代 の巨大な 恐竜が、 突然薄闇 をついて せり上
がっ てくるの ではないか という 恐怖を覚 えるのであ る。
「あ ら、や っぱり来 てたのね」
祐 子がぼ くの背中 を軽く叩い た。いつ の間に入っ て来たの だろう
か。祐子に は似合わ ない、猫み たいな素 早さだ 。
「いやに浮かない顔で、黙然と座っているじゃない 。どうしたのよ」
祐子の声 は明るい 。どうし たのよ、 なんて急 に切り込ま れても、
ぼくの沈 んだリズ ムから、 祐子のリズ ムに切り 替えるのは 容易で は
ない。
「明美 が教えてく れたのよ 。邦彦さん が購買 部に入っ ていくのを 見
たって 。ちょうど 、コート に出よう としてた とこよ」
祐子 は 、
「アイスティー」といって、抱えていたラケットと、大き
な紙袋 を傍のテ ーブルの 隅に下ろ した。ロッ クの店員 が、あか らさ
まに 不愉快な 表情をみせ る。祐子 の方は、気 にもなら ないらし く、
パイ プ椅子を 壁からはが し、ぼく の膝近く に座った 。かすか な汗の
匂い が鼻先を かすめる。
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「ゼミは 」
「ゼミね 、今日は休講 。ツネプロのやつ 、とうとう熱を出したのよ 。
この暑いさかりに 、二、三日前からグスグスやってたわ。それをね、
山のせ いだってい うんだか ら」
西村 教授らしい ことだと 、ぼくは 口に含ん だばかり のコーヒー を
あやう く吹き 出しそうに なった。
「あ いつ、山 を下りると きまでは えらく威勢 のいい 口ぶりだ ったく
せに 、あれか らからっき し駄目な のね。突 如、一方 的に通告 してき
たの よ。ゼミ のテーマは 、やっ ぱり『近 世労働史』 にするっ て。君
たち 学生は、 いまは知 識の吸収 に努める べし。なに よりも、 客観的
論理 性の涵 養を第一 にすべしっ てね。そ の理由がふ るってる と思わ
な い。古く さいんだ なあ」
祐子は 、抑揚をつけてしゃべりだした 。小柄な割に豊かな胸には 、
木彫りのア イヌ人形 が下がっ ている。 薄く小さ な唇には、 うっすら
紅を引いて いる。
「今田さ んたら、 ちっとも 怒らないの 。時期が くれば、ツ ネプロも
わかって くれるっ て。明美 なんか、唾 でもひっ かけたい って口惜 し
がって るのに。だ ってね、 せっかく徹 夜までし て資料 を作ったん じ
ゃない 、ほら、こ れ」
祐子 は、テーブ ルの紙袋 を指さし た。
「やる 気がない んならな いと、最 初からはっ きりいう べきよ。生 返
事をし ていい 加減にひき 伸ばして いるからへ んなこと になるの よ。
男ら しくない のよね、ほ んとに」
「今 田はすん なり諦めた の」
「一 回や二回 でうまくい く方が 間違って るって、こ ちらは悟 りきっ
てる んだから 。今田さ ん、もの わかりが よすぎて、 ときどき たまん
ない ときが ある。ち っとも、怒 った顔見 せないのよ 」
「 村上たち が、ツネ プロをそそ のかした とか」
「それはな いと思う わ。村上さ ん、自分 のこと でいっぱい で、どっ
ちだってあ の人関係 ないのよ 。教育学 部の子と 別れて、今 度は、薬
学部の子と 一緒にな るとい うじゃない 」
祐子は眉 をひそめ た。以前 には、祐 子も誘わ れたと聞い たことが
ある。 しかしぼく は、村上 にはなにか 人を酔わ せずには いない、 崩
れた媚 薬みたいな 魅力があ ると思って いる。
「石井 さんも駄目 。単位さ えもらえ ば、なに ゼミだっ ていいって い
うくち 。でも、ツ ネプロ の無節操 さには劣る わ。なん てったって 、
癌はツ ネプロ」
数少 ないゼミ の女の子 に、こん なにまでい われると は、西村教 授
も落 ちたもの だと、ぼく はむしろ 同情した くなって きた。
ひ ょっとし たら、教授 は教授な りの筋を通 してい るつもり なのか
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もしれな い。衆愚 の声は声 として、一 応は尊重 してみせ るという 、
彼なり の方法で。
もと もと、この 齢までか かって〝科 学的階級 論〟で固 めた頭が 、
たった 一回の座禅 の経験ぐ らいで 揺らぐとい うことの 方が、どう か
してい る。熱を 出したと いうのも 、自分でア ドバルー ンを打ち上 げ
てはみ たもの の、引っ込 みがつか なくなって しまった 挙句の、 アレ
ルギ ー反応の 表れなのか もしれな い。
「あ いつ、こ の大学では かなりの 顔でしょ 。マスコ ミにも結 構受け
てる し。しか し、実体は 違うの よね。小 心でへ理屈 屋の、要 領がい
いだ けの男な のよね」
狭 い部屋の 熱気で汗 ばんでく るのか、 祐子は何度 も首筋を ハンカ
チ で押さえ る。
「それに」
「まだなに か」
「邦彦さん だって、 なにを考 えてるか わかりゃ しない。あ なたが、
最初から 乗り気じ ゃなかっ たってこと は、わか ってる。で も、ちゃ
んと山に も来たん じゃない 。それなの に、あれ っきりゼ ミにも姿 を
現わさ ないし」
「ぼく は、君たち みたいな つもりで 行ったん じゃない んだ」
「わた したちみた いなつも りって 。わたした ちに、一 体なんのつ も
りがあ るという の。なん にもわか らないから 行ったん じゃない」
「その お、つ まり、君た ちの場合 、読めてる んだ、最 初から。 東洋
の神 秘、現代 の奇跡」
「ち っともわ かりゃしな い。すぐ にごまか してしま うんだか ら。意
見が あったら 、はっきり いうべ きよ」
「結 局、空に 帰すって やつだ。 〝なんと かザウルス 〟みたい に、ぼ
くら だって 」
「 またその 話なの。 あなたの感 傷には、 付き合っ てられな いわ。わ
たしたちは 、もう少 しは冷静に 自分を見 詰めよ うとしてる のよ。ど
こから来た のか。な んなのか って。こ れ、わた したちの、 本当に切
羽つまった 問題とし て、な のよ」
「だから 、そのま るで〝冷 静な〟今田 たちと結 託して」
「まあ 、ツネプロ みたいな こといい出 すんだか ら」
祐子は 、まじま じとぼく の顔を見詰 めた。
「違う よ、だから 、君は今 田たちと 一緒にな って、そ の、また、 山
にも行 こうという わけだ 」
「当然 じゃない 。そのた めに、苦 労してたく さんの資 料も作っ たの
よ。 それを、 ツネプロや あなたと きたら、平 気で後ろ 足で砂を かけ
るみ たいな言 訳をするん だから。 いい加減 にしてよ 、もう」
ラ ウンジの 客たちが、 びっくり して振り返 るほど の声で、 祐子は
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叫んだ。 叫んで、 そのまま 突き出した 唇の先が 、膨らん だり縮ん だ
りする 。組んでい た足も下 ろして、真 正面から ぼくを 睨み据えて い
る。
ぼく は、祐子が そのまま 膝の上の バッグを 引き寄せ 、テーブル の
ラケッ トと紙袋 を掴んで 、とび出 して行くの ではない かと思った 。
「ねえ 」
しば らくの間 、瞬きも せずにぼ くの顔を見 据えてい た祐子は 、や
がて ゆっくり 視線を逸ら すと、コ ップに半 分ほど残 っている アイス
ティ ーを、一 息に飲んだ 。そし て、急に 思い詰めた 表情にな った。
「わ たしのア パートま で来て」
バ スの中で 、祐子 は一言も口 をきかな かった。開 け放した 窓から
躍り込んで くる風に 髪をなびか せ、じっ と窓の外 を見詰め ていた。
祐子は先に部屋に入ると 、開いていたカーテンを閉じた 。そして 、
ぼんやり薄 暗くなっ た部屋に ぼくを招 じ入れ、 化粧棚から ブランデ
ーをとり 出した。
「お祝い をしたい のよ」
「お祝 い」
「そう 、三周忌よ 」
「三周 忌、お祝い 」
祐子 は答えずに 、二つの グラス にブランデ ーを注い でいる。
「これ 、まだ 封を切った ばかりよ 」
祐子 は、ぼ くのグラス に自分の グラスを合 わせると 、目を閉 じて
一口 飲み込ん だ。そして 、喉が焼 けそう、 とふうっ と息を吐 いて、
やわ らかいウ ェーブのか かった 前髪を掻 き上げた。
「こ んな話 、どう。 その子の父 親はある 都市銀行の 支店長で 、母親
は 書道塾の 先生。な に不自由な く暮らし ていたわ け。おま けに、そ
の子の成績 はかなり のものなの 。数学の 家庭教 師もついて いたわ。
その家庭教 師ったら 、貧相な 小男でド 近眼なの 。それでも 、れっき
とした大学 の大学院 生よ」
祐子はテーブルに肘をつき 、指の中でグラスを揺らしながらいう 。
目は、 そのブラン デーの浮 いたり沈ん だりする あたりを 、いたず ら
っぽく 見詰めてい る。
「父親 はいつも午 前さま。 母親だっ て、外か ら度々遅 くなるって い
う電話 をかけてよ こすの 。でもそ の子、そん なこと別 に気にもと め
てなか ったみた い。友達 にも両親 のこと、と ても自慢 してたの よ。
とこ ろが母親 、そのう ちに二ま わりも若い 副部長だ とかいう男 の
人を 、ときど き連れてく るように なったわ け。たい そう腕の たつ人
だと かで、秋 の文化祭の 打合せな んだって 。でも、 考えてみ たら、
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まだ春が 終ったば かりよ。 その子、と きどき応 接間に下 りていっ て
みれば 、母親たち 、お習字 の話なんか そっちの けで、 お酒を飲ん で
は音楽 を聴いたり してると いうの。 大事な受 験生の女 の子がいる 家
で、そ れも十一時 も十二時 もまで よ」
祐子 は、指を折 って、天 井の方を 見ながら なにかを 思い出すし ぐ
さをし た。
「そ して、六 月の蒸し暑 い日、そ う十一時頃 だった らしいわ 。急に
応接 間が静か になったん で、あら あの人帰 ったのか しらと思 って、
トイ レに下り ていったわ け。そ れで、ふ となんの気 なしに母 親の部
屋の 前に立っ たの。ド アを叩こ うとして 、あわてて その手を 引っ込
めた のよ。
瞬 間胸がズ キンと きて、その まま金縛 りにあった みたいに 立ちつ
くしてしま ったとい うわ。いく ら優等生 だからと いったっ て、いま
なにが始ま っている かぐらい わかるわ よ。
でも、そ の子もふ うがわりな 子なの よ。次の 朝には、い つもと変
わらない 顔で母親 に会った らしいわ。 そのかわ り、例の大 学院生と
できたと いうわけ 。そして 、その大学 院生は、 その日で お払い箱 。
その子 、涙もみせ なかった というわ」
「まさ か」
「まあ 、いやだわ 。これ、 友達に 聞いた話よ 」
祐子 はケラケラ と笑った 。面白 そうに目を 細めて笑 いながら、 ま
た一口 ブラン デーを含ん だ。
「で も、その 子の気持、 わかるん だ。こう、 なんと いうかな 、決し
て逆 上したり しないのよ ね。それ でいて、 どこかに 小さく燃 えてい
るも のがある んだ」
「ぼ くにはわ からない ね。二重 人格だか 、三重人格 だかわか りゃし
ない 」
「 そんなに 単純な図 式で、女の 子のこと を考える ものでは ないわ」
「だって、 君だって 普段は」
「わたし。 わたしは いつもの とおりの わたしよ 。ただ、そ の子の気
持がわかる 、といっ てるだ けなの」
そういいながら 、祐子は小さくむせた。口元にハンカチを当てて 、
もう一 方の手で胸 を軽く叩 く。白い首 筋に、う っすら血 の気がの ぼ
ってく る。
ぼく には、祐子 の気持の 中が読めな くなって きた。 マンドリン と
テニス にばかり明 け暮れ ていると 思っていた 祐子が、 いつの間に か
ネガティブの方に退いて、反対に 、不透明の覆いをまとった祐子が 、
だん だん露に 浮上してく る。ひょ っとしたら 、祐子は 、ぼくな んか
とは 一まわり も、二まわ りもスケ ールの違 う大人で あるのか もしれ
ない 。
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ぼくは、 まだ口 をつけて いないグラ スを手に とると、そ の自分の
幻影を 振り払うよ うに一気 に喉の奥に 流し込ん だ。
「もう 一つだけ、 話してい い」
胸の つかえがす っかり下 りたのか 、元のい たずらっ ぽい笑顔に 戻
って、 祐子が いった。
「あ のとき、 邦彦さんの 考えてい たこと、わ かって るわ」
「あ のとき」
「三 回目の座 禅のとき。 ほら、 あなたが 少し斜めに わたしに 向かっ
て」
「な にも考 えちゃい ないよ」
ぼ くは、あ やうく グラスを落 とすとこ ろだった。 あのとき の動揺
が、いっぺ んに蘇っ てきた。
しかし、 あれは、 ぼくの頭の 中だけの ことだ。 祐子にわ かる筈が
ない。おま けに、祐 子は少し 右肩を落 としたま ま、真直ぐ に正面を
見詰めて いた。
「そう」
祐子は 、少し悲 しそうな 顔をした。
「ぼく はうまくい ってたん だ。すっ きりと空 っぽにな ってね。頭 の
中には 、なにも浮 かんでこ ない状 態だった」
「無理 しなくて いいのよ 」
その とき、鱗 を逆立て 、脂ぎっ た目の色を あらわに した蒼黒い 蛇
が、 熱い火の 粉を吐きな がらぼく の体の芯ま で下り てきて、 にわか
に反 転を始め た。
ひ ょっとし たら、祐子 の背中に は、本当 に黒子が あるのか もしれ
ない 。
「鍵 はかか ってるわ 」
祐 子は、 静かに目 を閉じた。 唇をいく 分突き出し 、胸の前 で軽く
両手を組ん でいる。
次の瞬間 、ぼくの 体が祐子に ぶつかっ て、その 小さな唇 を吸い、
胸を押し開 き、肌を あらわ にしていく 。
二階の 大学院生 が、何度 も執拗な咳 払いを繰 り返す。咳 払いと一
緒に床 も踏み鳴ら す。その 合間には、 落ち着 きなく部 屋中を歩き ま
わる。 本当に熊み たいな男 だ。起き ていると きは、始 終なにか物 音
をたて ていないと 、気が 済まない らしい。
廊下 を大股で歩 く音がす る。い ったん玄関 まで行っ て止まった か
と思うと、どう気が変わったのか、また奥の方に引き返してしまう 。
今日 は、彼氏 に会いに行 くのをと り止めに したのだ ろうか。
隣 の工学部 の男は、朝 から出か けている。 いま頃 は機械油 にまみ
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れて、エンジンの下にでももぐり込んでいるのだろうか。あるいは 、
二、三 人で賑やか に出て行 ったから、 どこかの 工場見 学でもしな が
ら、例 の早口でま くしたて ているの かもしれ ない。
婆さ んは、今日 はどうい うわけか 、一回も 姿を見せ ない。曲が り
くねっ た廊下を 掃きなが ら、わざ とみたいに ほうきの 柄をドアに 打
ち付け るあの 音がないと 、かえっ て妙な淋し さを感じ てしまう 。ひ
とり 言をいい ながら通る 、あのお きまりの「 しかた がないね え、も
う」 がないと 、この下宿 中がどこ か雑然と して、し まらない 。
ぼくは酔っている。酔わずにはいられない心境なのだ。といって、
飲ん でいる わけでは ない。机の 上のボト ルは、いく ら逆さま に振っ
て も、一雫 さえ落ち てきやしな い。
寝転んだ ぼくの足 元には、〝 なんとか ザウルス〟 の詩を 書き付け
た紙片が、 丸めて放 ってある 。
あの日、 ぼくは、 祐子の部屋 から逃 げ帰った 。フラりと 立ち上が
って、一 歩、祐子 に向かっ て進んだ。 ところが 、次の瞬間 、ぼくの
体はドア の外にあ った。
どこを どう歩い て帰った のか、知ら ない。気 が付いた ときには 、
この部 屋に、こう してひっ くり返っ ていた。
ぼくの頭は、あのときからずっと酔っている 。いや 、正気なのか、
酔って いるのか さえはっ きりわか らない。そ のくせ、 妙な感じで ど
こかが 醒めて いる。
蛇は もうい ない。火の 粉を吐き 、蒼黒い鎌 首を振り 立て、鱗 を弾
きと ばしなが ら、ぼくの 頭の中で 「いまだ 、いまだ ぞ」と激 しくの
たく っていた のだったが 、いつ までも埒 のあかない ぼくに見 切りを
つけ たのか、 とうとう 出て行っ た。
と いうより 、ぼくは あの蛇に さえあい そをつかさ れてしま った。
い ま、そ のぽっか り食い破ら れた頭蓋 の中では、 冷たい火 の色を
した燠が一 つ、いつ までも変に 燻り続け ている 。
ぼくは卑 怯な男だ 。唇を突き 出し、目 を閉じて 待つ祐子 の前から
消えてしま った 。
「うわあっ 」と、声にならない声を発しながら 、後
ろも見ず に駆け出 した。
ぼくは 眠ってい ない。眠 ってはいけ ないと思 っている 。〝なん と
かザウルス〟の墜ちていく瞬間を、見澄ましていなければならない 。
すでに 、兆候はあ る。い や、兆候 などなんの 意味もも たない。
その 瞬間は、い きなりや って来 る。どこか で、眠た そうな声が 囁
くの だ 。
「食 らうがい い。食ら うがいい」 と笑い始 めるのだ。
ぼく は酔っ ている。酔 って、あ らぬことを 口走った りする。 とき
には 鼻歌を歌 ったり、先 のちびた 鉛筆で灰 皿を叩い たりする 。
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「どこから来たのか。どこへ行くのか。みんな 、どこから来たのか。
俺たち 、いったい 、どこへ 行こうとい うのか」
合間 に、ぼくは 一人、足 を組み、指 を印に結 び、背筋 を伸ばし て
みる。 そして、後 頭部を突 き上げ 、目を精一 杯開いて 壁に視線を 投
げ、鼻 から腹へ 、腹から 鼻へと呼 吸を通わせ てみる。
―ぼく の目の 前には、し らしらと 伸びる国道 がある。 くねりの ぼる
細道 がある。 石ころだら けの急勾 配を、背中 から尻 にまで汗 を滴ら
せな がら、ぼ くがのぼっ ている。
少 し遅れて 、祐子の姿 も見える 。祐子は 、豊かに カールし たやわ
らか い髪を、 木立の間 を吹き渡 ってくる 風に、涼や かになび かせて
いる 。
（ 了）
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