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こ の句の作 者である北 村透空が 、私の 高校時代の 友人、北 村秀夫
であ ること を知った のは、全く 思いがけ ないことか らであっ た。
私 大の夜間 部で 、
「近代詩歌 」を担当している私は、虚子を講じる
くだりで 、「新傾向俳句」を提唱し、「自由律俳句」を確立した井泉
水について も、虚子 の「花鳥 諷詠」と の対照で 、参考程度 の紹介を
しようと思 いたった 。
私の書架 には、井 泉水、山 頭火、放 哉といっ た自由律を 代表する
作家たち の句集や 選書が、 一時限の講 義に当て るには十 分な質、 量
ともに あるのだが 、肝心の 「Ｓ」とい う彼らの 機関誌 がなかった 。
はた してＳは、 現在も生 きて在るの だろうか 。明治 四十四年創 刊
という から、生き て在ると すれば 、もう八十 数年の歴 史を加えて い
ること になる。 新傾向、 自由律と いうことば から受け る若さ、み ず
みずし さ、と いう印象と 、この八 十数年とい う歳月か ら思い起 こさ
れる 老躯だと か年輪、だ とかの印 象との間の 溝を埋 めること ができ
なく なった私 は、Ｓの見 本誌を取 り寄せて みること にした。
と ころが、 その発行所 の所在が わからな い。井泉 水、山頭 火、放
哉の いずれの 書にも、 Ｓの近況 も、発行 所のことも 掲載され ていな
い。
私 の研究 室に出入 りするＫ書 房の店員 にも頼んで いたが、 しばら
く経って、 もう発行 されていな いのでは ないか 、という返 事をよこ
してきた。
そういう こともあ って、結 局、私は Ｓなしで 講義を終え てしまっ
たのであ るが、カ ルチャア ばやりのこ の頃、定 型俳句がど この教 室
ででも 、町や村の 公民館で でも行われ ていると いうなか で、Ｓと い
う機関 誌はこの荒 波のなか に揉まれ、 縒られ て、すで に風化して し
まった ものだと、 いつか勝 手にそう 思い込ん でしまっ ていた。
それから、一年も経った頃であったろうか。地元の新聞社から、「現
代文 芸の展望 」について の執筆依 頼を受けた 私は、机 上の文芸 年鑑
を繰 っている うち、ふと 懐かしい 文字に目 をとめた 。しかし 最初、
その 文字がか つて私が探 したＳだ というこ とには気 付かずに 、いっ
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たん閉じ た本を、 あわてて 繰り直した のだった 。
いまを ときめい ている「 青風」や「 草土」と いう大結 社誌の紹 介
記事と 同じページ にＳはあ って、し かもペー ジの中央 にあるのに 、
それは よほどの注 意を払っ てでも 読まなけれ ば、うっ かり見落と し
てしま いそうな たよりな さである のだった。
まさ しく明治 四十四年 創刊とあ る。通巻も 八百号を 超えている 。
八百 号を数え る誌という のは、他 には「ホト トギス 」ぐらい のもの
であ る。しか し、会員数 三百名と いうのは 、首都圏 に発行所 をもつ
結社 誌として は、あまり にも少 ない。
「あ った」
と いう喜び が湧かな いのは、 会員数の 少なさのた めにもよ るが、
ひ ょんなと ころから Ｓの出自が 割れたと いう理由 にもよる 。
なんのこ とはない 。いつも背 にしてい る書架の、 一番手 近な位置
にある文芸 年鑑のな かにＳは とうの昔 からあっ て、私を見 下ろして
いたという ことにな る。
とにかく 私は、発 行所あて に見本誌 を請求す ることにし た。
商業誌に 、
「幽玄美を徹底追求。見本誌千五百円 」などと派手な広
告を掲 載している 定型誌と 違って、肝 心なこと はなに 一つ説明し て
いない Ｓであるか ら、不安 ではあっ たが、二 千円に、 返信用切手 を
同封し て速達で送 った。
しか し、見本誌 はなかな か届か なかった。 十日経ち 、半月が経 っ
た。草 土は、 五日目に真 新しいイ ンクの匂い を満載し て届いた し、
青風 などは、 きらびやか な誌面を 一週間目に は送り 届けてき た。
や はり、Ｋ 書房の店員 のいうと おり、現実 にはす でに存在 しない
ので はなかろ うか。それ とも、 私みたい な市井人に は、見本 誌を送
ると いう、低 俗な方法 はとらな い主義な のであろう か。など と半ば
あき らめ始 めた矢先 、門扉にゆ わえつけ た郵便受の なかに、 ひっそ
り と落ちて いるＳを 発見した。
まるで薄 っぺらな 習字の教本 。なにか 間違って 投函され た、宗教
関係のあや し気なパ ンフレッ ト。Ｓを 手にした 私の第一印 象はこう
だった。そ んなイメ ージを 起こさせる に十分な ほど、Ｓは 薄く、小
さく、地 味であっ た。
おまけ に、二冊 が同封さ れていて、 その二冊 を合わせて さえ指先
にここ ろもとない 。
とこ ろが、淡い 墨蹟が刷 られただけ の粗末な 装丁の 表紙をめく っ
た途端 、私の気持 は驚嘆 に変わっ た。いきな り、巻頭 句が錐の鋭 さ
で私を 貫いた。
狂女 不気味 に笑う焦点 になんに もない
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目まいを 感じた 。腹にズ シンと鉛の 玉でもぶ ち込まれた みたいに
息が詰 まった。狂 女のまな こにとらえ られた自 分が、 ぜんまいの
「の」 の字の渦に 巻き込ま れ、底知 れずひき ずり込ま れていくよ う
だ。
私は 、平衡を失 いかけた 体を、あ やういと ころで傍 の肘掛け椅 子
に沈め ると、 二枚、三枚 とページ を繰ってい った。

同

折 詰の鯛の 歯冷たく忘 れた言葉 探している
美 しいけも の罠に陥ち 枯野雪降 る
こ のあたり になる と、ことば というも のが、いか にすぐれ た武器
であり 、いかに陥穽に満ちた存在であるかを突きつけてくれる 。
「夏
草や兵どもが夢のあと」や 、
「万緑や死は一弾を以て足る」などと比
べても、少 しも遜色 を感じな い。
私は、か つてない 異様な興 奮に包ま れたまま 読み進んで いたが、
このＳの なかでは あまり評 価されてい ないので あろう、 次の一句 だ
けの作 者の句の前 で立ち止 まってしま った。
石畳 踏めばかん かんと死 者の手が 伸びてく る
北村 透空とあ る。これ はどうい う光景を意 味するの だろう。無 人
の石 畳を歩い ていく人の 背後から 、死者の白 い手が サッサッ と伸び
る。 そんな情 景なのであ ろうか。 それとも 、死とい うものに いつい
どみ かかられ るかしれな い人間 というも ののあやう さを、暗 喩のう
ちに 語ってい るのであ ろうか。
私 は一冊目 を閉じ、 急いで二 冊目を開 いた。また しても北 村透空
は 、最後尾 に近い位 置にあり、 今度は二 句が選ば れている 。
鳩の目に 血の風光 らせ爆心地 嘘のない 広さもつ
鳩赤い胸 のうちを ぶら下げ たまま時 間の真円 を歩く
被爆者 なのであ ろうか。 被爆者の欝 屈とした 怒りを句 に託した の
であろ うか。
そう 考えると、 一冊目の 「石畳」 の句とつ ながって くる。作者 自
身が石 畳に群が る鳩に託 して、い や鳩そのも のであっ て、死者 たち
の声 を乾いた 空に放とう としてい るのかもし れない。 私には、 赤く
血走 った目を もつ鳩の群 れが、低 く飛んで はまた元 の同じ円 のなか
に舞 い戻って こざるを得 ない、哀 しい性を もつ死者 たちその ものの

- 3 -

姿なので はないか とも思え て、思わず 膝を叩い たのであ る。
早速私 は、Ｓに 定期購読 の申し込み をするこ とと、北 村透空と い
う人物 をさしつか えのない 範囲で教 えて欲し いという 意味の手紙 を
書いて 投函した。
いま になって思 えば、私 が北村透 空につい て描いた イメージは 、
広島か 長崎か の原爆病院 に入院中 の老人で、 世間から 隔離され た体
と心の痛みをただ一条の句によって癒している、というものだった 。
であ るのなら 、その老人 は、狭い 檻のなか から明る い光のな かに解
放さ れなけれ ばならない 。私は 、そう考 えた。
つ まり、学 者の、埋も れたもの を世に 出さねばな らないと いう使
命と 、あわ よくば北 村透空とと もに自分 が世に出よ うという 功利と
が 、同時に 私の意識 の底で働い たのだっ た。
Ｓの発行 所からは 、見本誌の ときに似 ず、意外 な早さで 刷り上が
ったばかり の新しい Ｓと、一 枚のハガ キが送ら れてきた。
ハガキに は 、
〈入会を歓迎します 。秀句を期待しております 〉とい
う通りい っぺんの あいさつ の後に 、
〈北村透空氏。本名、秀夫。現住
所、Ｆ 市城北区〉 とあり、 電話番号ま で書き添 えられ ている。
なん ということ であろう 。同じＦ市 である。
おまけに城北区といえば 、私の住んでいる北区とは隣の区になる 。
しかも 、つい一 年前まで はどちら も北区であ った。Ｆ 市のベッド タ
ウンで ある北 区の人口が 急激に増 加したため 、三つに 分区した ので
ある が、北区 と城北区と はもとも と同じ生活 圏にあ り、分区 したか
らと いって、 生活の利便 は以前と 変わった わけでは ない。
すると、北村透空とは知らないうちに本屋の店先ですれ違ったり、
国立 病院下の 公園のベ ンチで一 緒だった りしたのか もしれな い。
本 名は北村 秀夫とあ る。北村 秀夫とい う名前なら 他にも知 ってい
る 。知って いるどこ ろではない 。郷里の 高校で、 北村秀夫 はトップ
を続けた。 私は、三 年間一度も 秀夫を抜 くこと ができなか った。
その北村 秀夫は東 京の外語大 に進み、 私は地元 のＫ大の 国文科に
入った。
私はなん とか六年 もかかっ て卒業し 、二年間 の修士課程 を経たあ
と、指 導教官であ った義父 のはからい で市内の 私大の講 師をして い
る。義 父にいわせ れば、も う少し私に 時代を 先取りす る気概があ っ
たら、 Ｋ大の講師 も夢では なかった 、という ことにな る。
北村 は、当時新 左翼とい われた一 派に加わ ったと聞 いているが 、
その後 は知らな い。
もち ろんこの 北村は、 被爆者で も被爆二世 でもない 。まして、 俳
句をやるなどという男ではない。国文に進むという私に、
「いま にも
苔の 生えちま いそうな、 そんなと ころがお 前らしい な。しか し、こ
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れからは なあ、視 野を世界 に広くもた なきゃ駄 目だ」と いうのが 口
ぐせで 、北村自身 は希望す る英米語学 科に進ん だのだ った。
私は 、自分の奇 妙な考え に気付いて 笑い出し たくなっ た。北村 透
空と、 友人の北村 秀夫とが 重なり 合う筈がな い。その 要素もない 。
透空は 被爆老人 、友人の 秀夫はい まは外交官 か、外信 部の記者と い
ったと ころで ある。
しか し、そん なことは どうでも よい。北村 透空と私 とが世に 出る
かも しれない チャンスで ある。し かも、隣 り合わせ の区に住 むとい
う。 取材をす るにしても 、病院 に見舞う にしても、 目と鼻の 先であ
る。 義父や妻 の手前も ある。こ の仕事は 、成功させ なければ ならな
い。 いや、 必ず成功 する。そう 直感した 。
新 しいＳを 開いて みる。透空 はやはり 五十人ばか りの作者 の最後
から四番目 にあって 、二句が入 っている 。
踏切のむ こうに冬 の花火がカ ラリと 上がった
ハンカチ 落ちて いる夜の 線路をまた ぐ
以前 の三句に比 べ、少し トーンが落 ちている ように 思うのは、 私
の偏見 であろうか 。それに しては 、ハンカチ の句を選 者が初めて 採
り上げ 、
〈ハンカチの白さを浮かび上がらせている 。作者はよくもの
を見て いる〉 と簡単に触 れている 。
とに かく私 は、北村透 空に電話 を入れてみ ることに した。
恐 らく、Ｓ の誌友の誰 からも注 目されてい ないと 思ってい るであ
ろう 透空に、 私という「 味方」 がいると いうことだ けでも知 らせて
おく 必要があ る。ハン カチの句 にしたっ て、ハンカ チの白さ だけを
詠っ たので はないと 私には感じ られる。 夜の線路に ハンカチ を置く
こ とで、作 者は己れ を線路の上 に横たえ たつもり なのでは ないだろ
うか。そし て、蒼ざ めて横たわ った己れ の上を 、疲れ果て た透空自
身がまたぐ 。これが 選者のよ うに、単 なる美と 観察の好悪 とでいい
切ってしま うなら、 この作 者を見誤っ てしまう ことになる かもしれ
ない、と 私には思 えるので ある。
「木下 です」
か細 い女の声が 出た。
「北村 さんのお宅 じゃあ りません か」
「木下 ですが」
ダイ ヤルを間 違えたの だ、と思 った。
「ご めんなさ い。お宅に 、北村透 空さんと いう方が いらっし ゃるか
と思 ったもの ですから」

- 5 -

間違い電 話の口 実のため に、透空の 名前を出 して切ろう とした。
「少し 、お待ちく ださい」
意外 だった。女 は、いく らかためら いに似た 声を残し て引っ込 ん
だ。や わらかい布 の上にで も受話 器を置いた のか、耳 のなかが急 に
ひっそ りと静ま りかえっ てしまう 。そのまま なんの応 答もない。
「もし もし」
スー 、スーと 、なにか が向こう 側に抜け落 ちていく のではな いか
とい うたより なさが感じ られる。
「も しもし、 もしもし」
受 話器を耳 の傍で振っ てみた。 そうし ていると、 接触の悪 い途中
の線 がうま い具合に つながって 、いま呼 んでますか ら、とで もいい
出 すのでは ないかと 思うのだが 、そんな ふうでも ない。
「もしもし 、もしも し」
「私ですが 」
男のしゃ がれ声が 、いきなり 出てき た。
「北村透 空さん、 いえ秀夫 さんですね 。石畳の 句をＳに発 表なさっ
た北村さ んでしょ う」
「はあ 」
「すば らしいと思 います。 いつもＳ を購読し ている者 ですが、先 々
月号の 、あの『か んかんと 死者の 手が伸びて くる』と いうところ が
なんともいえません。その次の、『鳩赤い胸のうちをぶら下げたまま 』
という のもい いですね」
「あ なたは」
男 は、面倒 くさそうに いった。 不意の闖入 者とし て訪ねる ことの
多い 私は、こ の手の無愛 想な応 対には慣 れている。
「失 礼しまし た。私は Ｆ大の講 師をして おります、 橘浩一と いうも
ので す」
「 タチバナ 、コウイ チ」
「ええ、近 代詩歌と いうのを担 当してお りまし て、有能な 現代作家
のレポート をしよう と思って いる者で す」
私は、有 能な、と いうとこ ろに力を 込めた。 相手は寝た り起きた
りの老人 である。 この場合 、自分が大 学の講師 であること と、そ の
目がと らえた〈才 能〉であ るというこ とを強調 する必要 がある。 私
は、い くらか饒舌 になり始 めた自分に 気付い ている。
「今回 はいろいろ のジャン ルのなか から、特 に俳句界 における俊 秀
をレポ ートすると いう目 的でいく つかの結社 誌を探し ているうち 、
あなた を発見し たのです 」
「俊 秀」
「そ うです、 あなたには 光るもの を感じま す。いま までの作 品には
ない 、新鮮さ と苦渋の入 り混じっ たシャー プでナイ ーブな主 張があ
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ります。 とても永 年ベッド に起き伏し している 人の作品 とは思わ れ
ません 」
「ベッ ドに起き伏 ししてい る」
「ええ 、数十年も の間、多 分寝た り起きたり でいらっ しゃる」
「ハア 、こいつ は面白い 」
突然 、男は腹 の底から 声をしゃ くり上げ、 笑い出し た。
「こ れはみご とな推理だ 、なあコ ーイチ」
「コ ーイチ」
あ っ、と私 は叫んだ。 足元をい きなりす くわれた 。思わず 、顔中
に血 がのぼっ た。
「お 前、浩 一だろう 、長浜の」
長 浜とは、 私が生 まれた村の 字の名で ある。
「お前が浩 一だって のはすぐに わかった ぜ。妙に とり澄ま した声を
出しよって 、なに、 俺が俊秀 、まいっ たぜ、全 く」
秀夫は、 急にぞん ざいな口調 になっ た。時折 咳払いをま じえるし
ゃがれた 声音は、 以前の秀 夫の滑らか だった声 とは全然異 なってい
るのだが 、語尾を いく分切 り上げる独 特の口調 には、確 かに聞き 覚
えがあ る。
二十 年の距離が 、にわか に触れれば 届きそう な間近 に舞い下り て
きた。
（二）
雨 が降り続 いている。 堀端の柳 の並木が一 様に首 を垂れ、 雨に煙
って いる。青 い藻の生い 茂った 堀の水面 には、波紋 にならな い雨粒
が、 自分の大 きさの分 だけふく らんでは 次々と吸い 込まれて いく。
目 の前の国 道を、勤 務を終え たマイカ ーの列がひ っきりな しに過
ぎ る。東の 都心部に 向かう車の 数はまば らである が、西の 郊外に急
ぐ車は、車 線を奪い 合い、水を 蹴散らし て進む 。いつもの 時間の五
時半といえ ば、まだ 真昼の明 るさであ るのに、 いまはもう 暗幕のロ
ープを引き 締めてし まう寸 前かと思わ せるほど に薄暗い。 そのせい
か、すで にどの車 もライト を灯してい て、その 光のおぼつ かない 赤
さが、 右に寄った り左に折 れたりする 度に心を 急がせる 。
私は、 三本目の セブンス ターに火を 点けた。 一口、二 口大きく 吸
い込ん で、そのい がらっぽ い煙を窓 ガラスに 吹きつけ る。雨に濡 れ
たガラ スに煙の束 がぶつ かると、 どういう加 減か、流 れ落ちる雨 の
条が一 瞬遠く揺 らいで 、
「Ｍ・Ｈ 」という細い指の文字がぼんやり浮
かび 上がって くる。
恐ら く、女 の小指の文 字なのだ ろう。
人 を待つ女 が、この椅 子に座っ て恋人のイ ニシャ ルでもな ぞって
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みたので あろうか 。
「橋本」とか「浜田 」とかいう男の名前を小さく
つぶや きながら、 いつまで 待っても現 われない その男 の仕打ちに 、
唇をか みしめてい たのかも しれない 。
秀夫 は、現われ ない。五 時の約束 が三十分 も超過し ている。秀 夫
は、四 時までに は体が空 くから、 どんなに遅 くても五 時には間に 合
うとい った。 堀端の「ミ レー」と いう喫茶店 を指定し たのも秀 夫で
あっ た。かけ もちの昼間 部の講義 が四時四十 分まで だから、 少し遅
れる かもしれ ないという 私に 、
「心配するな、先に来て待ってるよ」
とい った。
最初、秀夫は、私と会うのを避けたい口ぶりだった。
「冗 談 じ ゃ ね
えよ 、今更 学者先生 なんかに用 事なんぞ あるものか 」秀夫が そうい
っ たとき、 すぐ間近 で赤ん坊の 泣き声が した。が 、すぐに 止んだ。
口元にハン カチでも 押し当てら れたのか 、
「ウッ」といううめきを残
し、止んだ 。
「これ以上 切り刻ま れたって 、なあん にもでて きやしない ぜ」
秀夫は、 大学を三 年で中退 したのだ といった 。いや、除 籍という
やつかな 、と笑っ た。
私の胸 の内には 、透空と 一緒に世に 出ようと いう野心 などなく 、
二十年 ぶりの秀夫 との対面 だけをな んとか実 現したい 、というそ れ
だけの 気持があっ た。
「しゃあねえ、それなら俺にもお前を見込んで頼みたいことがある 。
来週の 水曜日 はどうだ」
水曜 日だっ たら大阪か ら帰って これるとい う。秀夫 の話では 、生
鮮も のをＦ市 から大阪に 運び、大 阪からは 衣類や電 気製品や 雑貨を
持ち 帰る仕事 をしており 、三月 や四月の 転勤のシー ズンには 、引っ
越し 用のコン テナを積 んで、東 京や千葉 あたりまで 出かける ことも
ある 、とい っていた 。
この雨の ことだ。 予期しない 渋滞にで もかかっ て、難渋 している
のではない だろうか 。そうだ とすれば 、私との 約束の時間 を気にし
ながら、イ ライラと ハンド ルを握りし めている のかもしれ ない。そ
れならも ういいの だ、と思 ってしまう 。
外語大 と運転手 という、 どう考えて も一致し ない職業を 選んだ秀
夫の前に、まがりなりにも教師という肩書をもった私が出ることが、
秀夫に とって面白 かろう筈 がない。 どうして あのとき 、この二人 の
立場の 違いに気付 かなか ったのか 、といまに なって後 悔する。も ち
ろん、 職業に差 などある 筈がない 。しかし、 秀夫と私 とは、ま がり
なり にもライ バルだった のだ。
秀夫は、いつもトップにいなければ気の済まない男だった。特に 、
英語 は抜群だ った。高校 の二年、 三年と、 県下の英 語弁論大 会で連
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続優勝す るという 実績を重 ねていたし 、模試で も九十点 を下ると い
うこと はなかった 。将来は 、外語大を 出て外交 官にな るか、マス コ
ミの外 信部に入る といって いた。そ れに、理 数系にも 利いていて 、
惑星の 観察をする といって は、理 科室から天 体望遠鏡 を持ち出し 、
放課後 の屋上に 四、五人 の仲間を 集めたりし ていた。
私の 方は、人 気のない 公園の隅 などに建て られた句 碑や歌碑を 巡
るの が好きで 、大学に入 ったら、 啄木と牧水 の足跡 をたどっ てみよ
うと 決めてい た。
そ んな二人 に共通して いるのは 、どちら も農家の 長男であ るとい
うこ とだった 。家に帰 れば、学 期試験の 最中であっ ても、田 植えも
穫り 入れも し、疲れ てしびれる 頭で、暁 け方まで予 習や復習 をしな
け ればなら ないのだ った。
いつの間 にか、闇 が下りてし まってい る。
淡い水銀 灯の光が 、その闇の 色を、 ぽつりぽ つりと開い た穴の内
側から覗 いてみせ る。闇の 色は漆黒で はない。 雨を含んだ 群青色を
している 。その群 青色が、 ゆっくり斜 めになだ れていく 。
時計の 針は、も う七時の あたりを指 そうとし ている。 車の列も め
っきり 少なくなっ た。時折 、思い出 したみた いににわ かにライト が
迫って きて、ガラ ス窓を貫 いたと 思うと、す ぐに闇の 色にまぎれ て
しまう 。
「これ でいい 」
私の 胸の内 には、待っ たという 疲れはない 。はぐら かされた とい
う怒 りもない 。北村秀夫 ではなく 、北村透 空の月々 の作品を 、一人
のフ ァンとし て静かに眺 めてい ければい い。そうす ることの 方が、
「ヒデオ」に対する、かつてのライバルとしての友情の表現になる。
そ う考える と、私の 心は波立 たなくな った。
も ともと 、会って みたってこ れという 目算のある ことでは ない。
現代作家のレポートの話にしても、秀夫は興味本位で報道されたり 、
必要以上に 評価され たりする ことには 見向きも しないだろ う。自由
律という俳 句界にお ける異 端派の、し かも会員 数がわずか に三百人
というＳ に所属す るという こと自体が 、そうい う日向の世 界を自 ら
拒絶す る、という 姿勢を明 白に示して いるので はないか と思える 。
そんな 秀夫に会 うより、 作品は作品 として、 客観的な 目で透空 を
見た方がどれだけいいかしれない。少なくともこの二十年という間 、
別々の 道を歩いて きた秀 夫の過去 をさぐるこ とによっ て、透空の 緊
張の糸 が切れて しまうこ とだって あり得ない ことでは ない。
現に 私は、マ スコミや 学者たち が、有為な 新進作家 の工房をあ ば
いて しまった がために、 よりどこ ろを失い 、墜ちて いった幾 人かを
知っ ている。
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私は、膝 にこぼ れたセブ ンスターの ちりを払 い、計算書 をつかん
で立ち上がった。ショルダーバッグのひもを二重に折ってぶら下げ 、
「Ｍ・ Ｈ」に手を 振った。
その とき、背後 から、し ゃがれ声 が長靴の 音と一緒 におおいか ぶ
さって きた。
「待 たせたな 」
見 知らぬ男 が立ってい る。私は 振り返った 途端、そ う思っ た。
男 の左顔面 には顔がな い。いや 、顔では ない、と いうべき か。頬
から 眉間にか けてだい だい色に 光る皮膚 が引きつれ 、唇の端 をめく
れ上 がらせ ている。 眉毛を失っ た左の目 は、突き出 したこぶ の肉の
な かに細く 埋もれて いる。
「俺だ、俺 だ」
男は 、欠けた前歯の間から舌を突き出す仕草をして 、首を傾けた 。
が、いきな り喉仏を ひくつか せて笑い 出した。
「そうだ よな。こ りゃあ無 理もねえ」
男は喉の奥まで見せて笑ったあと、急に真剣な表情になって、
「ど
うだ、 こうしたら ちったあ わかるか」 と、口元 を引き 結び、目を じ
っと私 の視線のな かにすえ た。私は 、け圧さ れる思い で男の顔を 見
詰めて いるうち、 二十年前 の北村 秀夫の輪郭 が、ちょ うど写真の ネ
ガをか ぶせると いう心も となさで 、かろうじ てその右 半分に重な っ
てくる のを覚 えた。
「ど うだ」
「ヒ デオ」
私 の唇から は、空気の 音が洩れ ただけで 、声には ならなか った。
「久 しぶりだ な」
秀 夫は、ニ ヤリと笑 った。
「 呼び出し たりして 、悪かった よ」
私は、や っとそれ だけいった 。自分の ことばが 、自分の ものとは
思えない。 傷ついた 哀れな禽 獣を見下 ろすとい う立場に急 に立たさ
れた自分の 心の動転 を、秀 夫の目に見 透かされ ている。
「すっか り遅れち まった。 出がけに、 子供がひ きつけを起 こしや が
ったも んでな」
「あの 赤ん坊」
「俺の 子じゃねえ よ」
秀夫 は乱暴に音 をたてて 椅子を引 くと、横 座りに腰 を沈めた。 私
も、ま た元の椅 子の端に 腰を落と す。歳の割 にはなめ らかな秀 夫の
右顔 面が、目 の前にある 。
「俺 はガキな んか産ませ ねえ。俺 みたいな 奴は俺で おしまい だ。が
まんができねえよ。俺に似た奴が俺みたいなぶざまな醜態さらして、
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あっちい 転んだり こっちい 転んだりす るなんて のは」
「優し いんだな」
とい いかけて、 私はずい 分無責任な いい方だ 、と口を 噤んだ。
「許せ ねえんだ。 俺とそっ くりの 、俺でない 奴がこの 世にいるっ て
ことが な。もっ とも、あ いつは俺 の子なんか じゃない 」
秀夫 はそう吐 き捨てる と、水を 運んできた 娘に「超 特急でだ」 と
ビー ルを注文 した。
「だ けどな、 そんなこと はいい。 どうでも いいさ。 俺の知っ たこと
じゃ ない。俺 なんざ、第 一、自 分一人の ことさえ始 末に終え ねえ」
ラ イバルだ った頃の秀 夫は、こ んなこ とはいわな かった。
「あ きらめ たさ。く よくよ考え ても始ま らん。これ 以上、ど こに逃
げ 込むとこ ろがある 」
「逃げ込む 」
「追われて いる。朝 から晩ま で、な」
いい終わ らないう ちに、突然 、秀夫 は私の背 後に鋭い目 線を送っ
た。しかし 、すぐに元の顔に戻ると 、
「どうかしたのか 」と訊く私に、
「十五年 も逃げ続 けている 。とにかく 疲れたぜ 。早いと こふん捕 ま
えてく れ、といい たくもな る。本当は 、もうど うでも いい。未練 は
ないの さ。それで も逃げて いる」
と、 薄笑いを浮 かべた左 頬でいう 。
私は 、秀夫の顔 をまとも に見る ことができ ない。痩 せて尖った 鼻
梁を境 に、右 と左とに別 れてしま った顔面に 、秀夫の 心の断層 を見
る思 いがする 。
「し かし、ア ホらしいっ たらない ぜ。ふん 捕まって 、ブタ箱 に放り
込ま れて、そ れからまだ 何年も 生きてい なくちゃな らない。 ふん、
自分 のことぐ らい自分 で始末し てやるさ 。それがだ 、よくよ く因業
にで きてる らしい。 まだ決着が つかんの だ」
「 決着をつ ける」
「五回目か な、いや いや六回目 かな」
秀夫は、 ジャンパ ーの袖を乱 暴にまく ると、骨 ばった両 手首をむ
き出しにし た。
「こんな ことで、 くたばれ るわけもね えんだけ どな」
秀夫は 、ささく れた爪の 先で手首の 傷あとを つついてみ せる。五
センチ ぐらいの薄 く細いの もあれば、 斜めに 太く弧を なした傷も あ
る。
「同じ ことばかり やらか してる。 睡眠薬とか 、首をく くるとか、 他
にいく らでもや り方はあ ろうと普 段はそう思 うんだ。 でもな、 いざ
とな るとこれ しかない。 だらしが ねえんだよ 」
秀夫 は、だ いだい色に 光る頬に 、いま手首 の傷を掻 いたばか りの
爪を たててバ リバリ音を たてる。 頬に幾条 もの血の 色が現わ れる。
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みるみる その条が 、厚く太 く盛り上が ってくる 。表皮が 破れて、 う
っすら と血がにじ み出した 条もある。
私は 、思いがけ ない成り 行きに、こ とばを失 ってしま った。仕 事
柄私は 、幾人もの いろいろ の階層 の人物と初 対面のイ ンタビュー や
対談を すること があるが 、いつも 必ず一定の 距離をお いた安全圏 に
いて、 あくま で客観対象 として応 対をする。 また、そ ういう技 術を
もの にしてい ると思って いる。
「夜 の国道を ぶっとばし てる最中 にな、ナ イフでス ウッとや る。そ
うし たらだん だん気が遠 くなっ てさ、エ ンジンの音 がいまだ 、いま
だぞ っと叫び 始める」
秀 夫は、私 のコップ に先にビ ールを注 いでおいて 、自分の コップ
に も手酌で 注ぐと、 一息にすす り込んだ 。そして 、右手に 抱えてい
る瓶から二 杯目を注 ぐと 、
「もう二本くれ 」といって 、また一気に空
けてしまっ た。
「君の句に 『線路を またぐ』 ってのが あったな 」
話題を変 えるつも りだった 。
「そうよ 、線路な んかお構 いなしさ。 百二十キ ロだぞ。 時速百二 十
キロ。 沿道の灯が 火の玉と なってふく らんだり 、縮ん だりする。 ざ
まあみ ろだ」
秀夫 の左顔面が 赤く火照 って、ひ くついて いる。右 顔面は青白 く
黙り込 んでいる のに、左 顔面だけ が肉汁の色 を帯びて せり出して く
る。
「な るように なるさ」
秀夫は、何度も同じことばを繰り返す。そして、
「なあに、心配す
るな 」と、酒 臭い息を 私の耳元 に吐きか ける。私の 肩には、 秀夫の
上背 がもた れかかっ ているのに 、たいし た重さを感 じない。 骨組み
だ けのあや つり人形 を抱いてい るのにも 似た心も となさが ある。
二軒目の スナック を出るとき 、
「今日はもうよそう 」というと 、秀
夫は「俺の いきつけ がある。 もう一軒 だけつき 合え」と頑 強に首を
振った。
秀夫は、 ふらつく 足元を降 り続いて いる雨に 濡らしなが ら、泳が
せてい く。ガクン と時折膝 が折れる。 その度に 私も二、 三歩よろ め
いて、 雨の粒をし たたか全 身に浴びて しまう 。
「エン ゼルってい うんだ。 へへ、エ ンゼルだ ぜ、嫌味 な名前じゃ な
いか。 でも、れい 子だけ はピカ一 だぜ。あい つだけは 違う。そい つ
に会わ せてやる よ」
秀夫 は、濡れ た掌で顔 面をしき りにぬぐう 。右半分 の皮膚を左 半
分に 押し転が すという仕 種で、手 荒にこす る。もう 何年もま ともに
散髪 をしてい ないとみえ る髪が、 乱れて左 頬に貼り ついてい る。
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時計は、 まだ十 時を少し まわったば かりであ る。秀夫の 酔いの割
には、 たいして時 間は経っ ていない。 なにしろ 、秀夫 のピッチの 早
さとい ったらすご い。最初 のミレー でビール を五本、 次のスナッ ク
で水割りを七杯。つき出しもなにも口にせず 、ひたすら飲んでいる 。
「違う 、違う、 そんなけ ちなとこ ろじゃない 」
秀夫 は、歓楽 街の入口 から真っ すぐに入ろ うとする 私を、狭い 路
地の 方にひっ ぱった。
「こ んなガサ ついたとこ ろで酒が 飲めるか 。薄汚ね え女の尻 を撫で
なが ら、ちび ちびウィス キーを なめるな んて奴の気 がしれん 」
と 怒鳴って おいて、
「浩 一、お 前もそっ ちの口だろ う。わか っとる、わ かっとる さ、無
理 するな。 俺は、お 前の尻の落 ち着き先 まで干渉 はしねえ 。そんな
下世話じゃ ねえんだ 、この秀夫 さまはな 。しかし 、れい子 だけはピ
カ一だぜ」
と私の肩 を力まか せに叩いて 、ウン と一人で うなずく。 私は、秀
夫のいっ た「追わ れている 」というこ とと、肝 心の透空の ことをま
だ聞かな いままな のが心の 隅にかかっ て、頭の どこかが 奇妙に酔 え
ないで いる 。
「あの話だが」と 、秀夫の話の切れ間に幾度か試みてみ
ようと した。しか し、左頬 の傷に、 新しいメ スを入れ る思いで、 口
元まで 出かかった ことばを 呑み込 んでしまう 。それに しても、何 者
かに、 本当にう しろから つきまと われている 気配を感 じ、思わず 秀
夫を私 の斜め 前に押しや る格好に なる。
秀夫は、私の傘の下を抜け出て、川沿いの道を先にたって歩くと 、
「こ っちだ、 こっちだ」 と手招い た。
追いかけていくと、ビルの倉庫の一隅に、
「エンゼル」と赤い小さ
なランプが灯っている。人一人がやっとくぐっていけそうな階段が、
暗が りに沈 んでいる 。
秀 夫は、 長靴に溜 まった水を アスファ ルトに空け 、よく足 に収ま
らない靴底 のふがふ がした音の ままで、 その暗 がりに躍り 込んでい
った。私も 、袖や膝 にふりか かった雨 粒を軽く 払って、秀 夫の背中
に続いてい く。
「いらっ しゃい」
思った ほどは暗 くないラ イトの下に 、タンク トップの娘 がいて明
るい声 をあげた。
いき なり強烈な ロックビ ートの曲に でも弾か れるの ではないか と
思って いたのに、 意外な 静けさで 、空気も澱 んでいな い。十脚ほ ど
のカウ ンターと 、うしろ には二つ のテーブル がある。 ＯＬ風の 二人
がカ ウンター の端でママ さんらし い女性と笑 い合って おり、一 つの
テー ブルでは 、学生らし い三人が テレビゲ ームをや っている 。
「木 下さん、 帰ってらし てたの」
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タンクト ップの 娘が、秀 夫の顔を真 っすぐに 見て微笑ん だ。木下
ではな い北村では ないか、 と私が思い 、ああ秀 夫は追 われている の
だった と考えてい ると、秀 夫が「今 朝な、今 朝ターミ ナル到着さ 」
と大声 で答える。
「お疲 れさま」
「大丈 夫、慣 れちまった よ。それ より、れい 子の方こ そどうだ 」
「す っかり元 気。あら、 こんなに 濡れちまっ て」
れ い子と呼 ばれた娘は 、刺繍の ついたハン カチをポ ケット から取
り出 すと、秀 夫の額から 頬、首 筋へと軽 く指先で叩 いていく 。秀夫
は、 腕組みを した肘を カウンタ ーに落と し、少し顎 を突き出 した格
好の まま、 されるに まかせてい る。いま までの酔態 はどこに いった
の か、背筋 もしゃん と伸ばして いる。
「こちら、 お友達」
「ああ、高 校時代の 秀才で、 二十年ぶ りに会っ た。いま、 大学の講
師をしてい る」
「あら、 Ｋ大の」
「いや」
といい かけよう としたら 、秀夫が「 Ｍ女子大 だった、 な。生理 学
の権威 だ」と、で まかせを いう。
「うわ あ、あこが れてしま う。私 、Ｍ女子大 に入るの が夢だった と
きがあ るんです 。これで もね、英 語得意なん だから」
指を パチンと 鳴らす。 すぼめた 唇が、新鮮 な果実の 歯ざわりを 感
じさ せる。
「私 、清水れ い子という んです。 文理学部 だったら 、池田恵 子って
二回 生ご存じ ありません 」
私 が知る筈 もない。
「な にしろ 、その、 学科や専攻 が違えば 、教師の方 も全然会 うこと
が ない。四 年間、一 回も教えな い学生が たくさん いる。で も、池田
恵子ってど こかで聞 いたことが あるなあ 」
私は、れ い子の気 をそらすま いとして 、Ｍ女子 大の講師 になる。
「彼女中学 、高校の親友で、大学に入ったあともずっと友達だった。
このお店 にもよく きてたん です。色の 白い娘で 、スポーツ だった ら
なんで もＯＫ。テ ニス、バ ドミントン 、水泳、 なんでも うまいし 、
それに 詩なんか書 いてる」
実際 、そんな娘 がいたか もしれない という気 がする 。
「恵子 ね、でも学 校辞め ちゃった 」
「辞め た」
「え え、二百 年も続いた という家 具の卸問屋 だった実 家が倒産 した
んで す。赤い ワーゲンも 、マンシ ョンも売 り払って 田舎に帰 ってし
まっ た」
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「ほう」
「かわ いそうだっ たわ。見 てられなか った。華 やかだ った恵子が 、
ある日 突然みんな の前から 消えなく ちゃいけ ない心境 、痛いほど わ
かる。 ご存じあり ません」
「気が 付かなか った。な にしろ、 決して多く はないん だが、これ で
も千人 からの 学生がいる んだから ね」
れい 子は、い く分がっ かりした 表情になっ た。よく 動く瞳が 、壁
のカ レンダー のあたりで ふと止ま り、なに かを数え るふうに かすか
に揺れた。でもすぐに、
「どこにでもある話ですよね」と、笑顔にな
った 。私は、 こんなこ とならも っとしっ かりＭ女子 大の講師 になる
のだ った、 と後悔す る。
「 やけに意 気投合し ちまったな 」
秀夫が、 くしゃく しゃのハイ ライトに 火を点けな がら、 くぐもっ
た声でいっ た。
「あら、ご めんなさ い」
れい子が あわてて マッチを 擦ろうと したが、 いいんだと 秀夫が手
を振った 。
「俺に 気いつかう な。いい んだよ、続 けろよ。 こいつ の話を聞い て
やって くれ。こい つは俺を 憐れんで るんだ。 憐れんで 、コチコチ に
なっち まってる」
秀夫 は、めくれ 上がった 唇の隙 間から、太 い煙をカ ウンターに 吐
いた。 煙は、 硬いカウン ターに激 しくぶつか り、はね かえって 秀夫
の胸 のあたり まで渦巻い てのぼる 。
「憐 れんでな どいるもん か」
私 は、秀夫 の肩を揺す った。体 と頭とが 、たがい 違いの方 向に大
きく 揺れる。
「ああ、ああ、そうそう、お前は憐れんでなどいないのさ。しかし、
だ な、俺に はわかる ぞ。お前は 俺を、ど うしよう もねえ臆 病者の半
端者だと思 っている 」
「そんなこ とはない 」
「むきにな るなよ。 実際、 俺は半端者 だ。なっ ちゃあいな い。くだ
らんよ 。挫折中退の、Ａ級戦犯の、くたばりぞこないの、能なしさ 。
なあ、 れい子、そ のとおり だろう」
「また 、いつもの 口癖ね」
れい 子は笑いな がら、空 になった二 つのコッ プを並 べ、ボトル を
逆さま に振ってい る。
「でも 、その半 端者の人 に命を救 けられたの は、どこ の誰よ」
「そ いつは、 俺にも責任 のあるこ とだからな 。責任、 アハア、 俺に
もま だ人並み な口がきけ るとみえ る。とに かく、れ い子にだ けは誰
にも 指一本触 れさせやし ねえ」
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秀夫が咳 き込む と、れい 子は、
「そうね 」とうなずき、
「ああ、終わっちゃった 。一本出しとこうか
しら」 とうしろ向 きになる 。
「だっ たら、その ボトルは ぼくが もらうよ」
れい 子が椅子に 乗り、伸 び上がっ て棚のウ ィスキー に手を伸ば そ
うとす るのを 見て、私が いった。 そして、黒 いボトル を抱えて 立つ
れい 子に、胸 の財布から 抜いた金 をわたそう とした ときだっ た。
「ふ ざけるん じゃねえ」
い きなり、 横面に平手 打ちがと んできた 。腰を浮 かし加減 に伸び
切っ た姿勢に なってい た私は、 その衝撃 をまともに 食らって 、仰向
けに 背中か ら土間に ひっくり返 った。
女 の悲鳴が あがる 。いったん はね上が って、ゆっ くりと落 ちてく
るコップや 皿や、コ ップにまつ わりつい ている水 や氷が、 宙に静止
している。
一瞬、な にが起こ ったのかわ からな かった。 私は、ぼん やり足を
投げ出し たまま、 濡れた土 間に腰を落 としてい る。
誰かが急 いで駆 け寄る音 がする。
「この 野郎、なめ た真似し やがって。 貴様、俺 をどこ までこけに し
やがる 」
あざ らしに似た 男が叫ん でいる。 見知らぬ 男が、仁 王立ちに私 を
見下ろ している 。
「甘っ たれる んじゃない ぜ。ふん 、なにが生 理学の権 威だ、な にが
俊秀 だ。ちき しょう。お い、こい つを外にお っぽり 出せ」
私 には、こ との次第が のみこめ ない。床に 転がさ れている のが私
で、 髪を振り 乱して叫ん でいる のが秀夫 であるとは 、納得が いかな
い。
「や めて、 お願い、 研次、やめ て」
秀 夫の腕 にれい子 がからみつ き、もつ れ合って二 人がテー ブルに
倒れ込んだ 。
「どうした っていう の、いっ たい、木 下さん」
れい子の 声の後に 、中年の 女のひき つった声 が続く。私 は、れい
子のいっ た「ケン ジ」とい うことばが 妙な具合 に頭の隅に こびり つ
いて、 染みの浮き 出た天井 をぼんやり 見上げて いる。
（三）
私は 、書斎にし ている二 階の六 畳の間に、 届けられ たばかりの Ｓ
の封 筒をぶら 下げて上が った。
エン ゼルで のことから もう二週 間が経つと いうのに 、まだ腰 骨に
痛み が残って いる。立っ ていると きはさほ どでもな いのだが 、椅子
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に座ると きなどは 、しばら く息が止ま りそうな ほどの苦 痛に耐え な
ければ ならない。
それ にしても、 あの晩の 秀夫のこと がわから ない。私 がボトル を
買おう としたこと で、秀夫 の逆鱗 に触れたと いうこと は考えられ る
のだが 、ただ金を出すということだけでいえば 、一軒目のミレーも、
二軒目 のスナ ックも私が 支払いを 済ませたの である。 エンゼル にし
たっ て 、
私が 無理に秀 夫を呼び 出したあ の日のいき さつから みれば 、
当然 のことと 思って不思 議ではな い。
確 かに私は 、秀夫の現 われよう に驚いた 。二十年 という歳 月のし
わざを、あ然と二人の身の上にひき比べてみた。「追われている」、
「な るよう になる」 という秀夫 のことば の裏を、探 りたいと いう気
に もなって いた。し かし、秀夫 を半端者 だとは思 ってもみ ない。秀
夫を思うよ り先に、 私自身が一 人前だな どとは考 えたこと もない。
れい子と いう娘に 関わりがあ るのかも しれない 。れい子 の前で、
私が秀夫の 耐えられ ない仕打 ちをなに かしでか したという のだろう
か。
秀夫は酔 ってい た。すご いペースで ビールを 、ウィスキ ーを飲ん
だ。エ ンゼルに向 かうとき は、足元も 定まらな いほど だった。酔 っ
て、激 しく私に食 ってかか った。
だか ら、あのこ とは、酩 酊による 一時的な 感情の爆 発であった だ
けなの かもしれ ない。そ れより、 あの右と左 とに別れ た顔面の異 様
さが気 にかか る。あれだ けの傷を 背負った秀 夫の、胸 のうちの 煩悶
と屈 折はどう であろう。 二十年前 の秀夫は、 純朴で 明るい、 すばら
しく 頭の切れ る男だった 。
腰 を落とし てしばらく 息を止め ていると 、ようや く痛みが 去って
いく 。痛みが 去ったあ とは、溜 めていた 息を一つ、 二つとい った要
領で ゆっく り吐き、 肘掛け椅子 の背もた れに徐々に 体重を移 してい
く 。そうし て、机の 端に置いた ままのＳ に手を伸 ばした。
Ｓは、あ いかわら ず四十ペー ジという 薄さであ る。編集 後記に目
を落とすと 、
〈総合雑誌における自由律俳句の除外は 、とりわけここ
数年の俳句 界におけ る動向 と期を一に するよう に〉という 少々ひが
みっぽい 書き出し で始まり 、
〈これはまさに、時代の趨勢におもねる
経営姿 勢の表われ である。 わがＳは、 ともすれ ば浮薄に 陥りやす い
この時 代の本質を 見失わず 、各自がし っかり した作句 姿勢を持ち 、
切瑳拓 磨していく ことが必 要である 〉と結ん である。
これ は、圧倒的 な質量を 誇る定型 俳句の隆 盛と、総 合雑誌から の
自由律 俳句の締 め出しと いうかな り政治臭の 強い事件 が、Ｓの 編集
子を 危機感に 陥し入れ、 こういっ たある意味 ではひら きなおっ た文
章に させるの だとうなず きながら 、私はう しろの方 からペー ジを繰
って いく。
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透空の句 は、や はり最後 尾に近いと ころに、 申し訳程度 に二つ並
んでい る。
孤絶 の月をかか げ蒼い島 である
俺に もくれた 広告を黙 って捨て る
一 句目には 、選者の評 がある。 良くない句 の例とし て、こ の句が
ひき合いに出されている。〈「孤絶」などという気負った造語は避け
たが よい。力 んで伸び 切ったこ とばを並 べることと 、ことば を選ぶ
とい うこと とは同義 語ではない 。気負っ たことばが 、みずみ ずしい
感 動をしば しば平板 なものにし てしまう 〉とある 。
私は 、
秀夫がこ の評をど のような気 持で読む のだろうか と考え る 。
恐らくは、秀夫はこの評を認めないのではないだろうか 。「『感動』
などという ことばで 体裁をつ くろいや がってな んになる。 俺の気持
など、わ かるもん か」と叫 ぶ、秀夫の しゃがれ 声が聞こえ てきそう
である。
それに しても、 この雑詠 欄には十句 を投句す ることに なってい る
のに、 私がこれま でに見た かぎりで は、透空 の句は二 句より多く 掲
載され たことはな い。日の 目をみ ることのな かった残 りの八句の 、
黒々と した呻吟 のさまを 見る思い である。
こと もあろう に、その 透空を、 私が発掘し ようなど という挙に 出
た。 私が秀夫 の立場であ ったとし ても、無遠 慮に踏 み込んで くる奴
の横 っ面ぐら いは、はり とばした かもしれ ない。い や、むし ろ無神
経な 男ぐらい だったら許 せても 、味方面 をして現わ れる奴な ど、殺
して しまいた くなるか もしれな い。
新 聞社か ら依頼さ れている一 回目のレ ポートの締 め切りが 迫って
いる。この 分だと、 当分俳句の 方には手 をつけ られそうに ない。
私は、急 遽予定を 変更して、 元の同僚 で八年前 に急逝し た、高井
正一の詩業 について 書くこ とにした 。
「ものたちの界」というタイト
ルは、あの世とこの世を結ぶ影と形である「もの 」、つまりあの世と
この世 との間の混 沌のなか を漂う「も の」であ る高井自 身の、内 面
世界を 意味するも のである 。
高井は、若い頃から中央の詩壇に、
「九州に高井あり」とうたわれ
るほど の才能を認 められ ていたの であったが 、没後は 全くといっ て
いいほ ど名前を 語る者も ない。明 るさと苦渋 をないま ぜにした 、独
特の 語り口に 才を示した 高井の詩 業を、この まま埋も れさせる には
しの びないと かねがね思 ってきた だけに、 いったん とりかか ると、
面白 いほど仕 事がはかど った。
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高井の生 い立ち と、彼の 文学に最も 深い影響 を与えたと 思われる
禅寺で の小僧時代 、母の死 、と書いて いるうち に胸が 熱くなって き
た。脳血栓で倒れたと聞いたときの、八年前のあの寒い朝の衝撃が 、
何度も 蘇ってくる 。
市内 の国立病院 にとるも のもとり あえず駆 けつけた ときには、 高
井は手 術室の なかだった 。暗い廊 下の隅に私 たちは、 とてつも ない
永い 時間、ひ っそりうず くまって いた。
誰 かが号泣 した。高井 の、笑い を浮かべ、 人をかつ いでい るので
はな いかとも 見える顔に すがっ て、男た ちが哭いて いた。私 は、奇
妙な かたちに 湾曲して しまった 足指をさ すりながら 、いま「 影」に
なっ た高井 が、天井 の節目のあ たりから こっそり自 分の「形 」を見
下 ろしてい るのかも しれない、 とそんな 思いにと らわれ、 涙さえ湧
いてこなか ったこと を思い出す 。
「電話です 」
ドアを締 め切った 書斎に、 妻のかす かな声が 届く。階段 下の、玄
関口に置 いてある 電話台の ところで呼 んでいる らしい。
「あな た、電話で すよ」
もう 一度呼んで いる 。
「わかったよ」と答えるが 、二階から階下へ
は声は 通り難いと みえる。 聞こえ ないとでも 思ったの か、妻は階 段
をきし ませて上 がってき 始めた。
弾み をつけて 勢いよく 立とうと した瞬間、 鋭い痛み が腰を走る 。
思わ ず、また 座り込んで しまう。 それがまた 、よけ い痛い。
「あ ら、聞こ えませんで したか」
妻 がノック もせずに入 ってきた 。
「わ かってる 、聞こえ たよ」
「ま あ、な んとも情 けない格好 、自業自 得ですよ」
冷 ややか なことば が落ちてく る。
「頼む、ちょっと引っぱり上げてくれないか 。急いで立とうとして 、
またここら をひねっ たらしい 」
私は、痛 みともし びれとも つかない 不快さが うずくまっ ている、
ベルトの あたりを さすって みせる。
「知り ませんよ。 どこで遊 んできたと もしれな いのに。 病院にも い
ってく ださいとい ったでし ょ。本当に 骨にひ びでも入 ってたらど う
します 」
結婚 したばかり の頃の妻 はこうで はなかっ た。なん とか私に論 文
をもの にさせ、 私と妻の 出身のＫ 大の講師に と懸命だ ったので ある
が、この頃ではどうやら見切りをつけてしまったらしい。それでも、
「いまだったら、まだ父の力でどうにかなるかもしれないのに」と、
とき どき悔し そうにふと 洩らすと きがある 。私は、 その妻の 攻撃に
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さらされ る度に、 やり場の ない焦りを 覚えるの であるが 、それも だ
んだん 慢性化した アレルギ ーとなりつ つある。
「どう します、い ないと断 りますか 。女の人 ですよ、 木下とかい う
人」
「木下 」
妻は 、なにか を嗅ぎ当 てようと でもする口 調で、も う一度「女 の
人で すよ」と いった。
「出 るよ」
私 は、両肘 をてこにし て、でき るだけ早 めに足の 方に体重 を移す
要領 で立ち上 がった。 いったん 立ち上が ってしまえ ば、それ ほどの
苦痛 はない 。はやる 気持を静め 、壁を伝 いながらそ ろりそろ りと階
段 を下りる 。うしろ から、不機 嫌に黙り 込んだ妻 が、二、 三段遅れ
てついてく る。
「お待たせ しました 、橘です が」
応答がな い。
「橘です が」
「はい、 あの、ど うも済み ません」
うろた え気味の 、か細い 女の声が出 た。
「どち らさまでし ょう」
冷静 を装って、 私は訊い てみる。
「木下 、理恵と いうもの ですが」
「木下 さん、 はて」
「え え、北村 の」
「北 村の、秀 夫の」
「あ のお、あ の人、そち らに伺 っていま せんでしょ うか」
お ずおずと 、それでい て咳き 込むふう にいう。私 がきてい ないと
答え ると、
「 ずっとで すか、ず っときてお りません か」
「二週間前 に会った きりです」
「そうです か」
ふうっと 、溜め息 の抜けて いく音が 受話器に 入ってくる 。
「秀夫が どうかし ましたか 」
「帰ら ないのです 。もうず っと、二週 間にもな ります」
いきな り、棒杭 で一撃さ れた。
あの 晩から秀夫 は帰って いない。私 に平手打 ちを食 わせて、仁 王
立ちに 叫んでいた あの晩 から戻っ ていない。
「子供 が悪いの です。入 院して五 日になりま す。すぐ 、連絡を とり
たい のです」
妻が 、疑わ しそうな目 付きで、 私の耳元に 擦り寄っ てきた。
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（四）
木下 理恵から聞 いた小児 科医院は、 ミレーの 通りから 百メート ル
ばかり 入った狭い Ｔ字路の 角にあ る。ミレー の通りの 喧騒に比べ 、
わずか に踏み込 んだだけ であるの に、あたり は信じら れないほど の
静寂を みせて いる。
受付 で病室を 尋ねると 、二階の 奥だと教え てくれた 。私は果 物の
籠を 小脇に抱 え、古びた 階段を上 がってい く。
「わ ざわざお 出いただく なんて 、考えて もいません でしたの に」
私 が入って いくと、理 恵はベッ ドの傍 らの丸椅子 から急い で立ち
上が った。 カーテン を洩れてく る光を背 にゆらりと 立ったそ の姿に
は 、どこと なく線の 細い少女の 影がある 。肌の色 も、五日 間の病院
暮らしにし ては、消 毒臭い壁の 色に十分 なじんで 、透き通 るほどに
青白い。
「疲れて眠 ってしま いました 」
理恵はベ ッドの子 供を見や った。そ して、パ ジャマの裾 からはみ
出した子 供の足に 、静かに 毛布をかけ てやる。
子供の 顔はしか し、五日 間入院して いる病気 の顔には 見えない 。
理恵の 青白さに比 べ、唇に は赤みさ えさして いる。
「お子 さんはお一 人ですか 」
「この 子だけで す」
「ご心 配なさ ったでしょ う」
「で も、なん とか大丈夫 です。先 生も、あと は食欲 が出るの を待つ
だけ だとおっ しゃってい ます」
理 恵の表情 が和んでく る。口元 をほころ ばせると 、目尻に 数本の
しわ が寄って くる。若 いと思っ たのが、 それほどで もないの かもし
れな い。
「 こんなこ と初めて なんです。 先生から 、子供を 殺すつも りかと怒
られてしま いました 。これまで もよくひ きつけ たり、高い 熱を出し
たりはして たんです 。でも、 今度は熱 もひきつ けもなく、 ただ吐く
だけだった のです。 たいし たことはな いだろう と、二日間 様子をみ
ていまし た。そう したら、 突然呼んで も答えな くなってし まった の
です」
「だと すると、脱 水症状と か」
私が 子供の頃、 風邪をこ じらせたと きに二、 三度か かったとい う
症状に似ている。もっとも 、私の場合は入院にまでは至らなかった 。
「ええ 、もう少 しで手遅 れだって いわれまし た。点滴 だけで命 をつ
ない でいるの です。それ も、私に 原因がある という」
「あ なたが原 因］
［え え、子供 のストレス が原因だ そうです 。その原 因をつく ったの
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が、親の ストレス ってこと になるのだ そうです 。そうい われると 、
私、思 い当たるこ とばかり で」
理恵 は、私に折 りたたみ 椅子を勧め 、自分も 元の丸椅 子に腰を 下
ろした 。私は、抜 けるほど の腰の 痛みに、し ばらくは 口もきけな い
でいる 。
「私、 あの人 が帰らなく なってか らというも の、いつ も不安に 怯え
てき ました。 あの人、も う帰って こないんじ ゃない か、ひょ っとし
たら 今度こそ 本当に死ん でしまう んじゃな いかと、 心配でな らない
ので す。お恥 ずかしい話 ですが 、これま でもあの人 はたびた び帰っ
てこ ないこと があった んです。 ええ、三 か月も、半 年も帰ら ないこ
とだ ってあ りました 。でも、今 度は違う 。わかるの です。こ のまま
糸 が千切れ てしまい そうな気が するので す」
理恵は、 子供の寝 顔をすがめ た目で見 やってから 、窓の 下の路地
のあたりに 視線をゆ っくり移 した。
「あの人は 、女のと ころへい ったので す」
そうだっ たのか、 と私は思 った。あ の晩、れ い子が濡れ た秀夫の
頬から首筋へとハンカチを当てていた姿が、蘇ってくる。
「ケンジ 」
と叫ん で、秀夫の 腕にすが りついたと きのれい 子の声 が、いまも 鮮
やかに 耳の底に残 っている 。
「いえ 、女のとこ ろでもか まわな いのです」
理恵 の声は乾い ている。 乾いて 、かすれ、 消毒臭い 壁の色のな か
にすう っと消 えていって しまう。
「あ の人は、 いまでも追 われてる と思ってい るんで す」
「思 っている 」
「そ うです」
理 恵は、自 分がいった ことば の意味に 初めて気が 付いたと いうふ
うに 、はっ と口を噤 んだ。そし て、その まま俯いて しまった 。ひっ
つ めた髪の ために露 になった耳 のうしろ の血管が 、小刻み にふくら
んだり縮ん だりする 。右の掌を 膝にのせ たり、 左の掌を胸 に当てた
り、一方の 肘をさす ったりす る。
「ちっとも かまいま せん。 私にできる ことでし たら、何で もおっし
ゃってく ださい」
私は、 秀夫とは 隣の村の 生まれであ ること、 高校時代は ライバル
であっ たこと、現 在は私大 の講師をし ている こと、そ れに先日は 自
分の軽 はずみな誘 いで秀夫 を傷つけ てしまっ たかもし れないこと 、
などを 手短に話し た。理 恵は、私 の話を、肩 を大きく 上下させ、 荒
い息を 何度も吐 きながら 聞いてい たが、
「ご 存じでし ょうか。十 五年前の 一連の都内 での爆破 事件。あ の容
疑者 だと、本 人は思って いるので す」
「あ の連続爆 破事件」
- 22 -

「私がい けないの です」
理恵は 、キッと 私をふり 仰いだ。一 瞬、その 目がなに ものかに 憑
かれた というふう に見開か れ、私に からみつ いてきた 。が、すぐ に
元の悲 しそうな表 情に戻っ た。
「気が 付いたと きには、 あの人は 部屋の隅に 転がって いました。 部
屋のな かはめ ちゃめちゃ です。こ たつ板は叩 き割られ 、椅子は 跳ね
とば され、本 やビラは散 乱してい ます。あの 人は、 自分の体 から流
れ出 た血の海 のなかに、 それこそ 濡れ通り 、転がっ ているの です。
私は 、あの人 の右掌が握 りしめ ている鋭 く光るもの を見つけ 、それ
が割 れたガラ ス片であ るのを知 ったとき 、もう一度 すうっと 気が遠
くな るのを 覚えまし た」
理 恵は、寒 い景色 を遠くに見 ていると いう表情で いう。
その日、 秀夫と理 恵が所属す るＡ派は 、翌朝未 明に都内 の数か所
の派出所を 襲撃する ことにな っており 、そのレ ポ役でもあ った理恵
は、役目を終えて秀夫のアパートである中野のアジトに戻ってきた 。
理恵は都 電を降 りてタク シーに乗り 換え、さ らに地下鉄 に乗り、
降りて からもいっ たん区役 所の方に歩 き、また 戻ると いったやり 方
で秀夫 の待つアジ トにたど り着いた 。
秀夫 は幹部では なかった が、学園 闘争から 米軍基地 返還闘争を 通
じて目 立った働 きをして おり、逮 捕歴もあっ た。その ため、翌朝 の
襲撃で は一軍 の指揮をま かされる までになっ ている。
「う まくいっ たか」
「失 敗なんか しないわ」
「い よいよ明 日だな」
「あ なたの方 もうまく いってる の」
「大 丈夫だ 。あとは 、十一時に 黒川と吉 田がくれば 決行だ」
「 得物の準 備は」
「このとお りだ」
秀夫は、 物を隠す ために細工 をした押 入の底板 をとりは ずし、白
鉛色に鈍く 光るパイ プをと り出した。
「こいつ があれば 、四、五 人は倒せる 」
理恵の 腰に、ふ いに秀夫 の腕がから みついて きた。腕は 、性急に
理恵の スカートの ひだを分 け、裾をめ くり、 肉の部分 をまさぐり 始
める。
「待っ て、いまは 駄目。 黒川さん たちがくる 」
「かま うもんか 」
秀夫は、歯を鳴らして理恵の肌にむしゃぶりついた。
「か ま や し ね
え」 荒々しい 息づかいの ままにい う。
「待 って、大 事なときよ 、そんな こと」
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しかし、 極度の 緊張に耐 えてきた理 恵の体は 、自分のこ とばとは
反対に 、秀夫の動 きに合わ せて熱く激 しい疲労 のリズ ムに墜ちて い
った。
「ドア が鳴った んです。 私たちは 我に返って 、急いで 身づくろい を
始めま した。 ちょうど、 十一時前 五分です。 どこでど う気持に 隙間
がで きたのか 、このとき の心境は いまでも自 分なが らおぞま しいほ
どです。黒川さんたちがきた 、と弾かれる気持が先にたったのです。
大急 ぎで下着 を着け、あ の人の 身づくろ いも終わる か終わら ないう
ちに 、私はノ ブの鍵を 開けてし まったの です。
そ のとき、 黒い影の 一団が私 を跳ねと ばし、あの 人へとな だれか
か っていき ました。 煙が目の前 をよぎっ ていく。 そんな奇 妙な間が
あったのを 覚えてい ます 。
『危ない 』と私が叫んだときには 、あの人
は一撃を肩 口に受け てこたつ の向こう に吹っと んでいまし た。その
上に、影が 折り重な りかぶさ っていき ます。金 属が風を切 る音と、
肉のつぶ れる音と が、不気 味な静寂を 思わせる のです」
理恵は目 をつぶ って、抑 揚のない声 で話す。 ひっつめて 、うしろ
で束ね た髪には、 いく本か の白いもの がまじっ ている 。
「あの 人が殺され る、と思 いました 。打ちす えられて いるのに、 声
もたてないのです 。両手で頭を抱え込んで、足を痙攣させています 。
思わ ず私は、足 元に転が ったま まの鉄パイ プをつか んで、影の な
かに突 っ込ん でいきまし た 。
『やめて、あんたたちも一緒に吹っとば
して やる』そ んなことを 叫んで、 彼らをベラ ンダま で追い詰 めたの
です 。ヘルメ ットの下の 彼らの目 に、一瞬 恐怖の色 が走るの を見逃
しま せんでし た。
し かし、私 は、玄関に ひそん でいたも う一人の影 に気付か なかっ
たの です。 うしろか らはがい締 めにされ た私が、今 度は打ち すえら
れ る番です 。鈍い痛 みが背中に 食い込み ました」
理恵は、 ハッと目 を開いた。 子供が、 ウウッと 泣き声を たてたの
である。理 恵は、腰 を浮かせ て、子供 の顔を覗 き込む。
夢にでも うなされ たのか、 すぐに子 供は泣き 止んだ。泣 き止んだ
あとは、 また眠り に入って いく。
「お二 人とも、そ れでよく 命が救かり ましたね 」
「ええ 、あの頃は まだ、致 命傷までは 与えな いという 不文律が生 き
ていた 時代なので す。一時 的なダメ ージを与 えて、そ の派から離 脱
させよ うというの が一番 のねらい だったので す。
それ に、幸運も ありまし た。十 一時ちょう どに黒川 、吉田の二 人
がやってきたのです。影たちは、あらかじめ打ち合わせていたのか 、
ベラ ンダ伝い に逃げて、 瞬く間に 姿をくら ましてし まいまし た」
「幸 いだった 、といえな くもない ですね」
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私は溜め 息をつ いた。手 荒につかめ ば折れて しまいそう な理恵の
青白い 喉元を見て いると、 絶えず官憲 や他派と の血み どろの抗争 を
繰り返 してきたと いうＡ派 の構成員 として、 こんな華 奢な体のど こ
にそん なエネルギ ーがひそ んでい たのかと、 不思議に 思えてくる 。
「いま になって 思うので す。いっ そあのとき 、二人と も殺されて い
たらよ かった のかもしれ ません」
理恵 は、幸運 だったと いったそ ばから、沈 んだ口調 になる。
「彼 らの一撃 が、あの人 の前頭部 に命中し たのです 。それ以 来、あ
の人は、自分が爆破事件の容疑者だと思い込んでいるのです。
『追 わ
れている』、『見ろ、俺の手配写真だ』とあの人によく似た、Ｂ派の
Ｕの 写真を 目にする 度におびえ るのです 」
「 でも、秀 夫の顔は あんなに変 わってし まった」
「あの傷は 、自分で 焼いたので す」
「自分で、 焼いた」
「俺は絶対 つかまり はしない ぞ、逃げ のびてや るぞといい ながら、
私の鏡台 の前で穴 のあくほ ど自分の顔 を睨んで いたあの人 は、あっ
という間 にマニキ ュアの徐 光液をふり かけ、ラ イターで 火を点け て
しまっ たのです」
理恵 は、唇の色 まで失せ てしまって いる。こ んな話 は、恐らく 、
かつて 誰にも洩ら したこと がなか ったのでは ないだろ うか。
理恵 が、あの人 が自分で 除光液 をふりかけ 、火を点 けてしまっ た
といっ たとき 、私は目の 前に立ち 上がる一本 の火柱を 見た。ボ ウボ
ウと 音が弾け 、肉のこげ る痛さに のたくる秀 夫のう めきを聞 いた。
そ れにして も、自分で 自分の顔 を消そうと する秀 夫の気持 がわか
らな い。私の 知っている 秀夫は 、そんな 男ではなか った。純 朴では
ある が、自信 に満ちた どこまで も挑戦的 な男だった 。
「あ の人、 この頃い くらか元気 になって いたのです 。半年と 続かな
か った仕事 が、二年 も続いてい るのです 。この顔 だったら 誰にもわ
かるまい、 もちろん 警察にもわ かるまい と、運 転免許をと って、そ
れまで助手 だったの が、Ｔ運 送という 会社の正 規の運転手 に採用さ
れたのです 。おかし な理屈 だと思うん です。本 当に警察に 追われて
いるのな ら、わざ わざ住民 票をもって 試験場に いくなど、 考えら れ
ないこ とですのに 。もっと も、北村と いう名前 でではな いのです け
れど」
「筋が 通りません ね」
私の 頭に 、
「ケンジ 」というれい子の呼んだ名前が、またふいに浮
かんで きた 。
「ケンジ 。キノシタケンジ 」と二 、三度つぶやいてみる。
「そ れなのに 、自分は追 われてい る、と一方 ではくど いほどい うの
です 。その一 方で、これ でいつで も逃げ出 せるぞ、 と免許証 を誇ら
し気 に見せた りするので す」
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私は、逃 げおお せるつも りの秀夫が 、手首に ナイフで切 り付けた
りする ものだろう か、と考 える。理恵 もまた、 そんな 秀夫の手首 の
傷のこ とを知って いるのだ ろうか、 といぶか る。
「そんなあの人にひっかかる女も女です。いいえ、私も疲れ果てて、
本当は どうでも いいので す。欲し いのなら、 いつでも あげてやっ て
もいい と思っ ています。 そうすれ ばいっそ、 せいせい するかも しれ
ませ ん。
で も、あの 人のいない ときに限 ってこの子 が悪くな るので す。決
まっ て、そう なるのです 。いく ら親子と はいえ、そ んなにま で呼び
合う こともな いと思う んですけ ど。だか ら、もう一 度、この 子のた
めに 帰って 欲しいの です。ほん の一日だ けでもいい のです」
「 この子は 秀夫の子 ですか」
理恵は、 私の頓狂 な質問に、 怪訝そう に目を見張 った。
「秀夫は 、自分の子供なんか誰にも産ませないといっていましたが 」
「そうです か、あの 人は自分 の子供の こともわ からないほ どにスス
んでいる のですか 。そうか もしれませ ん。でも 、仕方のな いことで
す。こう なること は、以前 からわかっ ていまし た」
日が落 ちたわけ でもない のに、理恵 の表情に は暗い翳 りが一面 に
影を吹いている。かみしめた唇が 、紫色から蝋の色に変わっていく 。
（五）
理恵 の話に 出てきたＴ 運送とい う会社が北 区にあり 、長距離 トラ
ック が出入り するのを通 勤途上に よく見て いた。
秀 夫の仕事 場を詮索し ようとい うのでは なかった 。
二 週間もの 間秀夫が帰 らない という理 恵のことば に、呵責 を覚え
ずに はいら れないの だ。と、自 分のうち にいささか いい訳じ みたこ
と ばを繰り 返しなが ら、その見 慣れた門 をくぐっ た。
守衛室で 秀夫の名 前を尋ねる と、私の いでたち になにか キナ臭い
ものでも感 じたのか 、昼寝か ら醒めた ばかりと しか見えな い顔をし
た制帽の下 の細い目 が薄く 光り、黙っ たまま右 手奥の建物 を指さし
た。そこ で尋ねれ ばいいの かと訊くと 、面倒く さそうに頷 いた。
トラッ クがエン ジンをふ かしながら 横切って いくロータ リーを越
え、倉 庫の隅に設 けられた 管理事務所 という 札のかか った部屋に 入
る。部 屋は、壁や 天井が剥 き出しの コンクリ ートにな っており、 だ
だっ広 い空間に机 が五つ ばかり並 べられ、カ ウンター の奥にジャ ン
パーを 着た男が 二人と、 電算機に 向かう女が 二人いる 。
カウ ンターに 立つと、 五十年配 の男が顔を 上げた。 私が仕事客 で
はな いことが わかるらし く、用心 深げに歩 み寄る。
「こ ちらに、 木下研次と いう運転 手の人は いません か」
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私は、名 刺をさ し出した 上で、自分 はある作 家の近作に ついての
論評を しようとし ている者 であるが、 その人物 にとっ て欠かせな い
友人の ことを調べ るために きたのだ という来 訪の目的 を告げ、協 力
を求め た。管理事 務所長だ と名乗 った男は、
「木下 研次、聞 いたこと ないです ね」
こん な場所に なんの用 がある、 という顔に なる。
「北 村秀夫と いう人はい ませんか 」
「北 村秀夫、 いませんね 」
「関 西方面に 仕事でよく 出かけ るといい ます」
「うちは、関西でも関東でも東北でも、どこまででも出かけますよ」
男 の表情に 薄笑いが 混じった 。つまら ない私的な 用事に付 き合っ
て いる暇は ない、と その目がい っている 。
私は、秀 夫が名前 をいくつも 使い分け ているとい うこと を承知し
ているので 、最後の 手を出し てみる。
「その人は 、左頬に 大きなや けどを負 った」
「やけど を負った のなら坂 田という。 それがな にか」
男は、す んなり 社員の名 前を口にし た。
「坂田 さんという んですか 。その坂田 さんは四 十歳ぐ らいで、こ こ
に勤め て二年にな る。声は 特徴のあ るしゃが れ声で」
「しゃ がれ声。そ うですよ 、坂田 は」
「私の 探してい る人の名 前は木下 というふう に聞いた んですが、 ひ
ょっと したら 私の勘違い かもしれ ないのです 。なにし ろ、作家 の交
遊仲 間が皆飲 んだくれで 、私が聞 き書きした 資料の なかに出 てくる
複数 の人物名 が取り違え やすいも のですか ら。で、 その坂田 さんに
お会 いするこ とはできな いでし ょうか」
職業柄、手がかりにたどりついたときの私は、かなり強引になる。
こ んなとき 相手方は 、いまは いないと か、自分の 一存で判 断する
こ とはでき ないので 上司に尋ね おくとか いってそ の場を逃 れるので
あるが、男 はなにを 思ったか、 棚の台帳 らしい ものをとり 出しペー
ジを繰ると 、「今日は非番ですねえ」と答えた。
「非番はい つからな のです か。この頃 、勤務に はついてい ますか」
「昨日からです 。ちゃんと 、正常に勤務してますよ 。それがなにか」
「なに か変わった ことはあ りませんか 、特にこ の二週間 ばかり」
「帳簿 から見る限 り、なに も変わりは ありま せん」
「言動 になにか変 化が見ら れるとか 。そうそ う、彼は かなりの腕 前
の俳人 なのですが 」
私の 執拗とも思 える質問 に、男 はいくらか 閉口して きたらしく 、
用件 はそれだ けですかと いった挙 げ句、
「う ちの社員 は、みんな 気のいい 連中ばか りですよ 。なにね 、うち
には ちゃんと 家族的な雰 囲気が残 っていま して、そ れが社是 でもあ
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ります。 スピード と安全が 求められる 仕事柄、 業績より も、まず 社
員を生 かす道をと る。とこ ろが、これ が不思議 なこと に業績には ね
返る、 というわけ でしてね 。ですか ら社員の 健康診断 、とりわけ カ
ウンセ ラーの面に は自信が ありま す。勤務に つく前、 私は社員一 人
一人と ことばを 交わし送 り出すわ けですから 、もしな にか変わっ た
ことが あれば 、すぐに私 の目にと まります。 坂田君は 、顔面の 傷な
ど少 しも感じ させない明 朗な性格 でしてね。 それに 、彼はす ごく頭
が切 れる。い つも、こち らが求め る先を読 んでやっ てくれる ので、
うち の働き頭 の一人にあ げられ ますよ。 最も、坂田 君があな たのお
っし ゃるほど の優れた 俳人かど うかまで 、私にはつ かめませ んが」
と 、会社の セールス の方に話 をきり替 えた。
こ れが潮時 と察し た私は、ぶ しつけな 訪問に応じ てもらっ た礼を
いい、管理 事務所を 出た。出が けに、事 務所の方 に歩み寄 ってくる
運転手らし い二人を 見かけた が、二人 とも気の よさそうな 男で、こ
れからの勤 務につく ための手 続きにで もきたの か、二台の 大型トラ
ックが、 二人の後 方にエン ジンをかけ たまま止 まっていた 。
私には 、これだ けで十分 だった。
秀夫 がこの二週 間、普段 と変わらな い勤務に ついて いるという 確
認がで きただけで 、胸を締 めつけ ていたもの がいく分 和らいだ。
しか し、意外だ ったのは 、秀夫 が明朗で受 けのよい 社員である と
いうこ とだっ た。
理恵 のいい 分では、家 に帰った り帰らなか ったり、 子供の泣 き声
に敏 感に反応 し、左頬の 傷に執着 しては、 十五年前 の罪科か ら逃げ
おお せようと 必死になっ ている 。それも 、襲撃を受 けた怪我 がもと
で頭 のススん でしまっ た男、と いう具合 になる。
私 自身、ミ レーから エンゼル にかけて 見た秀夫の 様は、理 恵のい
う ことと重 なり合う のであるか ら、事務 所長の話 がうまく 飲み込め
ない。
しかも、 高速道路 を百二十キ ロのスピ ードで走 行しなが ら、ナイ
フで腕に切 りつける という 秀夫の神経 は、頭部 を負傷して 頭のスス
んでしま ったとい うだけの 男のものと は違う。 もっと凄惨 な、い や
精緻に 仕組まれた 、あの『 鳩赤い胸の うちをぶ ら下げた まま時間 の
真円を 歩く』や『 ハンカチ 落ちている 夜の線 路をまた ぐ』に通う 、
いきな り炎え上が り、炎え 上がった かと思う とカラリ と消え失せ て
しまう といった、 炎の向 こうまで 見通し、あ ざ笑うと いうほどの 神
経なの だ、と私 は思って いる。
これ が挫折中 退の己れ をあざ笑 っているの か、罪科 からどこま で
も逃 げおおせ ようとする 呪縛のな かでの己 れ自身が 身にまと った歪
みで あるのか 、いずれと もわから ないので あるが、 この二十 年とい
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う歳月の 間に降り 注いだも ののぶ厚さ にたじろ ぐ思いで ある。
けれど も、事務 所長の話 からすれば 、Ｔ運送 のなかに はちゃん と
二十年前の秀夫がいる。快活で 、明晰で 、負けず嫌いだった秀夫が、
そっく りそのまま いる。
鳩の 句やハンカ チの句を 詠むとい った神経 の秀夫の うちに、上 司
や同僚 との関 係をちゃん とやって いける部分 が残って いるのだ と考
える と、なん ともいえな い安堵を 覚える。
し かし、そ んなことは 、あのか つての秀夫 だったら 当然の ことな
のだ 。外交官 やマスコミ を目指 し、トッ プを走って いた頃の 秀夫だ
った ら、朝飯 前のこと なのだ。
人 前に出る のが苦手 で、他人 と話すの がおっくう だった私 の方が
教 壇に立ち 、どんな 相手に対し てももの 怖じせず 、表舞台 に立つの
が好きで、 またそれ を夢みてい た秀夫の 方が潜伏 生活を送 らねばな
らないなど 、なにか が間違っ ている。
「お前、 どうする 」
しのつく 雨のな かで終バ スを待って いた私に 、珍しく秀 夫が話し
かけて きた。
県下 の英語弁論 大会を二 年連続で制 した秀夫 は、Ｅ ＳＳ部長を 後
輩に譲 ったものの 、毎日放 課後の 部室に残っ て指導を 続けていた 。
私は 、授業が終 ってすぐ 家に帰 ると田や畑 の手伝い が待ってい る
ので、 学校の 門が閉まる まで図書 室に籠もっ た。受験 のことは 二年
生の 三学期に 心にかけ始 めたばか りだったの で、と にかく時 間がな
いの だった。
農 家の長男 が大学に進 むという のは、私 の高校で はあまり 例がな
く、 進んでも 殆どが将 来地元に 帰ってく ることので きる教師 の道を
選ん だ。私 には弟妹 が三人あり 、母が病 弱なことも あって進 学は無
理 だと告げ られてい たが、自分 のレベル の仲間が 殆ど受験 するとい
う状況のな か、仕送 りなしのア ルバイト をして でも進学し ようと決
めたのであ る。
といって 、親の承 諾をとり つけたわ けではな く、そんな 気配を察
したらしい母から 、毎晩考え直してくれないかと泣きつかれていた 。
長男が 進学する と、田畑 が荒れてし まうとい うのが農家 の定説だ
った。 進学をする と二度と 農業に戻っ たとい うためし がなく、仮 に
地元の 教師として 戻ってき ても、転 勤や結婚 を機に、 結局家を捨 て
ること になる。そ うなる と、年老 いた親の手 に負えな くなった田 畑
は荒れ 、先祖の 供養も粗 末にする ようになっ てしまう 。
高校 を卒業し て役場な どにでも 勤めてくれ ればそれ らがすべて 解
決す るし、弟 二人、妹一 人のこれ からの学 費もばか にならな いし、
と母 はしつよ うに迫った 。
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「家や田 畑や山、 これら財 産すべてを 浩一に渡 すんだ。 これだけ あ
れば不 自由はしな いだろう し、これを 長男に渡 さない と先々やや こ
しいこ とになるん だよ」
一番 下の弟は小 学校一年 生にあが ったばか りで、先 々なにがや や
こしい ことにな るのか私 には実感 できなかっ たのであ るが、ただ 、
こう毎 晩泣き つかれてみ ると、妙 に反発した くなる。
長男 、長男と いわれる ことが、 このときほ ど息苦し いことは なか
った 。
農 家の長男 であるから 、目の前 の財貨と 引き替え に将来を 奪われ
なければならないのだという。そんな理不尽な話があっていいのか、
と地 団駄を 踏みたい 気持だった 。
わ ずかの時 間でい いから街に も住んで みたいし、 もう少し 勉強も
続けたい 。それより 、広い世界で一度自分の可能性を試してみたい 。
いくら長男 であるか らといっ て、伸び ようとす る子供の芽 を乱暴に
摘み取って よいとい うもので もなかろ う。そう 考えた。
「どうす るって」
私は、 秀夫のぶ っきらぼ うなことば の意味を はかりか ねた。
「やっ ぱり止める のか、文 学部」
「文学 部」といい かけて、 私は自 分のうちで なにかが 少し弾けた の
を覚え た。
自分 でアルバ イトをし てでも進 学しようと いう方向 に傾いては き
たも のの、ま だ教育学部 のほかに これといっ て思い 浮かぶ学 部はな
かっ た。啄木 や牧水が好 きなだけ というこ とで、文 学部を選 ぶなど
考え もしない ことだった 。
「家 のことが なあ」
「そ うか」
フ ム、と 秀夫は鼻 をひくつか せた。隣 り村に住む 秀夫とは 幼い頃
から行き来 があり、 その家族の ことも互 いに見 知っている 。
秀夫の家 も私の家 も同じ規模 の田畑を 持つ農家 だから、 子供を上
級学校に出 すという 点での 事情は変わ らない。 ただ、秀夫 の父は地
域の役職 という役 職をいく つも任され 、いつか 村会議員に という 声
のかか る人物だっ たから、 子供の将来 を見る目 に自ずと 開きがあ る
ことは 否めない。 しかしそ んな秀夫も 、休日 には一日 中田畑にか り
出され るのである 。
「町の 連中なんぞ に、お めおめと 」
町の 連中に負け てたまる かとい うのが秀夫 の口癖で あり、実際 、
英語 の力は村 でも町でも ない、県 下のナンバ ーワンを 占め、理 数科
目も 強かった 。私には、 秀夫がい ったいい つ、どの ようにし て力を
つけ るのか、 不思議でな らなかっ た。
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「村や町 の世話役 なんぞで 満足してい たってな 」
秀夫は 、父のこ とをそう いい、自分 の守備範 囲はそん なけちな も
んじゃ ないといい きった。 その足掛 かりのた めにも、 県下に名前 を
響かせ 、実績を積 んでいく ことが ポイントで あると定 め、周囲に 有
無をい わせない 結果を示 していっ た。
「もし 、小さ な鉢に納ま りきれな い花があっ たとする 。しかも 、類
い稀 な美しさ をもつ花で あったと する。その 希有の 花を、い ったい
小さ な鉢のま まで小さく 咲かせよ うとして よいのか 。自分の 所有物
だと いう理屈 だけで、多 くの目 につかな いままにう ち枯れさ せると
いう 挙に出て よいのか 」
秀 夫をとり 巻く状況 は私とは 何倍も違 うとはいえ 、そこは やはり
農 家の長男 であった 。外語大に 進むのも 、外交官 になるの も、それ
は弟妹に譲 り、自分 はせめて地 元に職を 求めて田 畑の荒れ るのを最
小限に食い 止めねば ならない 。いつも 、そんな 思いに塞が れるのだ
という。
秀夫の二 歳下にな る双子の 弟妹は、 あるいは 秀夫をしの ぐかもし
れないと いう頭脳 の冴えを 持っており 、両親も それを誇 りにして い
た。
「結局 、俺たちは 山の向こ うを見る ことのな い、どこ かで目隠し を
されて しまった、 ていのい い人質 なのかもし れんな」
とき どき、そう 吐き捨て る秀夫 を見ること があった 。
「家 のことか よ」
秀 夫は、ど こか不機嫌 な口調で いい、視線 を垂れ 込めてい る空に
向け た。
「俺 はな、い や俺もな 、イラつ いている 。しかし、 どこかで ケツを
まく らんこ とには埒 があかんか らな。一 つ賭けに出 たのさ。 一世一
代 の大勝負 だ」
そういう と、秀夫 は始めて口 元をほこ ろばせた 。色白で 面長の頬
がいく分上 気してい る。
「俺は、こ れから一 週間の 間に、この 梅雨があ がると賭け る。梅雨
があがれ ば、なに 迷うこと なく俺の道 を選ぶ。 負ければ、 丸坊主 よ
ろしく 、というこ とさ」
「梅雨 があがる、 か。七分 、三分だな 」
私は 、思わずそ れは無理 だ、といお うとして ことば を濁した。 と
にかく 、この雨と いった らなかっ た。
春先 から不順な 天候が続 いてい たが、日照 不足のま まいつの間 に
か梅 雨入りし 、丸二か月 というも の来る日も 来る日も 雨だった 。お
かげ で、畑の 麦は痩せた 実をつけ たものの 穫り入れ ができず 、立っ
たま ま芽が出 るというあ りさまで 、田の方 も苗が何 度も冠水 して根
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腐れを起 こしかけ ていた。
みんなは、排水の通りをよくするため間断なく畦の水落としをし 、
空を仰 ぎ吐息をつ いた。こ のままい くと、未 曾有の不 作となる恐 れ
があり 、
種籾 さえ収穫で きないの ではない かとの心 配もされ だした 。
煙草、 野菜、果 物も青白 い葉が細 く伸びるば かりで、 なかなか実 を
結ぼう としな い。
雨が これ以上 続くと生 活の基盤 さえ失いか ねず、農 家にとっ ては
それ こそ、上 級学校への 進学など 夢物語に 過ぎなく なってし まう。
こ の梅雨が あがるとい う予報は どこの気 象台も出 していな かった
し、 事実、例 年の時期 と比較し ても梅雨 あけはかな り先のこ とと思
われ た。
「 七分、三 分、いや 九分、一分 かな」
秀夫のこ とばがど こか震えて いる。い つもだと、 テノー ルのよく
通る声で、 流暢に英 語を操り 、クラス でも率先 してまとめ 役として
の発言をす る。英語 弁論大会 で二連覇 をなしと げたのはほ んの一月
足らず前 のことで あったし 、新聞にも 大きくと りあげられ 、華々し
い脚光を あびた。 その秀夫 のことばが どうしよ うもなく 投げ遣り で
ある。
「しょ うがあるま い。しか し、これ でこそ一 世一代の 賭けにふさ わ
しい大 勝負ともい えるな。 運を天 にまかせる 、という やつだ」
一人 でフムと頷 き 、
「お前が証人だ 、よいな」といい放つと、秀夫
はいつ もの表 情に戻り、 手のなか に丸めてい た学帽を あみだに 被っ
た。
私 も、ひそ かに、秀夫 の賭けに 、自分を 賭けてみ ることに した。
証 人になっ た以上、と いうわ けでもな かったが、 秀夫の賭 けがま
るで無謀なことに思えたし、殆ど勝ち目はないのだったから、結局、
誰 もが安堵 する方向 に決着をみ るのも悪 くはない と考えた 。
そうなると、毎晩母から泣きつかれていることに逆らうことなく 、
しかも、一 度は自分 の運勢を 賭けてみ た上での 決着である から、自
分自身をも 説得でき るので はないかと 思った。 それになに より、秀
夫と同じ 歩調をと ることに なるのであ るから、 心強い。
翌日、 翌々日と 雨は続い た。
壁や畳 は水分を 重く含み 、押入れの 布団や衣 類には黴 が生えて い
る。
その また翌日は 、夕方か ら叩きつ けるほど の降りに なった。傘 を
さして いても濡 れ通って しまい、 畦の水を落 としに出 かけた父 が水
路の 濁流に巻 き込まれ、 危うく篠 竹にしがみ ついて難 を逃れた と、
唇を 土色に染 めながら戻 ってきた 。
そ の夜はさ らに雨量を 増し、県 庁所在地で あるＮ 市では、 鉄砲水
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で数十人 の死者が 出るとい う惨事とな り、降り つのる雨 はなお勢 い
を止め ようとしな かった。
水害 の話で騒々 しい学校 で、秀夫は 、どこか ふてぶて しささえ み
せる顔 で、話の中 心にいた 。英語 弁論大会が 開かれた 県の中央会 館
が臨時 避難所に なってい るらしく 、Ｎ市の地 理に慣れ ている秀夫 に
クラス 中が群 がった。
「Ｎ 市そのも のが摺り鉢 の底の位 置にあたる からな 、少しの 雨が降
った だけで排 水溝が溢れ 出す。道 を歩くと 、靴の上 から水が 侵入し
てく る。川は すぐに水嵩 を増し て走り始 め、坂の街 は煙って 視界が
きか なくなっ てしまう 。旅人に とっては えもいわれ ぬ美しい 街であ
るか もしれ ないが、 住人にとっ ては、常 に危険と隣 合わせと いうこ
と にもなる 。まあ、 それが国際 観光都市 Ｎ市に住 むという 矜持にも
つながり、 Ｎ市がＮ 市たる所以 でもある のだけれ どな」
「避難所の 方は大丈 夫か」
「中央会館 は比較的 高台にあ り、周囲 には迫っ た崖もない から、臨
時避難所 にあてら れたんだ ろう。三千 人ぐらい だったら、 十分収容
は可能だ ろうな」
秀夫は 、自分自身の賭けのことはどこ吹く風といったありさまで、
群れの なかでよく しゃべる 。はっき りした輪 郭の、秀 夫の目から 鼻
にかけ ての線が、 伸ばし始 めた髪 の形とマッ チして、 ときおりや や
日本人 離れした 角度を描 いてみせ る。
四日 目も五日 目も、か なり雨足 の激しい降 りが続い た。幾度と な
く耳 を傾ける 気象情報も 、芳しい 予報はなに 一つ流 さなかっ た。
私 は、観念 した。
こ れではあ まりにも残 酷過ぎる 気がしな いでもな かった。 最初か
ら負 けるとわ かってい る賭けに 出て、し かも自分自 身の将来 を賭け
たの だ。つ い、舌打 ちをしたく なってし まう自分を かろうじ て支え
て いたのは 、秀夫も もろともな のだ、と いう思い だけだっ た。
六日目の 朝、それ は日曜日で あったが 、早朝か らの父の 大声で眠
りが破られ た。
「なにや ら雨が止 みよった 」
朝闇の なかで、 父の声が うわずって いる。
寝ぼけ 半分だっ た私の目 が、いっぺ んに開い た。布団 を蹴って と
び起き ると、庭に 走り出た 。うっす らと星が 光ってい た。ほんの 夜
半まで 、どろりと 垂れて いた雲が ところどこ ろ切れて いた。
私た ちは、朝飯 もそこそ こに田 圃に出た。
父は 、
「やれるだけのことはやってみんとな」と 、いささか興奮の
体で ある。畦 の水を落と し、倒れ た苗を一 本一本起 こしてや るのだ
とい う。
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気の遠く なりそ うな思い で一本一本 の苗を起 こし、一枚 の田の半
分ほど まできたと き、いよ いよ背後に 日差しが のぼり 始める気配 が
してき た。
私た ちは、まだ 勢いの衰 えない水 を落とす ための道 筋をこしら え
る手を しばらく 休め、あ たりにい きなり金色 のシャワ ーを降らせ 、
山の影 からぬ るりと躍り 出たゆで 蛸だとしか 見えない 太陽に、 もの
もい わずに見 入った。実 に、二か 月近くもの 間姿を みせなか った太
陽が 、山の端 にかかる薄 雲を掻き 分け、ぶ 厚い水蒸 気を払い ながら
ふい にのぼっ てきたので ある。
太 陽が高く のぼるにつ れ、とこ ろどこ ろに残って いた雲は 少しず
つ移 りゆき 、昼頃に は真上から 照りつけ る日差しだ けが、強 く降り
注 いだ。
「ひょっと して、も うお日さん は拝めん のかと思 うとった 」
父は何度 も太陽を 見上げては いい、畦 道から畔 道を伝い 走った。
私も、弟も 妹も父の 後に続き 、畦の水 を落とし 、一本一本 の苗を丹
念に起こ していっ た。
久しぶり に、じ かに受け る日差しと 、水面か ら立ちあが ってくる
蒸気の 熱に蒸され 、最初は 息苦しいば かりであ ったが 、ひとしき り
汗をか くとここち よい気分 になった 。冷たか った水も ぬるみ始め 、
激しか った沢の水 音もだん だんゆ るやかにな ってきた 。
沢の 水音が静か になって くると 、途端に、 耳の端に どこか遠く で
鳴くク マ蝉の 声が躍り込 んできた 。
梅 雨あけ宣 言は、この 日から二 週間も過ぎ て、二 週間遡る という
異例 のかたち で宣せられ た。
夏 休みの補 習授業が始 まり、 登校する と秀夫がい た。この 時期の
補習 授業は 、半年後 の受験のた めに組ま れるのであ ったから 、クラ
ス 全員が受 けるわけ ではなかっ た。
授業時間 中は、二 人ともそし らぬふり で通した が、昼休 みに図書
館にいくと 、秀夫が 先にきて いた。外 に出よう というので 図書館裏
のベンチに 座ると、 どこだ と訊いてき た。私は 、とっさに 文学部だ
と答えた 。秀夫は 、東京の 外語大だと いった。
「冷汗 ものだった な」
「だか らこそ、一 世一代の 賭けだとい ったじ ゃないか 」
秀夫 は、ことも なげにい う。
「もし 、反対の結 果が出 ていたら 」
「もち ろんここ にいない 。しかし 、賭けの目 が反対に 出たらな んて
こと は、最初 から頭にな いけどな 」
秀夫 は、よ く通る声で 空に向か っていった 。空は、 梅雨あけ 宣言
が出 されて以 来、雲一つ ない油照 りになっ ていた。
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「俺は、 過ぎ去っ たことは 振り返らん のだ。俺 の道をい くと決心 し
たとお り、全力を あげて突 っ走る。そ れだけだ 」
秀夫 の実力は誰 もが認め ており、ま た秀夫が 攻めに転 じたとき の
強さは 、いやとい うほどに みせつ けられてき た。
「やは り外交官 か、外信 部の記者 か」
「お前 はどう だ」
「は っきりし たものはな い」
「例 の、苔の 生えちまい そうな」
「あ あ」
私 には、職 業へのイメ ージがな い。役 場勤めや、 教員とな って村
に戻 るとい うケース を除けば、 結局なん であっても いいのだ 。その
程 度の意識 しかない 。
秀夫の賭 けに自分 も賭け、そ の目が勝 ちと出たい まも、 いまだに
ふっきれな い気持で 揺れ続け ている。
まだ誰を 説得した わけでもな いし、 母に説明 してすぐに 良策が得
られると いうもの でもない だろう。弟 妹にも、 長男である 自分が出
ることに なるかも しれない という相談 など、も ちかけら れやしな い
のだ。
二十 年前の秀夫 は、私た ちの前で 、誰より も高く存 在していた 。
その 秋の村会議 員選挙で 当選し た秀夫の父 は、私た ちの卒業式 で
祝辞を 読み、 秀夫が卒業 生総代の 挨拶をした 。挨拶の 内容は、 広い
視野 を持ち、 多くの隣人 たちのた めに己れの 力の限 りを尽く したい
とい う、秀夫 のいつもの 持論であ ったが、 出席した 父兄たち の席か
ら溜 め息に似 た感嘆の声 があが った。
な により秀 夫は、小、 中、高 を通じて 一度も成績 で後れを とった
こと のない 男であり 、ときおり みせる日 本人離れの した目か ら鼻に
か けての線 は、秀夫 の頭脳の冴 えと自信 とを誇ら かにみせ ているの
だった。
だから、 秀夫が会 社の上司や 同僚に受 けがいい というこ とは、な
にも不思議 なことで はない 。彼は、利 口という より、もと もと人を
懐に呼び 込む術を 自然にこ ころえてい るという ことの方が 当たっ て
いる。
秀夫の まわりに はいつも とり巻きが いたし 、
一人起 つというよ り 、
幾人か とともに起 つという 役を好ん でいた。
私は 、
Ｔ運 送の管理事 務所長の いうこと ばを信じ ることが できた 。
秀夫は 、この二 週間、い つもと変 わらない勤 務を続け ているに 違い
ない 。関西方 面に生鮮も のを運び 、帰りには 衣類や電 気製品や 雑貨
を積 んでくる 。二週間と いえば、 その往復 を三、四 回は繰り 返して
いる というこ とになる。

- 35 -

理恵のこ とばを 借りるな らば、女の ところか ら出勤し、 また女の
ところ に帰るとい うコース で。
わか らないのは 、理恵の いう秀夫の 頭の具合 である。 前頭部を 負
傷した ことからく る精神の バラン スに狂いが あるとす るなら、は た
して長 距離トラ ックの運 転手が勤 まるもので あろうか 。しかも、 上
司にも 同僚に も破綻をき たした姿 を少しもみ せること なく、二 年以
上の 勤務を重 ねている。
し かし、秀 夫の左顔面 には顔が ない。頬か ら眉間に かけて の皮膚
はだ いだい色 にひきつれ 、唇の 端はめく れ上がって いる。鏡 の前で
穴の あくほど 自分の顔 を睨みつ け、マニ キュアの除 光液をふ りかけ
ると 、ライ ターの火 を点けたの だ、と理 恵はいう。
秀 夫自身、 時速百 二十キロの スピード で国道をと ばしなが ら、自
分の手首に ナイフの 刃を当てる 。十五年 もの間追 われ続け ているこ
とに疲れ、 ふと、目 の前の宙 に開いて いるドア をくぐろう としてし
まうのだと いう。
（六）
駅前 で、私はタ クシーを 降りた。降 りたとこ ろはパ チンコ屋の 並
びになっていて、暮れかけた舗道に立つと 、
「二 十 五 番 台 終 了 し ま し
た」と いうマイ クの音が 、聞いた ことのない 歌謡曲に 混じって肌 を
打つ 。
「しぶちんだぜえ、この店」と 、ポケットに手を突っ込んだく
わえ 煙草の二 人連れが、 肩でガラ ス戸を押し て出て くる。う しろか
らは 、景品の ハンカチの 束を抱え た女が、 頬を上気 させて転 がり出
てき た。
パ チンコ屋 の隣には、 映画館 とゲーム センターが 続いてい る。下
半身 に蛇を からませ 、あえぎの たうつ全 裸の女学生 の看板を 頭上に
掲 げた映画 館の奥か らは、すえ た靴底の 臭いが漂 ってくる 。
甘納豆屋 の角を曲 がる。間口 の狭い「 京子」だ とか「銀 蝶」だと
かの店が、 通りの両 側にひし めいてい る。そろ そろ開店の 札を下げ
始めた店も あって、 そうで ない店では 暗いドア の奥まで見 せて、ジ
ーンズの 娘や割烹 着の女が ホースで水 を撒いた り、塩を盛 ったり し
ている 。
「あな たを送って 出たでし ょう。帰っ てみた ら、れい 子、突然辞 め
るとい うじゃない 。そんな に急に辞 められた らこっち だって困る よ
ってい うと、泣き 出しち まってね 。だって、 この人か わいそうで 見
てられ ないって 、泣いて るのよ」
エン ゼルのマ マの声が 、私の耳 の奥で鳴っ ている。
「私 、よっぽ ど不機嫌な 顔してた のかしら 。あの娘 も気後れ したの
ね。 しばらく はそのまま 、突っ立 っていた わ。でも 木下さん 、放っ
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ておけな いのよ。 ぐでんぐ でんだもの 。だから 、もうい いよって い
うと、 あの娘嬉し そうな目 をして出て いったわ 。それ っきりよ」
とマ マはいった 。
れい 子は、正体 を失くし た秀夫を 、階段の あたりで 何度も転び な
がら押 し上げ、 車に押し 込み、連 れ帰ったの だという 。
れい 子のアパ ートは、 駅前のバ ス停から飲 み屋街を 抜けたとこ ろ
にあ ると聞い てきた。 線路を渡 った。踏切 の向こ うに、い ま通り
過ぎ たばかり の電車があ ずき色の 車体をく ねらせ、 すすけた 家並の
なか に倒れ込 んでいく。 渡り終 えたと思 ったら、ま たすぐに 警報機
が息 を吹き返 し鳴り始 める。
突き当たりの塀に一丁目とある。ママにもらったメモをとり出し、
れ い子のア パートの 番地を確か める。二 丁目は、 もう一つ 先の信号
を越したあ たりらし い。この分 なら、な にも駅前 でタクシ ーを降り
ることもな かった、 とその距 離にいく らかたじ ろいでしま う。
Ｔ運送を 出てあて もないま まに、Ｋ 書房に寄 った。
地元の著 作家コ ーナーか ら新刊本コ ーナーへ と、自然に 足が向い
ていく 。なにを探 すでもな いのに、気 が付くと このコ ースをたど っ
ている 。学生時代からの習慣とはいえ 、無意識のうちに同じ場所の 、
同じ書 棚を覗き込 む。幾冊 かの本 に手を伸ば し、ペー ジを繰り、 元
の位置 に戻す。 書房に立 ち寄った ことに対す る儀礼よ ろしく、い つ
もその 動作を 繰り返す。
地元 の著作 家コーナー には目新 しいものは なかった 。ひとこ ろ、
文壇 の登龍門 を駆けのぼ った地元 作家の出 現があい つぎ、こ のコー
ナー ではその 作家の著作 が積み あげられ 、作家自身 によるサ イン会
も催 され、異 様な活気 を呈した 時期もあ ったが、最 近は彼ら に続く
才能 が枯渇 したのか 、めったに 客の立ち 止まらない 一角にな った。
そ の書架の 上隅に、 作家の作品 には当た らないの だが、義 父が還暦
の記念に出 版した専 門書に近い 内容の本 が並べ られている 。いつも
の位置に置 かれた、 義父自身 の筆にな る見慣れ た背文字に 目をやる
と、ほかに 興味をそ そられ るものはな かった。
新刊本の コーナー には人だ かりが多 く、新聞 や雑誌の書 評を賑わ
してい る女流作家 の、情念 の迸りを描 いた作品 を手にし 、購入し た
が、人 垣のなかに いること が息苦しく なって きたので 早々に退散 し
た。
もう 目当てのコ ーナーは ないのだ が、念の ために、 いくつかの 同
人誌を 並べてい る雑誌の 書架を覗 いてみた。 スポーツ 、服飾、 趣味
の月 刊誌や週 間誌の書架 には、新 刊本のコー ナーに負 けない人 垣が
ある が、同人 誌のコーナ ーは閑散 としてい る。小説 、俳句、 短歌、
詩、 エッセイ の見慣れた 誌が並ん でおり、 俳句誌に は草土、 青風と
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いう全国 誌のほか に、地元 の数誌も並 べられて いる。が 、いずれ も
有季定 型のものば かりで、 自由律の誌 に出会う ことは ない。もし や
と期待 して覗いて はみたも のの、Ｓ に出会え るわけも なかった。
私の うちには、 理恵のこ とばとＴ 運送の管 理事務所 長のことば と
が、渦 を巻い ている。そ のどちら のことばも 、まぎれ もなく秀 夫本
人を 指してい るには違い ない。と ころが、時 間の経 過ととも に、彼
らの ことばが 奇妙な具合 に混じり あい、発 酵を始め る。
し かしいず れにしても 、秀夫は 、外交官 としても 、マスコ ミの外
信部 にも籍を 置くこと なく、左 の顔面を 潰し、地下 に潜伏し たまま
の日 を送っ てきたと いうことは 、疑いの ない事実で ある。
二 十年前、 卒業生 総代として の挨拶で 、視野を広 く持ち、 他のた
めに力の限 りを尽く したいと誇 らしげに いったと きの秀夫 と、いま
の秀夫とが どう結び つくのか 、私には その距離 の遙かさを 思わずに
はいられな い。
秀夫自身 がこの二 十年間と いうもの をどう位 置付けてい るのか、
あるいは 当人には 、その間 の隔たりな どないの かもしれ ないが、 秀
夫はか つて私たち の誰より も高く聳え ていたの である 。あの切れ 味
鋭い刃 みたいだっ た目から 鼻にかけ ての線は 、いまは 、こぶとな っ
て突き 出した、だ いだい色 の皮膚 のひきつれ のなかに 埋められ、 め
くれ上 がった唇 の端から は、空気 が洩れ出す 音に似た しゃがれ声 が
吐き出 される 。
秀夫 の賭け に賭け、勝 ちを拾っ た私は、気 持の整理 が十分で きな
いま ま地元国 立Ｋ大の国 文科を受 けたとこ ろ、たま たま受か ったの
だっ た。本当 に、たまた ま、と いうのも あつかまし いほど、 私はＫ
大の 空気に馴 染めず、 というよ りついて いけず、そ れでも中 途で放
り出 すとい う反骨に 出る勇気も 持ちあわ せなかった 。
二 年後輩 になる妻 との出会い がなかっ たら、はた して卒業 できて
いたのだっ たか。と にかく、妻 の父であ る義父 の講座に入 り、六年
かかって妻 とともに 卒業した 。
卒業の目 処はつい たものの 、出版社 、マスコ ミなど五社 を受験し
たにもか かわらず 、就職の 内定も得ら れず、履 修はしたも のの教 職
資格も 取得するに 至らず、 母にいい含 められて いた家の ことや弟 妹
のこと も気がかり なままに 日だけを繰 り延べ している うち、義父 か
ら修士 課程に拾わ れ、進学 したのだ った。い まとは異 なって、当 時
の大学 院には成績 の比較 的劣る者 が入るとい う定説が あり、自分 に
は仕方 のない選 択であっ た。
結局 結婚が縁 で、義父 の世話に より現在の 職に就く ことになっ た
ので あるが、 私はこれま で、自分 の足で歩 いてきた という実 感を持
った ことがな い。自分の 足で歩く どころか 、家のこ とも、弟 妹たち
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のことも 放ったら かしのま ま、これも また自然 のなりゆ きで、Ｆ 市
に居を 構えること になって しまった。
そん な私が、秀 夫を呼ん だのである 。
購入 した女流作 家の新刊 本をショ ルダーバ ッグに入 れると、エ ン
ゼルへ の道を たどった。
まだ 店が開く には早す ぎる時間 であったが 、このま ま家路に つく
のは 堪え難い ことに思わ れた。
私 が石を投 げ、波紋の 糸を勝手 に手繰り 寄せてし まった秀 夫は、
理恵 の元には 帰らず、 子供が呼 び求めて いることも 知らない 。過敏
体質 の子供 は、父親 がいずこへ とも知れ ず離れ去ろ うとして いるこ
と を、持ち 前の鋭い 本能で察知 している のかもし れない。
秀夫に対 する糸を 引くことに なった私 には、いま 一度、 あの子供
の元に秀夫 を帰さね ばならな いという 義務があ る。義務が あるとい
うより、そ うしなけ ればなに も始まら ないのだ 、と思われ た。
「もう二 週間にな るわ」
ママは、 私の顔 を見るな りいった。
「れい 子、辞めち まったの よ。二年も 働いてく れたの にね。あの 娘
優し過 ぎるの。で も、木下 さんなら しょうが ないわよ ね」
ママ の表情は、 まだ化粧 をしてい ないせい もあるの か、疲れが 淀
み、青 くむくん でみえる 。エンゼ ルのドアは 開け放た れ、カウン タ
ーには 椅子が 逆さまに乗 っている 。店は地下 一階にあ るのに、 開け
放た れたドア から心地よ い風が入 り、ママの アップ に束ねた 髪を撫
でて いく。奥 にれい子よ りも若い 女が一人 いて、棚 のグラス を鳴ら
しな がらハタ キをかけて いる。
「も とはとい えば、エ ンゼルに は木下さ んが先。二 月ばかり 経った
頃だ ったか しら、前 の娘に一週 間で辞め られ、誰か いないか しらね
と いう話を していた ら、木下さ んが、い い娘がい るから使 ってくれ
ないかとい うので、 ＯＫしたの よ。れい 子、こ んな仕事は 初めてら
しく、最初は結構しくじってばかりいたわ 。だけど憎めない娘でね 、
すごく頭の 回転がい いし、 それを鼻に かけるこ となどなく て、そう
エンゼル にはもっ たいない 娘だった。 いまどき こんな娘が いるの か
という ぐらい素直 でね」
ママは 、木下さ んはあの 姿からはと ても想像 できない くらいひ ょ
うきん で、木下さ んがくる といつも 店のなか が和むの だった、と い
う。
「周り のことに よく気が 付く人で ね、お客さ んがいが みあった りす
ると 上手に仲 裁してくれ たり、お 客さんの入 りが淋し いとカウ ンタ
ーの隅にいつまでもいてくれるし、新しい団体のお客さんが入ると 、
すっ と消えて いくのよ。 それがち っともお 仕着せで はなくっ て、自
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然なのよ 。ううん 、木下さ ん、火傷の ことなど ちっとも 気にして な
かった し、私たち の方もす っかり忘れ てしまっ ている の」
少し 隈の浮いた 目を瞬か せ、ママは 点けたば かりの煙 草の煙を 吐
いた。
「れい 子も、木 下さんと ベタベタ するわけで はなし、 普通のお客 さ
んと同 じ扱い よ。それに れい子、 とても身綺 麗でね、 あの娘目 当て
にく るファン がたくさん いたけど 、浮いたこ ととか トラブル は全然
なか った。二 年近くもこ んな仕事 してて、 ちっとも 垢に染ま らない
のよ ね。いま 考えてみる と、あ の娘は私 たちとどこ か違って いた。
正真 正銘のエ ンゼルだ ったのか 、それと も」
と いいかけ て、ママ は大きく 首を振り 、
「 間違いな く、正真 正銘のエン ゼルだっ たのよ」
と、少しことばのあとを潤ませた 。しかし、
「あれ以来 木下さん 、
音沙汰なしなの」といい 、
「だって 、れい子辞めちまったんだものね」
と、ママは 目を閉じ た。
あの晩、 私が転が っていた フロアの あたりに は水がうた れ、空の
瓶が無造 作にケー スにさし 込まれてい る。
ミレー で出会っ てからこ のフロアに 転がされ るまでの 間、私の 見
た秀夫 は、夜の国 道を百二 十キロの スピード でとばし ながら、手 首
にナイ フで切りつ ける男で しかな いと思えた 。肉汁の 色を左顔面 い
っぱい に光らせ 、めくれ 上がった 唇の端から 吐き出さ れるしゃが れ
声で、 近付く 者を威嚇せ ずにはい ないただの 荒くれに しかみえ なか
った 。
そ れは、二 十年前を知 る私が突 然現われた ことで の秀夫の 変貌で
あっ たのだろ うか。かつ ての、 才に恵ま れた秀夫を 知る私が 、無理
矢理 あらぬ糸 を手繰り 止せ、姿 をみせた ことでの居 直りであ ったの
だろ うか。
水 のうた れたフロ アには、ま だ箒の目 も入れられ ず、ポテ トチッ
プやクラッ カーの破 片が散らば り、ケー スに逆 さまに突っ 込まれた
一本のボト ルからこ ぼれ出た ものらし い液体が 流れ出、濃 いアルコ
ールの匂い が立ちの ぼって いる。
電話で もかけて からにす ればよかっ たのだ。
大和荘という墨の流れた表札の前に立ったとき、私はそう思った 。
どうし てれい子の アパート にまでく る気にな ったのだ ろう。
「もう 二週間にも なるわ 」
と、 理恵と同じ ことばを ママが 溜め息混じ りにいっ たとき、私 は
居て も立って もいられな い気持に なり、エン ゼルをと び出した のだ
った 。二週間 。この二週 間という もの、私 は本当に なにをし ていた
のだ ったろう 。腰の痛み にかまけ ることで 、秀夫の こともれ い子の
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ことも無 意識のう ちに避け ようとして いたので はなかっ たか。私 が
勝手に 投げた石の 波紋を、 目をつぶり 、腰の痛 みを代 償とするこ と
で、忘 れてしまお うとして いたので はなかっ たのか。
れい 子の部屋は 、薄い鉄 板を踏ん でのぼっ た二階の 突き当たり に
あった 。
足元には、少しばかりの中身が残り白い膜をはった牛乳瓶が二本 、
コン クリート の上にじか に置かれ ている。
私 は、ノッ クをしよう としてさ し出しかけ た手をひ っ込め てしま
った 。自分の しているこ とが、 ひどく傲 慢なことに 思える。 傲慢で
あり 、自分本 位のご都 合主義だ 、と思う 。
私 がれい子 たちの前 に姿を現 わし、い まさら頭を 下げても 、なに
も 始まりは しない。 始まりはし ないどこ ろか、も う一つや 二つの石
を投げ入れ てしまう ことになり かねない 。
しかし、 居ても立 ってもいら れない気 持で、と にかく自 分はここ
までやって きたのだ 。そんな 姑息な思 いが、い ったんひっ 込めてし
まった手 を、また 伸ばさせ る。私は、 下腹から 絞りあげて くる不快
にとらえ られなが ら、一刷 毛の夕日が 私の影を 刻みつけ ているド ア
の前を 動けない。
その まま、じっ とドアを 見ている。
醜く ふくれた私 の影が、 拡散して ドア全体 をおおっ ている。と 思
うと、 今度は子 猫に似た 敏捷さで 現われ、際 限もなく 縮こまり、 し
まいに は針の 鋭さに尖っ て、粗い ドアの木目 を刺し貫 く。
ドアの内側で床板を擦る足音がして、しばらく止んだかと思うと、
また かすかに 聞こえる 。
「聞き違いかしら 」とつぶやく声がある。私
と一メートルと離れていないところで、足音の主が首を傾げている。
私 の影が、 針となって ドアの 木目を刺 し貫いたと 思った瞬 間、私
はド アを叩 いていた 。叩いたあ とで、激 しい後悔に 襲われた 。息を
殺 し岩陰に ひそんで いる蟹のつ がいを、 泥だらけ の手で引 きずり出
す。そんな 行為だ、 と体中に熱 いしびれ を覚え た。
しかし、 ドアは応 えなかった 。ノック の音はし ばらくド アの内側
にとどまり 、やがて がらん どうに抜け ていった 。
長い時間 だった。 なにごと もない。
なにご ともなか った。
私は、 かろうじ て解放さ れた安堵に 胸を撫で 、ゆっく りとドア の
前を去 ろうとした 。
「やめ ろ」
低い 、男の押し 殺した声 がする 。
「そ うね」
あき らめて しまった足 音が、奥 へ消えてい った。と 思ったと き、
スト ンとドア がわずかに 開いた。
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「あっ」
内側の 声が同時 に叫んだ 。
私の 目の底から 、れい子 の裸の輪郭 が、ひど く緩慢な 動作で立 ち
上がっ た。
「ほっ とけとい ってるだ ろう」
れい 子は、ノ ブに手を かけた前 かがみの姿 勢のまま 立ち尽くし て
いる 。
「お い、戻っ てこい」
部 屋の奥か ら野太いし ゃがれ声 がする。 れい子は 、やっと 気が付
いた というふ うに、首 筋まで赤 く染めた 。そして、 あわてて ドアを
引く と、ド アチェー ンまでおろ してしま った。
「 なに、浩 一、本当 か」
いったん 閉められ たドアが、 荒々しく 開け放たれ た。
「貴様、何 の用だ」
腐った卵 に似た臭 いと一緒に 、秀夫 の痩せた あばら骨が とび出し
た。あば ら骨が、 夕日に異 様な凹凸を 描いてい る。
「誰に頼 まれてき た。理恵 か、まさか お前、理 恵とぐる になって 俺
をサツ に突き出そ うという んじゃない だろうな 」
「違う 、違うよ、 あの晩の ことで」
「あの 晩のこと。 ふん、ふ ざける なといって おいた筈 だ。お前な ん
かに用 はない」
「待っ てくれ 、済まん。 何度でも 謝る。それ より、何 か頼みた いこ
とが あるとい ってたんじ ゃないの か」
私 は、そん なことをと っさにい える自分を 汚いと 思う。教 授や義
父た ちの目ば かりを気に して生 きてきた これが自分 の本性だ 、と吐
き捨 てたくな る。
「頼 みたい 、お前に 、バカバカ しい」
秀 夫は、 トレーニ ングパンツ が濡れ通 るほどの汗 をかいて いる。
伸びた右顔 面の頬髭 が思いがけ ない静け さをみ せているの に、左顔
面は柿色に充血して 、荒々しい情欲を溜め込んだという様相である 。
「ふん、よ かろう、 入れ」
舌打ちを すると、 大きく顎 をしゃく った。
秀夫は 、あぐら をかいて 座った。そ して、ハ イライト を歯で一 本
引き抜 いて、火を 点けた。 四畳半の 居間には 、こたつ がテーブル が
わりに 置いてある 。
「突っ 立ってな いで、座 ったらど うだ」
秀夫 は、ハイ ライトを 深々と吸 い込んで、 煙を口元 から耳たぶ の
あた りにはわ せる。
「れ い子と心 中でもして るんじゃ ないかと 期待して きたんだ ろう」
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「都合も 訊かずに やってき て、済まな い」
「都合 を訊いた日 にゃ、お 前の手柄を 逃すとで も思っ たんだろう 」
「そん な気はない 」
とは いったもの の、秀夫 にそうい われてみ れば半分 は当たって い
るのか もしれな い、と改 めて気付 く。自分の うちには 、なんとか し
て理恵 の元に 秀夫を連れ 戻したい という気持 が確かに ある。
「理 恵か、理 恵に頼まれ たのか。 ふん、察し はつい てるさ。 あいつ
が、 あること ないこと喋 っちまっ たんだろ う。女癖 が悪いと か、怯
えて 仕事も手 につかんと かな。 冗談じゃ ねえよ。あ いつは狂 ってる
んだ 。しかも 、いつも 俺を殺そ うと狙っ ている」
「そ んな筈 はない」
い ま私の胸 の内に は、管理事 務所長の ことばも、 エンゼル のママ
のことばも ない。
「あいつは 俺を殺そ うとした 。五度も 、六度も だ。第一、 俺の方で
家に居たく ても、あ いつが追 い出しや がる。そ んな奴のと ころに戻
れるわけ がねえ」
秀夫はう そぶく 。でたら めだ、と私 は思う。 やっぱり秀 夫は、頭
の具合 がススんで いるのだ 。辻褄の合 わないこ とをい い始めた秀 夫
を、私 は檻の外か ら冷やや かに見て いる。
「嘘じ ゃないんで す」
ふすまが開いて 、ジーンズにＴシャツを着たれい子が顔を出した。
「鬼よ 、あい つ。研次も あたしも 殺されそう になった んです。 あた
し、 あいつと 同じ売場で 一年間働 いたことが あるん です。あ たしが
売り 上げを伸 ばす度にあ いつがい きりたつ 。売り物 のサンダ ルの紐
を引 き千切っ たりして、 あたし のせいに するんです 。あたし が、商
品を傷物にしたと。ううん、研次との関係など勿論なかったんです 」
「あ いつは 、夜道で れい子に切 り付けや がった」
「 人通りの 絶えたお 堀端で、あ いつは待 ちかまえ ていまし た。呼び
出されたんです、電話で 。いきなり暗がりからぶっつかってきたわ 。
セーターの ここのと ころが切 り裂かれ て、血が 吹き出して 」
れい子は 、脇腹を 押さえて 顔をゆが めた。
「草の上 を転げま わって逃 げました。 そうした ら、またヒ ュウと と
んでくる。今度はふくらはぎ。火がめり込んだかと思うほど熱い 。『ち
くしょ う、犬め』 とわけの からないこ とを叫 んで、馬 乗りにのし か
かって きました」
秀夫 は、こたつ の下から 半分ばか り中身の 残ったウ ィスキーを と
り出すと、一口あおった 。そして 、濡れて光る唇をひねり上げ、
「あ
いつ のお決ま りのセリフ だぜ」と いった。れ い子も、 そうなん です
と小 鼻をふく らませる。
「最 初は人違 いかと思い ました。 だって、 ねえ、ま さかと思 うでし
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ょう。あ たしは、 左足一本 であいつの 横っ腹を 蹴上げて やった。 あ
いつは 吹っとんで いったわ 。その隙に 、逃げよ うと思 ったんです 。
でも、 もう足が立 たない。 そうして いるうち にあいつ がナイフを 拾
い直し て、真上に 立ちふさ がった 。見たんで す、その とき、あい つ
の顔を 。水銀灯 にまとも に向いた 顔は、完全 に狂って た。よだれ を
流し、 剥き出 しにした歯 を食いし ばり、目は 宙に浮い ていた。 嘘じ
ゃな い。研次 が救けてく れたんで す。研次が いなか ったら、 わけも
わか らずあん な奴に殺さ れるとこ ろだった 」
「俺は、理恵がはだしでとび出していったのを見て後をつけたんだ 。
『悪 魔よ、悪 魔を殺し てやる』 と、ぶつ ぶついって たのを聞 いてい
たか らな。 そうした ら、先にき て待って いる女めが けて、あ いつが
と びかかっ た。次の 瞬間、うめ いて転が ったのは 、あいつ と同じ売
場のれい子 じゃない か。俺は夢 中で理恵 のナイフ を叩き落 とし、れ
い子を抱え 起こした よ。しか し、れい 子には悪 いけど、ど こにも理
恵を突き出 さなかっ たぜ。狂 ってるな んていっ たら、もう 日の目は
見れねえ からな」
「突き出 せばよか ったのに 。口惜しい ったらな いわ。研 次ったら 、
どこま でも庇おう とするも のだから、 今度だっ てあい つに狙われ た
んです 」
「理恵 さんが」
私に は信じられ ない。二 人の話 を聞けば聞 くほど、 ミレーの奥 の
小児科 医院で 見せた理恵 の、あの 突き詰めて 青ざめた 表情が、 よけ
いに 真実味を 増し、膨ら んでくる 。
「子 供を殺そ うとしてる って、い つも、あ いつが研 次を責め るんで
す。 大阪から くたくたで 帰って きた研次 に、いった い何がで きると
いう の。ただ もう、疲 れた体を 横にした いだけなの に、あい つ、夜
も昼 も寝せ ないんで す。そんな ことして たら、なん でもない 者まで
お かしくな ってしま う。出てい けってい うんです 。さもな いと、ガ
スの栓をひ ねって火 を点けると わめく。 研次が いると、子 供のこと
が心配で、 自分は眠 ってなど いられな いって、 あいつ、目 を真っ赤
にはらして 寝ずの番 をする んです」
「あいつ は頭の打 ちどころ が悪かった んだ。多 分、中野で のこと は
理恵か ら聞いた筈 だ。あい つのいうこ とは、殆 どでっち あげのつ く
り話だ けれどな。 勿論、俺 の方が重傷 だった さ。あい つなんか俺 に
比べる と、かすり 傷ほども ない。で も、あい つは人が 変わった。 す
っかり とな」
「まさ か」
「そ のまさか だ。あいつ も、昔は ああじゃな かった。 厳しい訓 練に
耐えてきた優秀な闘士だった。そうさ、仲間だったんだ、俺たちは。
でも 、狂って しまいやが った。こ うなると 、ただの 女より始 末が悪
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い。俺を 、あいつ の命をね らってもぐ り込んだ 刺客と思 い込んで い
る。だ から、俺の 顔を見る 度に怯えた 目で震え てやが る。挙げ句 に
は、サ ツに突き出 そうと隙 をうかが う」
「そん なふうには 、見えな かった 」
「とんでもない思い違いだ 。そんな呑気なことをいってられるのは 、
あいつ の本性 を知らない からだ」
秀夫 は、吸い かけのハ イライト を、ガラス の灰皿に いまいま し気
に揉 みつぶし た。
「俺 だって、 やむなく理 恵と離 れようと したさ。し かし、何 度も同
じ修 羅場をく ぐってき た仲じゃ ないか。 むげにもで きんのだ よ、む
げに もな」
「 あいつが 研次の顔 を焼いたん です。大 阪から帰 ってきた 研次が疲
れて寝込む のを待ち 、除光液を かけ、マ ッチの火 を投げた んです」
れい子が歯を鳴らしながら叫んだ。口惜しそうに唇を舐め、
「ひど
いったらあ りゃあし ない」と 涙声にな る。
秀夫は、 長い指で ひきつっ た頬を乱 暴にこす っている。 その拍子
に、ぶ厚 い肉にお おわれた まぶたがめ くれて、 焦点の定 まらない 左
目が私 の後ろ二メ ートルば かりを睨ん だ。
「浩一 、お前が理 恵から何 を吹き込 まれたか 知らんが 、もうあい つ
のとこ ろには帰ら ねえから な。第 一、危なく て帰れる わけもねえ だ
ろう。 俺には、 まだ大仕 事が残っ ている」
「待っ てくれ 、お前はこ の前はな るようにし かならん と、なに もか
もあ きらめた 口ぶりだっ た。もう 疲れたとも 、決着 をつける ともい
った 筈だ」
「確 かにいっ たさ。その 決着を つけるの だ、これか ら。俺は 、俺た
ちの 信条に従 って決着 をつける のだ。し かしだな、 お前みた いな石
頭に はあき れるぜ。 俺を何だと 思ってい る。俺を何 だと思っ て近付
い た。ふん 、考えて もみろよ、 お前みた いな味方 面をして 現われる
奴に、俺た ちの本心 が易々と明 かせるか 。戦術 だよ、セ・ ン・ジ・
ュ・ツ、な 。敵をあ ざむくた めには、 まず味方 をあざむけ というだ
ろう。これ は、イロ ハだぜ 。もっとも 、お前な んか、味方 だなんて
思ってや しないが な」
私は、 なにがな んだかわ からなくな った。あ の日の私の 出現で、
秀夫が 立ち上がれ ないほど の傷を受け たので はないか と恐れてい た
のだっ た。かつて の一応の ライバル であった 私が現わ れたことで 、
秀夫の プライドが 痛めら れ、ゆが められて、 不用意な ことをしで か
すので はないか と心配し ていたの だった。
「い いか、よ く聞け。人 間どもは な、醜く肥 え太り過 ぎている 。己
れを 万物の霊 長とやらに 祭り上げ 、すべて を支配し ようと目 論んで
いる 。お笑い 種だよ。こ んなお粗 末な話が あるか。 元はとい えば、
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たかが猿 じゃない か。たか が、猿、だ ぜ」
そこま でいって 、秀夫は 少し咳き込 んだ。柿 色の左頬 が朱色に 染
まり、 喉仏がグル ルと鳴る 。その苦 しさを静 めるため にか、ウィ ス
キーのボトルをわしづかみにすると、仰向けに喉の奥に流し込んだ 。
そして 、やっと 人心地が ついたと いうふうに 、顎のあ たりまで垂 れ
た雫を 手の甲 で拭い、今 度は私の 膝近くにに じり寄っ てきた。
「い いか、そ んな猿ども が肥え太 り、なけな しの脳 ミソをは たいて
こし らえたの がいまの世 の中だ。 つまり、 てめえ可 愛さに、 ちょっ
とば かりずる 賢い猿が、 そうで ない猿ど もを踏み倒 し、蹴散 らして
いく ためにこ しらえた 、薄汚ね え仕組み だ。それが だ、血の 滴る蛮
刀を 抜き身 のままぶ ら下げ、共 存共栄な んて間抜け たことを ぬかし
や がる。汚 ねえぜ、 全く。のさ ばればの さばるだ け、てめ えの足元
が見えなく なっちま ってるのさ 。考えて もみろよ 、猿ども になにが
わかる。一 年先のこ とがわか るか。十 年先のこ とがわかる か。どこ
ろか、明日 のことだ って、な んにもわ かっちゃ いない。万 物の霊長
が聞いて あきれる ぜ。俺は だな、がま んがなら ねえんだよ 。このご
まかしに 満ちた仕 組みが、 なにもかも な」
秀夫は 、めくれ た唇を震 わせながら 一気に喋 る。興奮 が突き上 げ
てくる のか、裸の 胸が激し く脈打っ ている。 れい子は 秀夫のうし ろ
に横膝 に座って、 時折あば ら骨を 伝って落ち る秀夫の 汗を、黄ば ん
だタオ ルで拭い てやる。
私は 、秀夫の いうこと ばに似た ことを、学 生時代の 荒れたキャ ン
パス で、幾度 となく聞い た。講義 のない教室 で、学 生大会で 、渦巻
くデ モのなか で、誰もか れもが目 を吊り上 げてわめ いていた 。
私 の場合は 、生来の鈍 重な性格 のためか 、どの派 の誘いに も入ら
ず、 入れず、 はずれ者 に等しい 学生生活 を送ったの であるが 、この
頃の キャン パスでは すっかりこ の手の叫 びを聞かな くなって いる。
聞 かなくな ったとい うより、す でに終わ ったのだ 、と思っ ていた。
それが生き ている。 あの狂暴だ ったエネ ルギー をひきずっ ている男
がまだいた のだ、と 改めて秀 夫を見る 。
「待ってる んだ」
秀夫は、 ニヤリと 笑った。
「時が 熟するのを な。そう したら、手 始めにこ の街を焼 き払う。 そ
の次は Ｏ市、その 次は俺も ろともにＴ 市だ」
「やめ ろ」
私は 、思わずこ たつ板を 叩いてい た。一瞬 、苦渋に 沈んだ生き ざ
まをし かなし得 ない自分 自身を殴 りつけてい る、そん な錯綜し た思
いが 私の頭を よぎってい った。し かし、私の 口からと び出した こと
ばは 、真直ぐ に秀夫に向 かってい く。秀夫 のいって いること は、ど
う割 り引いて も、やっぱ り頭の具 合のスス んでいる 人間のも のとし
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か思えな い。
「バカ も休み休み にいえ。 なにが、こ の街を焼 き払う だ。なにが 、
たかが 猿だ。お前 の両親も いる。お 前には、 子供だっ ているんだ 」
「ほう、お前らしくない気のきいたセリフだ。こいつは見上げたぜ。
だが、 お前なん かの唐変 木になに がわかる」
「わか るもわ からないも ない。あ たり前のこ とをいっ ている」
「ふ ん、現に お前は一つ の間違い をしでかし ている 。以前に もいっ
たろ う。俺に は子供なぞ いやしね え」
「お 前の子供 は五日間も 点滴を している 。いま、会 ってきた 。死ぬ
目に あってる んだ。お 前の名を 呼びなが らな」
「何 度いわ せればわ かる。あれ は俺の子 じゃない。 理恵が、 助平野
郎 の医者と の間に産 んだ子だ。 理恵がい つも通っ ている精 神病院の
医者との間 にな」
私は冥目 した。
これはも う自分の 出る幕では ない、 と思った 。目をつぶ ると、ま
だついそこに二十年前の自分と秀夫がいる。二十年という歳月など 、
ほんのつ かの間の 一またぎ にしか過ぎ ないとも 思われる のに、二 人
の間か ら流れ去っ てしまっ たものはな んだろう 。
「俺はガキなんか産ませねえ。がまんができねえよ。許せねえんだ。
俺とそ っくりの、 俺でない 奴が、 この薄汚い 世の中に いるってこ と
がな。 冗談じゃ ねえよ」
秀夫 の野太い しゃがれ 声が、耳 の端をすり 抜けてい く。もとも と
秀夫 の声は、 こんなにあ けすけで はなかった 。こん なに、目 を吊り
上げ てまくし たてる声で はなかっ た。
この秀夫と透空と、いったいどこでどうつながるというのだろう。
あの 、少なく とも自由 律の体を なした透 空の句が、 このスス んでし
まっ た秀夫 の頭の、 どこから生 まれてく るというの だろう。
そ れも、 この街を 焼き払うな どという 秀夫のなか のなにが 、透空
としての呻 吟を思い 立たせたの であろう か。
「しゃんと しようぜ 、しゃ んとな」
秀夫がつ ぶやいた 。私が観 念したの を見てと ったのか、 秀夫もま
くした てるのを止 めてしま った。
閉ざし た私のま ぶたの裏 で、急に勢 いをなく した秀夫 がのろの ろ
といざ り始める。 右の目に はそれと わかる疲 れの色が にじみ、裸 の
肩を力なく落とし 、顎を突き出している。あばら骨の浮き出た胸が 、
荒い息 遣いとと もにせわ しなく上 下する。左 頬に落ち かかる濡 れた
髪の 毛を、気 欝そうな仕 種で二度 、三度と掻 きあげる 。
こう して緩 慢な動作に 落ちた秀 夫の遠景を 、すがめ に眺めて いる
と、 岩に打ち 上げられた 子鮒のあ えぎを見 る思いで 、いまま で気負
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い殺気だ っていた 秀夫が、 どこか懐か しくさえ 感じられ てくる。
「しゃ んとせんと な」
泣き そうな声に なった。 その後に、 ウッとれ い子の声 が続いた 。
れい子 が泣き出し たのかと 思った 。
「なに をしてる 」
私は 、自分で 自分の声 に驚いた 。れい子の 顔が、瞬 間ギクッと 浮
き上 がった。
「な んだ、そ れは」
れ い子の腕 に、秀夫が 細い注射 針を突き 立ててい る。れい 子の頬
が、 みる間に 蒼白に透 けていく 。
秀 夫は、自 分の左腕 にも針を 刺した。 握りしめて いる左腕 のこぶ
し をゆっく り開きな がら、震え る親指が 、ばかに 慎重な仕 種で筋肉
のなかに押 し込んで いく。
「わかるか 」
秀夫は、 大きく肩 で息をつい た。こ とばが、 唾液を混ぜ 合わせて
こしらえ た粘土に なり、べ たりとたよ りなくふ やけている 。れい子
は耳を押 さえて畳 の上に丸 まっている 。Ｔシャ ツの胸が 、激しく 伸
びたり 縮んだりす る。
「こい よ」
秀夫 はフラリと 立ち上が って、二 、三歩壁 際によろ けた。その は
ずみで 、こたつ の角をイ ヤという ほど蹴とば した。そ れでも、笑 っ
ている 。もう 一度、今度 はふすま によろけか かった。 ふすまの 下で
は、 れい子が 喉を掻きむ しりなが ら黄色いも のを吐 いている 。
「よ く見てろ 、俊秀の透 空さんを な」
秀 夫のひょ ろ長い腕が れい子を 抱き上げ 、敷きっ ぱなしの 布団に
軽々 と運んで いく。ど こにこん な力がひ そんでいた のか、と 思うほ
どの 力であ る。
秀 夫は、 抱え上げ たれい子を 、腰の高 さから布団 に投げ付 けた。
本人は投げ 付けるつ もりなどな く、やわ らかく 下ろしただ けのつも
りなのかも しれない 。だが私 には、れ い子の体 をぬいぐる みよろし
く持ち上げ 、投げ捨 てたと しか見えな い。
れい子の 体が鳴っ た。薄い 布団の上 に勢いよ くバウンド したとき
にギャ ッと鳴った のだが、 それは苦痛 の声では なかった 。その証 拠
に、は ね上がった れい子の 体が思いき りしな って、秀 夫のあばら 骨
に吸い 付いたのだ った。
「猿だ ぞ、猿」
秀夫 は、小躍り してれい 子の胸 にむしゃぶ りついた 。歯と歯が 鳴
り合 う。薄い 秀夫の胸板 が、れい 子のよく弾 む胸の上 で反り返 り、
ずり 落ちよう としてはす くいとら れる。
「ち きしょう 」
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秀夫の指 がれい 子のめく れ上がった Ｔシャツ をむしりと り、思い
きり私 の顔めがけ て叩きつ ける。ジー ンズもは がして 、私の目先 を
なぎ払 う。灰皿の 灰がとば され、傍 の洋服箪 笥の高さ にまで舞い 上
がった 。
私は 吐き気がし た。逃げ 出さなけ ればなら ないと思 った。しび れ
る腰を 浮かし 、後ずさり を始める 。間合いを 見計らっ て立ち上 がろ
うと した足が たたらを踏 み、思わ ずうしろ手 にこた つ板をつ かんで
板も ろともひ っくり返っ た。
「逃 げるのか 、浩一。猿 のくせ に、ちき しょう、貴 様も薄汚 ねえ猿
のく せに」
秀 夫がうめ いた。二 人がもつ れ合い、 布団から転 がり出た 。勢い
の ついたれ い子の肌 がゴムまり となって 震えて弾 み、私の 膝元に落
ちてきた。
そのゴム まりには 、夕闇を溜 め込んだ 部屋のせ いもある が、私に
は、理恵に 切りつけ られたと いう、確 かな傷の 跡を見るこ とはでき
なかった 。
（七）
ダイ ヤルを回す 。少し間 をおいて 、呼び出 しの音が 始まる。軽 い
澄んだリズムである。あまりにも軽く 、たよりな気でさえある。が、
すぐに 出た。
「よ かった、 帰っていら したんで すか」
「も しもし理 恵さん、も しもし」
プ ツリと切 れた。
も う一度ダ イヤルを回 す。今 度はやや 重たいベル の音にな る。五
回、 六回、 十回、十 五回、私は 受話器を 下ろした。
こ れで何 度目だろ う。れい子 のアパー トを出た昨 夜から、 幾度と
なくダイヤ ルを回し てみるのだ が、一向 につな がらない。
小児科医院にも真先に訊いてみた。看護婦の話では、昨日の夕方 、
つまり私が れい子の アパー トを訪ねた 時間には 退院してい たのだと
いう 。
「大丈夫ですよ、すっかり 」と 、看護婦は私を身内の者とでも
思った のか、子供 の経過の ことまで教 えてくれ た。
「先生 、なにかお 急ぎのご 用件でも」
私が 同じダイヤ ルを何度 も回すもの だから、 事務長 が怪訝そう に
いった 。
「うん 、ちょっ と至急連 絡をとり たいんだ」
「な んでした ら、ご用件 をお取り 次ぎいたし ましょう か」
「い や、プラ イベートな ことでね 」
途 端に事務 長は不機嫌 な顔色に なった。プ ライベ ートなこ とで、
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あちこち 私用電話 をされて はたまらな いという 、無言の 抵抗の色 で
ある。 これが、老 教授に対 するときな どは、追 従の一 つや二つも い
うのだ が、私みた いな講師 クラスで はそうも いかない 。
「来週 シンポジュ ームをや るんだ が、パネリ ストの一 人が急病だ と
いうん でね」
など と、バツ の悪さを せい一杯 の愛想笑い で切り抜 けなければ な
らな くなる。
そ のとき、 ちょうど私 のことば を包み込み 、二時限 目の始 業ベル
が鳴 り始めた 。 救われ た、と 思った。 事務長の餌 食になら ずに済
んだ という思 いと、理 恵や秀夫 のことを 少なくとも これから の九十
分は 忘れて いられる 、という思 いが半ば だった。
敷 石伝いに 教室へ の道を歩く 。夏休み 間近の校庭 は、つつ じや夾
竹桃の葉が 色濃く繁 っていて、 水銀灯の 光にひと きわみず みずしく
息づいてい る。売店 の前の築 山風に盛 られた芝 生のなかで は、コー
ラスグルー プの女子 学生たち が、頬を ふくらま せてポップ ス調の歌
を歌って いる。銀 行の制服 みたいなも のを着た 娘や、パン ツルック
の娘もい る。傍ら を剣道の 胴着を着け た男たち が通りか かり、一 人
が「キヨミ 、明日はな、頼んだぜ」とジョッキを傾ける真似をする 。
「みん なで押しか けるから ねえ」と 、パンツ ルックの 娘が歌をや め
て手を 振る。
この時期になると、教室の学生の数は百人足らずに減ってしまう。
入学式 の頃は 、五、六百 人の学生 で噎せかえ るほどで あるのが 、一
か月 も経つと 半分になる 。二か月 目には、そ のまた 半分に減 る。
初 めて教壇 に立った年 は、その あまりの減 りよう に、自分 の能力
の乏 しさのせ いかと半ば 自信を 失いかけ たのであっ たが、こ の傾向
は自 分の教室 だけでは ないのだ と知ると 、いくらか 落ち着く ことが
でき た。
そ れがこ の頃では 、この百人 足らずに まみえるこ とが喜び にさえ
なっている 。たいて いの場合、 五十代や 六十代 の学生が最 前列に陣
どっていて 、一言で も聞き洩 らすまい とノート をとる。生 半可な詩
や句の批評 でもしよ うもの なら、それ こそ痛烈 な質問の矢 がとんで
くる。
最初、 夜間部と いうこと ばに、じめ じめと暗 い、低レベ ルの教室
を想像 していた私 であった が、私の出 身のＫ 大の教室 にはなかっ た
迫力を 肌身で感じ 、どちら をとるか といわれ たら、い まは躊躇な く
夜間部 を選ぶ、と 答える 。
「放 哉が死の 床で見つめ ていたも のは何だっ たのです か」
私が 説明し 終るのも待 たず、ス ーツを着こ んだ正面 の学生か ら質
問が とんだ。
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私は、二 か月前 に簡単に 触れた自由 律を今日 の教材に選 んだ。前
回と同 様に、子規 、虚子、 井泉水など の句を板 書しな がら、井泉 水
はなぜ 新傾向に転 じなけれ ばならな かったか 、放哉は どのように 自
由律に かかわって いったか を説い た。
「先 生 は 、
『咳をしても一人』について、飄逸な男の姿を表している
といわ れまし たが、私は 違うと思 うのです。 ここには なにかの 狂気
があ る。寂し さを通り過 ぎた痛み があると思 うので す」
「そういいましたね。私は、その痛みのさらに向こうを見るのです。
痛み の向こう には、透明 なもの を感じま す。あるい は、あき らめと
いっ た方がよ いのかも しれませ ん。徹底 したあきら め、とい うべき
でしょうか。徹底した、ということばさえも突き抜けてしまった空、
と でもいう べきでし ょうか。飄 逸という ことばを 、私は決 して軽々
しいという 意味で使 ったのでは ありませ ん」
「透明な、 という先 生の考え にはつい ていけま せん。放哉 は、確か
に仕事も家 も捨てて 放浪の道 を選びま した。し かし、いく 先々でや
れ金をく れ、米を くれ、酒 をくれと泣 きついた というでは ありませ
んか。一 番人間臭 い場所に いるのです 。それで いて自分 は一人だ 、
孤独だ と死に急い でいるふ りをして気 取ってい るので す。どこか い
びつな 、というよ り狂って いるとし か思えま せん」
「それ はいえます ね。確か に放哉 の生活は好 ましいも のではない か
もしれ ません。 実際、島 の人々か らは厄介者 扱いを受 けています 。
酒乱で もあり ました。で も、彼の 句にはこれ らを相殺 して余り ある
精神 の高まり があります 。ちり、 芥のなかか ら抜き ん出た一 種の異
才、 と私は理 解するので す」
そういっている私の脳裏に、ふと秀夫の姿が浮かんだ。どこかで、
放哉のイメージに秀夫をダブらせている自分に、苦笑したくなった 。
「ち り、芥 のなかか ら、とは聞 き捨てな らんことで す。ちり 、芥と
は われわれ のことで すか。ちり 、芥から 抜きんで た異才と は、ちょ
っと納得で きません 」
別の方向 から、い きりたった 若い学生 の声が返 ってくる 。
「待ってく ださい。 私はな にも、みな さんのこ とをちりの 、芥のと
いってる んじゃな いんです 。放哉自身 が、ちり 、芥の存在 であっ た
わけで す。まさに 、乱調、 乱舞を地で いったわ けですか ら、決し て
誉めら れたことで はありま せん。でも 、考え てごらん なさい。わ れ
われが 、この限ら れた命を 真剣に生 きていく としたら 、たちまち 暗
礁に乗 り上げてし まうで しょう。 その暗礁に どうかか わり、どう 向
かって いくかは 、それぞ れのやり 方で違うか もしれま せん。放 哉の
場合 は、まと もにぶつか っていっ たのです。 粉々に砕 け散った 自分
の肉 片を拾い 集めて、ま たぶつか っていく 。しまい にはよれ よれに
汚れ 、疲れて 、精神だけ がとり残 された」
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「感傷、 全くの感 傷です。 でたらめも いい加減 にしてく れといい た
い。放 哉は逃げた 。逃げて 逃げて逃げ まくった んだ。 でも、すば ら
しいよ 。感心だよ 。でたら めもここ までくる と尊敬し てしまうよ 」
「私た ち、もっと 楽しく生 きるべ きじゃない かしら。 楽しく生き る
ことが 、いまの 時代に生 まれてき たことの努 めだと思 うの」
「粉々 に砕け 散るなんて 、嫌です 。はっきり いって。 だって、 死ん
でし まったら 、何にもな らないの よ。木端微 塵の無 だわ。そ れっき
りな のよ。未 来永劫、こ の私たち がいま存 在してい るという ことの
痕跡 さえも残 らないわ」
「そ ういう視 点でみる と、むし ろ放哉の 勇気を讃え てもいい な。こ
れっ きりか もしれな い自分の身 を捨て、 なにかをつ かもうと した。
い や、肉の 姿である 己れを捨て きるとい うことで 、その向 こうにあ
るかもしれ ないなに かを拾おう とした」
「向こうに なにかが あるとい うの。そ んなこと 、信じられ るという
の。まるで まやかし だわ。ほ んの気休 めじゃな くって」
「空論ば かりやっ てても意 味ないよ。 放哉はず るいよ。ど っぷり生
活の垢に浸り、垢がこびりつき過ぎて逃げ出した 。生活に疲れ果て 、
逃げ出 すよりほか なかった んだ。つま り、意気 地なし の、単なる 逃
亡者に 過ぎない。 それも、 世俗にま みれた意 地汚い自 殺願望者と い
う」
「放哉 の精神は 」
はさ もうとす る私のこ とばを遮 り、前列の 数人が立 ちあがって 議
論を 始めた。 いつもは講 義の内に まで入って こない 後列の学 生まで
もが 、ときど き野次をと ばす。
「つ まり、早 いとこずら かりた い。エリ ートである くせ、精 神の破
綻者 なんだ。 早いとこ ずらかっ て、消え てしまいた い。そう するこ
とが 、なに よりてっ とり早い。 そんな男 に、向こう 側もこち ら側も
あ ったもの か」
「第一、女 々しいっ たらないね 。恐いん だよ、 本当は。人 一倍自負
心だけは強 いものだ から、崖 っ縁によ じのぼっ てはみたも のの、お
めおめと降 りてくる わけに はいかない 。しかし 、潔くパッ と飛び降
りる勇気 もない。 そのうち 、腹は減る 。足や腰 は萎え、痛 み出す 。
といっ て、崖の下 を通りか かる人に注 目されな い自分に は我慢で き
ない。 黙っていて もいいも のを、自分 を主張 しなけれ ばならない 。
けれど 、崖の下を 通る人間 は日々を 懸命に生 きてるん だ。崖の上 の
駄々っ 子に、いつ までも かかわっ ている暇は ないんだ よ」
「崖の 下を通る 人間を待 ち、見つ けては、自 分はいま まさに潔 くジ
ャン プするん だからと吹 聴し、そ れが、いっ ときの食 料や酒を 無心
する ためのタ ネになる、 というわ けだ」
「違 う。彼は 、確かなも のを見透 かしてい る。やが て至ろう とする
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向こう岸 を確かに 見ること で、誰もが いつか必 ず通らね ばならな い
ことを 、一人の語 り部とし て語ろうと している 。想像 を絶する峡 谷
を渡り 、燃え盛る 火の海を くぐ抜け 、はじめ て至るこ とになるそ の
向こう 岸のなんた るかをね 。
『咳をしても一人 』は 、ものを見通せる
人間に しか与え られない 、凍りつ くほどの孤 独の、せ っぱつまっ た
独白な んだ」
「仰 々しい解 釈は止めて くれ。文 字どおり、 ただ一 人咳をし ている
男を 映像とし て見ればい い。その 男の影に なにを読 みとろう と、読
みと るまいと 勝手だ」
一 週間前に 翌週のプ リントを 配布する という私の 授業方法 に、み
ん なが慣れ てくれた のか、この 教室では 、結構下 読みをし て授業に
臨んでくれ る。私の 喋りだけで は時間が もたない こともあ り、プリ
ントに助け を借りて いるとい うのが本 音である が、こんな に教室が
ざわつくほ どの効果 をもたら すとは考 えなかっ た。
放哉は、 もともと 人一倍栄 達を願っ ていた。 そのための 素地も十
分あった 。しかし 、己れの 直情のまま には運ば ない。人 の海に漂 流
し、大 波に呑まれ てしまい そうな身を 引き上げ ようと 、無我夢中 で
手を伸 ばした先に 、投げら れたブイ に紛う酒 があった 。
放哉 の漂流は、 酒と、自 堕落と、 怯えと、 猜疑と、 逃げと、あ き
らめと がないま ぜとなり 、奇妙な 澄明さを紡 ぎ出して いく結果と な
るのだ が、そ こには、ど こまで逃 れようとし ても人肌 の温もり を忘
れ切 ることの できない、 放哉の決 定的な弱さ があっ たと考え る。弱
さを 、これほ ど赤裸々に せずには 生きるこ とができ なかった という
こと が、私た ち生身の人 間を安 心させる のだ。
と 、授業を こういう道 筋で運 ぼうと意 図している のだが、 教室の
空気 は私の 憶測を超 え、はるか 高みで渦 を巻いてい る。
いま私は 、再び秀 夫を放哉に 重ね合わ せている 自分に気 付いてい
る。
情欲にふ くらんだ 柿色の頬 をひきつ らせ 、
「猿だ 、猿のくせに」と
叫んでい た秀夫の 声が、遠 い空から、 透き通っ た楔となっ て落ち て
くる。 その声に打 たれた私 は、教壇も ろとも引 き沈めら れ、ざわ め
き止ま ない海を放 心のまま に眺めてい る。
（八）
腰の痛みもすっかりとれた。一度も医者には見せずじまいだった。
「現 代文芸の 展望」には 、高井正 一の生い 立ちから 少年時代 までを
まと め、なん とか一回分 を送りつ けた。今 後の予定 では、高 井の学
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生時代 、恋愛 、挫折 、
「ものたち 」の時代へと書き継いでいくことに
してい る。Ｋ書房 の店員が とりそろえ てくれた 高井の 七巻にのぼ る
全詩集 や、書簡類 のコピー も、ほぼ 手元に届 いている 。
「加奈 子、昼の残 りのサン ドイッ チどうした 」
「まあ 、たった いま食べ たばかり じゃない。 すごい食 欲ね。せっ か
くのイ ルド・ フランセが 入らなく なっちゃう わよ」
妻は 、三十分 も前から 鏡の前を 動かない。 クリーム をのばし 、パ
フで はたき、 口紅を丹念 に引いて いる。
「嫌 んなっち ゃう。ここ んとこ 、ちょっ としみが出 てるみた い」
と つぶやき ながら、片 頬を指の 先で突 っついて、 自分の顔 に笑い
かけ てみた りする。
子 供を産ま ない妻 の肌は、結 婚した頃 と殆ど変わ らないほ どなめ
らかである 。腰の線 も崩れてい ない。胸 もヒップ も、形よ く盛り上
がっている 。
昨夜、私 は久しぶ りに妻を抱 いた。 腰の痛み を口実に、 長い間妻
の誘いを 断ってき たのだが 。というよ り実際は 、秀夫とれ い子との
ことのあ と、全く その気を 失っていた のである が、昨夜 は体の芯 か
ら突き 上げてくる 劣情があ った。
私は 、書斎にコ ーヒーを 運んできた 妻のネグ リジェ をいきなり 引
きずり 下ろしてい た。机の 端に置 いたコーヒ ーが音を たてて皿に こ
ぼれ、 あやうく じゅうた んにまで ひっくり返 りそうに なった。
妻の 体はしな やかだっ た。斜め にも、うし ろにも、 自由自在に 伸
びた 。指で触 れると、一 点に収斂 する熱い渦 の中心 が、した たかに
私を 呑み込も うとするの だった。 妻の髪は 、床にま で重ねた 全集や
ノー トの間で 、乱れ、波 うち、 額や頬に はりついた 。胸から 首筋に
かけ ては、私 の唾液で 濡れ、光 った。
「 ねえ、い いでしょ 」
「聞いてる の」
妻は、鏡 のなかの 私に向かっ て、上目 づかいに 話しかけ てくる。
「ああ、イ ルド・フ ランセ 」
「違う、 ほら、も ううわの 空なんだか ら」
小さく 舌を鳴ら した。で も、不機嫌 そうでは ない。
「ドレ スなの。お 友だちの 発表会に着 るのよ 。ほら、 仏文の出で 薬
局に嫁 いだ町田っ て娘知っ てるでし ょう。彼 女、ピア ノ教室をや っ
ててね 、月末に初 めての オリジナ ルコンサー トを市民 会館でやる の
よ。招 待状もも らったん だし、い かないわけ にはいか ないのよ 」
「ふ うん、君 にはあまり 関係なさ そうだけど ね」
「そ んなこと はないわよ 。彼女と は専攻は 違うけど 、入学以 来のラ
イバ ルだった ものね。ち ょっと口 惜しいけ ど、いか なかった らいか
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なかった で余計み じめにな るじゃない 」
女のラ イバルと はそんな ものなのか 、とおか しくなっ てしまう 。
「夏の ドレス、な いことは ないけど 、父のと きのはも う型が古い で
しょう 。いいのが あるのよ 。ロレ ーヌという お店で目 星をつけて た
の」
父の ときとい うのは、 一年前、 義父が還暦 の祝いを 兼ねて出版 記
念パ ーティを やったとき のことで 、このとき も妻は 、私のサ ラリー
の二 月分はす るドレスを 買ってい る。
今更だめだといっても、欲しいものは手に入れるに決まっている 。
もと もと、私 の収入だ けではや りくりで きず、妻は ことある 毎に実
家に 無心に いくのだ 。
「 だって、 あなたに 望みがある ならまだ しも、私 の楽しみ といった
ら着ること ぐらいじ ゃない。あ なたの実 家の世話 になって いるわけ
でもないし 、関係な いでしょ 」
と、私が とがめた 口ぶりをみ せると 、決まっ てこんなセ リフが返
ってくる 。
「始めよ うかなあ 、私も。 英会話教室 ぐらいで きないこ とはない わ
ね」
ティ ッシュペー パーで化 粧のあとを はたいて 、それ を無造作に ち
りかご に放った。 それでも まだ唇 をとがらし たりすぼ めたりして 、
鏡の前 を動かな い。
「どう だ、そ れより、遅 くなるん じゃないの か」
腕時 計を覗 き込みなが ら私がい うと、そう ね、と妻 はあっさ り立
ち上 がった。
「め ったにな いことだも のね。 あなたと 食事に出か けるなん て、何
か月 ぶりかし ら」
も う一度鏡 のなかの 顔を確か め、頷く と、クルリ と振り向 き腕を
か らめてき た。昨夜 のことがま だ効いて いるのか もしれな い、と私
はなにかう しろめた い気持に、 耳のあた りがく すぐったい 。
笑いなが ら右肘に ぶら下がっ た妻に、 引きずら れる恰好 で玄関に
出た。スリ ッパを脱 ぎ、靴 をはこうと 片手を電 話台で支え 、靴べら
を手にし た。
そのとき、ふいに私の指の間から、乾いたベルの音が鳴り始めた 。
「浩一 かあ、俺だ 、俺だ」
秀夫 だった。
「いま なあ、火 の山とい うパーキ ングだ。海 が見える ぞ。真青 だ。
吸い 込まれそ うな青さだ 。船が走 っている」
真青 な海を 思わせる秀 夫の声で ある。
「白 い船だぞ 。三本もマ ストが立 っている 。手を振 っている 。あい
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つはアメ リカだ。 頭のとこ ろにそう書 いてある 。あいつ は、いま か
ら太平 洋に出るん だ。違い ないぞ。ほ ら、真直 ぐに出 ていく。波 を
蹴散ら して、青い 波を蹴散 らしてな 」
「秀夫 、秀夫、何 をしてい る」
私は 、秀夫が青 い淵を前 に立ち、 いまにも 身を投げ ようとして 揺
れてい る。そ んな思いに とらわれ 、自分も思 わず身を のり出す 格好
にな る。
「俺 もなあ、 アメリカい くぞ。い まな、い まはっき り決めた んだ。
なに 、思いつ きなんかじ ゃない ぞ。何度 も何度も考 えてた。 西海岸
だ。 シスコか ロスだぜ 。ハイウ ェイをぶ っとばすん だ。砂煙 、あげ
てよ う。ア ハハ、俺 にもこれぐ らいのこ と許されて いいよな 。な、
い いよな」
秀夫が鼻 をすすり 上げる気配 になる。
「どうして 、こんな 簡単なこ とに気が 付かなか ったんだ。 なんで気
が付かなか ったのか よう。な んで道草 食ったの かよう。ド ジな話だ
よ、全く 。俺あ、 こいつは とっくの昔 に決めて たんだ。な あ、お前
も知って るだろう 。そうだ ったろう」
「そう だった。そ ういって たよ。お前 ならぴっ たりだ と思ってた 」
二十 年前の秀夫 は、英米 語学科に進 み、卒業 までに 一、二年は ア
メリカ に留学して 、生きた 英会話 や文化を勉 強するの だといって い
た。確 か、弁論 大会のと きもそん な内容だっ たし、図 書館の裏の 日
溜まり で、頬 をふくらま せながら 喋っていた こともア メリカの こと
だっ た。
「そうだろう、なあ、間違いないよな。アハハア、俺は夢を見てた。
違う 、忘れて たんだ。今 度こそ 、絶対に アメリカい くぞ。み んなで
なあ 、みんな してさあ 」
秀 夫のしゃ がれ声が 、急に鼻 の奥で詰 まった。
「 みんな、 みんなっ て誰だ」
「もう一度 会ってく れないか。 もう二時 間。あ と二時間も あれば戻
るからさあ 。ミレー がいいな 。あそこ で待って てくれない か。本当
に、お前に 頼みたい ことが あるんだ。 これから すっとばし て帰る。
五時だ、 五時に間 違いなく ミレーだぞ 」
秀夫の しゃがれ 声は、車 の鋭い発進 音にかき 消されてそ こで途切
れた。 まだ一言、 二言なに かいったよ うだっ たが、私 には聞きと れ
なかっ た。
「誰な の」
通話 の切れた音 のする受 話器を つかんで立 ったまま の私に、車 庫
に出 てエンジ ンをかけて きたのか 、妻がドア を開け放 ったまま で訊
いた 。
「済 まないけ ど、食事は またにし てくれな いか」
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「ええっ 、どうし たの急に 」
妻は、 明らかに 不機嫌な 表情になっ た。
「新聞 社から五時 にきて欲 しいとい うんだ。 この前の レポートの こ
とで、 ちょっと食 い違いが あるら しい」
「なに も、今日 じゃなく たってい いでしょう 」
「それ が、明 日の夕刊に 載せるん で、どうし ても今日 じゃない とだ
めだ っていう んだ」
高 井正一の レポートが 、明日の 夕刊に掲載 されるこ とは間 違いな
かっ た。とっ さにこんな いい逃 れを思い 付いたにし ては符合 のいく
こと だ、と思 いがけず 自分で納 得する。 というより 、これま での私
の生 き方の なかから 自然に身に 付けた、 私なりの防 御術であ る。
「 今日はど うしても だめだって いえば、 断れない こともな いでしょ
うに」
「そういっ たんだ。 でも、向 こうも低 姿勢だっ たし」
秀夫との 約束まで にはまだ二 時間あ る。急げ ば、妻との 約束も果
たせない ことはな い。先に 食事を済ま し、ショ ッピングの 相手をキ
ャンセル してミレ ーに向か えば、なん とか間に 合うかも しれない 。
しかし 、秀夫は その時間 も車を走ら せている のだ。私 に会うた め
に、大 阪からの行 程の残り の十分の 一ほどを 、フルス ピードでぶ っ
とばし ている。私 だけがの んびり と食事をし ているな ど、そんな 気
にはと てもなれ ない。
「私のことなんかどうでもいいというのね。時間を先にずらすとか 、
要点 を答える とか、いく らも方法 はあるとい うのに 、あなた って、
いつ もこうな んだから。 原稿を書 くにして も、父に は記事の 食い違
いと か、訂正 とかは一度 もなか ったわよ 」
と うとう妻 は、また義 父との 対比をも ち出した。 これをい うとき
の妻 は、小 憎らしい カラスにみ えてくる 。それがど れだけの 毒を含
ん だことば かを知っ てか知らな いでか、 最後には 必ずこの ことばを
投げつける 。私だっ て、なにも 好き好ん で不要 領なのでは ない。
「うるさい 、俺は俺 だ。俺が なにをし ようと勝 手だろう。 どうせお
前たちは、 俺のする ことは みんな気に いらない んだ」
と、喉元にまで突き上げてきたことばを 、かろうじて呑み込んだ 。
見境も なくはり倒 してしま いたい衝動 を、腹に ねじ込ん だ。
いまは 、なによ り、ミレ ーに駆け付 ける手だ てを優先 しなけれ ば
ならな い。
「ぼく の力が及ば ないん だ。お義 父さんと比 べられた んじゃかな わ
ないよ 。頼むよ 、この次 には必ず 約束は果た すからさ 」
情け ない声に なる。自 分に無関 係の表皮だ けの人形 が、勝手に 口
を動 かし、遠 い声で喋っ ている。
「知 らないわ 。私は一人 ででも出 かけます からね。 ドレスは 、今日
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じゃない と絶対間 に合わな いんだから 」
そうい い捨てる と、妻は 憤然とドア を閉め、 足音を蹴 たてて出 て
いった 。
あれ から、もう 一か月に なる。い や、まだ 一か月し か経ってい な
い。私は 、
「Ｍ・Ｈ」にセブンスターの煙を吹きかけながら、そう考
える 。
怠 惰にでは あるが、妻 との依怙 地な関係を 除けば、 まず安 穏な日
を過 ごしてい た私の前に 、突然 秀夫が現 われた。そ れは、二 十年と
いう 歳月がも たらす変 貌の、枠 をはるか に超えた姿 で現われ た。
い や、秀夫 が現われ た、とい うのは当 たっていな い。私の 屈折し
た 功名心が 、秀夫を 呼んだ、と いう方が 適切であ る。
秀夫は、 私の下心 を一目で見 破った。 俊秀などと いう見 え透いた
ことばを、 一撃で弾 き返して きた。秀 夫から見 れば、私の しがみつ
いている大 学の講師 というポ ストなど 、退屈極 まる隠微な 代物に過
ぎないの かもしれ ない。ま して、私の 手によっ て世に出る など、お
門違いの 笑止、と いうもの であったろ う。
その秀 夫の頭の 具合がス スんでいる 、と理恵 はいった 。そうか も
しれな い、と思う 。もとも と、誰よ りも鋭角 に走る術 を心得てい た
脳の細 胞が、激し いショッ クを得 たため、鋭 角の度を さらに増し つ
つある のかもし れない。
何枚 ものカミ ソリの刃 を水底に 沈めたとで も形容す べき石畳の 句
や、 鳩の目の 句などを詠 む者の頭 が、私みた いな凡 庸の頭の 構造で
ある 筈がない 。
あれからしばらく経って、れい子のアパートを訪ねてみた。
「出 て
いっ たんです 」と素っ 気なくい うれい子 は、エンゼ ルの頃と はまる
で別 人かと 思えるほ どに肉が落 ち、目が 血走ってい た。
「 薬、冗談 でしょ。 栄養剤です よ。神経 をすり減 らす仕事 で疲れ果
てている研 次のため に、私が病 院の友だ ちから いつも頒け てもらう
栄養剤です 。間違い ありませ ん。本当 に」
れい子は 、どこか もつれる 舌でいっ た。
「あいつ のところ にはいっ てません。 だって、 あいつ、研 次を殺 そ
うとし てるんです 。狂って るんですよ 。ここに 戻ってく るわけな い
でしょ う。あれっ きりです 。たったの あれっ きりです 。こんなこ と
になる なんて、ひ どいでし ょう、私 たち。そ れにして も、研次が か
わいそ うです。い つも、 追われて いるんです 。追いつ められてい る
んです 。だから 、当分、 ここに戻 ってくるこ とはあり ません。 私も
知ら ないので す。どこへ とも告げ ずに、出て いったん です。わ かっ
たら 、教えて ください。 もし研次 の居場所 がわかっ たら、絶 対教え
てく ださい」
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まなじり が裂け るほどに 目を見開き 、私を打 ち据えるほ どの激し
いこと ばを吐いて いたかと 思うと、れ い子はず るずる と玄関の板 の
間に崩 れ落ち、身 悶えして 泣き出し た。
理恵 には何度も 連絡をと ろうとす るのだが 、行方が わからない 。
なにを 話そう というので もないが 、いま連絡 をしない ことには なん
だか とり返し のつかない ことにな りそうで、 落ち着 かない。
小 児科医院 を出てから 、どこへ いったとい うのだろ う。点 滴を終
え、 一時的に 体力をとり 戻した であろう 子供と一緒 に、かか りつけ
の医 院の守備 範囲から 離れ、い ったいな にをしてい るという のだろ
う。 あれか ら一か月 。あの小児 科医院に も、城北区 のアパー トにも
現 われた形 跡はない 。
秀夫の後 を訪ね、 心当たりを 渡り歩い ているのだ ろうか 。Ｔ運送
の管理事務 所や、タ ーミナル の辺りや 、夜の街 を、手当た り次第に
歩いている のだろう か。
ひょっと して、闇 夜に目を 光らせ、 カバンに は果物ナイ フをしの
ばせ、と考えたところで 、自分のおぞましい思い付きに愕然として 、
私はあ わててその 思いを振 り切った。
私の 内に、理恵 ははたし て闘士であ ったのだ ろうか 、という疑 問
が根深 くある。病 院の壁の 色に染 まりそうな ほどに青 白い、あの 細
身の体 躯のいっ たいどこ に、血み どろの闘い を、絶え ず繰り広げ て
きたＡ 派の構 成員として の面影を 見い出せば いいのだ ろう。
もし 、Ａ派 の構成員で あったと して、理恵 のどこに 、目的の ため
には 血を流す ことなど厭 わないと いう、狂 暴な思想 が潜んで いたの
だっ たろう。
キャンパスを席巻した夥しいヘルメットの下に、荒々しく光る目。
すさ まじい 形相の目 の群れ。血 の色をに じませた目 の群れ。
私 は、バ リケード や、デモの 列の傍を 通る度に、 彼らの群 れが獰
猛な爬虫類 の目で私 を追ってい るのでは ないか という思い に捕らわ
れ、首を竦 めて急ぎ 足で走り 去ってき たのだっ た。結局、 私が一度
も踏み込む ことので きなか った巨大な 空間、広 大な時間の うちに、
彼らは棲み、私にとっては異次の空間をしたたかに生きてきたのだ 。
それは それでい い。しか し、私は、 小児科医 院での切迫 した理恵
の訴え を、捨てて はおけな い気がして 仕方が ないので ある。かみ し
めた唇 の色が、紫 色から蝋 の色に変 わり、い まにも溶 け出してし ま
うので はないかと 思われ たあのと き、私はう ずき始め た腰の痛み に
気持を 奪われて いた。
「あ の人は、 自分の子供 のことも わからない ほどにス スんでい るの
です 」
そ ういった ときの理恵 の表情に は、暗い翳 りが一 面に影を ふいて
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いた。
秀夫は 、理恵の ことを、 自分を警察 に突き出 そうとす る裏切り 者
で、執 拗に命を狙 おうとし ている刺 客だとい う。理恵 の方こそ狂 っ
ており 、秀夫の顔 面を焼き 、もろ ともに粉砕 しようと つけ狙って い
る公安 のスパイ なのだと いった。
ガラ ス窓の「 Ｍ・Ｈ」 は、ここ ろもち右下 がりの格 好のまま 、一
か月 前と変わ らないここ ろもとな さで宙に 浮かんで いる。そ の字を
なぞってみよう、と指を出しかけたが、止めた。
「Ｍ・Ｈ」が「Ｍ・
Ｈ」 でなくな ってしま う、と思 った。
人 を待つ気 持はどう にも狂お しいもの であるが、 この「Ｍ ・Ｈ」
に はどこか 心の底が 抜けた透明 さがある 。口笛で も吹きた くなって
くる、涼し さがある 。
秀夫は現 われない 。約束の五 時は、三 十分前に 過ぎた。 以前のこ
ともある 。私は、もう一杯コーヒーを注文した 。
「ずい分お待 ちにな
りますね え」と顔 なじみに なった娘が 、水を替 えてくれる 。
今日は帰 らなく ていい。 秀夫が来た ら、今夜 は秀夫より も先に酔
い潰れ てやろう。 そう思い ながら、私 は焼けつ いた国 道のアスフ ァ
ルトの 色をじっと 見ている 。
（九）
昼近 くにな っても妻は 起き出さ ない。昨夜 は十二時 を過ぎて 帰っ
てき た。自分 の運転する 車で帰っ てきたの だから、 それほど 飲んだ
わけ ではない だろうが、 居間の 玉すだれ を跳らせて 入ってき たとき
の上 気した顔 は、かな り酔って いるに違 いなかった 。ロレー ヌとい
う店 の包み やデパー トの包みを ソファー に放り出す と、真直 にシャ
ワ ー室にと び込み、 そのままベ ッドにも ぐり込ん だ。
チャイム が鳴った 。もう一度 鳴る。し ばらく間 をおいて 、今度は
ノックの音 だ。
「加奈子、 加奈子」
声をひそ めて妻を 呼ぶ。
「知ら ない」
妻は、 一度まぶ しそうに 薄目を開い たが、す ぐに掛け タオルを 頭
からひきかぶって 、壁の方を向いてしまった。それっきり動かない 。
枕の下 敷きになり シーツ にこぼれ た髪が、小 さな毛玉 をつくって い
る。私 は、妻の ベッドと の距離の 隔たりを、 はかり難 い思いで 眺め
てい る。
ノッ クの音 は続けて三 度鳴った 。が、どう やらあき らめてし まっ
たら しい。元 の静けさに 戻った。 というよ り、いっ たん破ら れかけ
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た部屋の 空気が、 以前より もっと澱ん だ空気に 包まれ、 底知れず 落
ち沈ん でいく。
私の 勤務時間は 、一時限 目の始まる 午後五時 四十分か らだから 、
あわて てベッドを 出ること はない 。しかしい つも、遅 くとも九時 ま
でには 起きて書 斎にこも る。昼食 までの三時 間を、郷 里が生んだ 詩
人、三 村古葉 の研究にあ てること にしている 。
「そ んな無名 に近い詩人 の研究な んかして、 いった いどうす るの。
それ だからあ なたは、い つまで経 っても講 師どまり なのよ」
妻 がいうと おり、古葉 はすでに 忘れられ てしまっ た詩人の 一人で
ある 。
そ れに、高 井正一の 二回目の レポート もある。段 ボール箱 一杯に
詰 まった、 高井の資 料も読まね ばならな い。
頭がしび れている 。体が浮く ようでた よりない。 指先に 力が入ら
ない。喉が いがらっ ぽい。額 を巻き、 しめつけ てくる熱っ ぽさがあ
る。
苛立ちながら妻の帰りを待った、昨夜の自分の姿が思い出される 。
蒸し暑か った。 ロッキン グチェアに あぐらを かき、ウィ スキーを
生のま まで飲んだ 。セブン スターを二 箱吸った 。ロッ キングチェ ア
は、き しみ音をた てながら 、私と、 うしろ側 のもう一 人の私とを 揺
り分け 、交互にの せて、水 の底を さ迷った。
うし ろ側の私が 、お前は 決して 本音をさら け出すこ とのない、 肥
え太っ た要領 のいい猿だ 、と叫ぶ のに耳をふ さぎ、私 は、その たび
にセ ブンスタ ーを吸い、 焼けつく ウィスキー をあお った。
結 局、八時 まで待って も、秀夫 はミレーに 現われ なかった 。気が
変わ ったのだ 、とは思わ なかっ た。あの 火の山から の電話は 、敵を
あざ むくため の戦術で ある「イ ロハ」だ などとは、 思えなか った。
そ れより、 もうアメ リカに向 かってと び発ったの ではない かと思
っ た。秀夫 ならやり かねない。 そんな唐 突さの方 がよく似 合う。左
頬をルーム ライトに 火照らせな がら、い ま頃は もう太平洋 の上空を
フルスピー ドで翔け ているの だ。
「浩一、お 前みたい なにぶ い奴には、 やっぱり つき合って られねえ
よ」
と、ど こからか 秀夫がさ さやいてい るのでは ないかとい う気がし
て、ミ レーを出た のだった 。
階段 を下りて居 間のソフ ァーに座 る。長椅 子には、 妻が放り出 し
た包み が、昨夜 と同じ位 置に転が っている。 ロレーヌ の包みは 、な
にか 硬いもの にでもぶつ けたのか 、箱の角が 一か所だ けつぶれ てい
る。
ガ ラステー ブルの上に は、セブ ンスターの 箱があ る。ライ ターと
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灰皿、ボ トルが一 本、それ に底広のコ ップもあ る。コッ プにはウ ィ
スキー が五ミリば かり残っ ていて、ふ やけた臭 いを天 井にまで這 わ
せてい る。まだ封 を切った ばかりの 形をして いるセブ ンスターの 箱
を振っ てみる。乾 いた音を たてて 、二本がと び出した 。一本に火 を
点け、 灰皿の山 を突き崩 す。
カー テンを開 く。狭い 庭の斜め 上から、白 濁した光 の束が、滝 と
なっ て落ちて くる。たち まちその 激しい水流 にうた れ、私は 背骨ま
で濡 れ通って しまう。
サ ッシ戸も 思いきり開 く。部屋 中の澱ん だものを 、なにも かも洗
い出 してしま いたい衝 動にから れる。じ ゅうたんま でも放り 出した
くなる。私の体も 、いっそのこと表皮と内蔵をひっくり返しにして、
太 陽の下に さらして みたい。そ んな不快 が、細胞 のすみず みにまで
折れ込んで いる。
食欲はない。水道の音を聞いただけで 、胸がむかつく。食物など 、
こんりんざ い目の前 から消え てなくな ればいい 、と昨日の 妻との約
束のこと もあり、 ヒステリ ックな思い になる。
見たくも ないの に、テレ ビのスイッ チを入れ た。入れて すぐに消
すつも りだった。 ふいに、 激しい音量 が箱から とび出 してきた。 正
午前の ローカルニ ュースを やってい る。
「Ｙ組 の事務所に 拳銃をも った三 人組が乱入 し、Ｙ組 幹部二人を 射
殺、一 人に重傷 を負わせ 」
と組 の事務所 を映し、 あとに射 殺された幹 部を写真 入りで報じ て
いる 。四十二 歳と三十八 歳。三十 八歳は私と 同じ年 齢だし、 四十二
歳と いうのは 男の厄年な のだろう か、よく 死ぬ。ろ くでもな いニュ
ース だ、と私 はスイッチ に手を かけた。
そのとき画面が流れて、縦に長く伸びる帯状のものを映し出した 。
白く 長く伸 びる帯。 それが自動 車道であ るとわかる までには 、しば
ら く時間が かかった 。
「昨日午後 四時頃発 生した衝突 事故で亡 くなっ た方のうち 、身元の
わからなか ったお二 人の方の 名前が判 明しまし た。Ｆ市城 北区の無
職、中島範子さん三十八歳と 、長男の順一ちゃん二歳のお二人です 。
なお、事 故車を運 転してい た北村秀夫 は」
いきな り背筋に 水が走っ た。なにか の塊がジ ャンプして 、口のな
かにと び込んでき た。音と いう音がい っせい に立ち上 がり、フラ ッ
シュよ ろしく弾け たかと思 うと、そ れっきり 聞こえな くなった。
吸い 込んだばか りのセブ ンスター の煙が、 針となっ て胸を刺す 。
一歩も 動けなく なるので はないか 、と思った 。足を踏 み出せば 、た
ちま ち均衡を 失って、床 に叩きつ けられてし まいそう だ。胃の あた
りが 二重にも 三重にも収 縮を始め たようで 、腹の底 から吐き 気とと
もに 酸っぱい ものがせり 上がって くる。
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音のない テレビ の画面は 、運転席を 空に突き 出して止ま ったトラ
ックの 絵のままで 、動かな い。秀夫の 写真も、 女と子 供の写真も 出
てこな い。
そん な筈はない 。いま頃 、秀夫は サンフラ ンシスコ あたりにで も
着いて いる頃だ 。もしか したら、 もうハイウ ェイをぶ っとばして い
る頃か もしれ ない。
私 は、這う 思いで郵便 受にたど り着いた。 朝刊と昨 夜の夕 刊が一
緒に 入ってい る。ダイレ クトメ ールの間 に大学から の薄い封 筒が一
通、 それに箱 の内側に 押し曲げ られた格 好で、Ｓも 入ってい る。そ
れら の束を 抱えて玄 関まで戻る と、私は そのままし ゃがみ込 んでし
ま った。
急いで朝 刊を繰る 。色刷りの 広告類が 足元に落ち る。
〈連続爆破 事件容疑 者北村激 突焼死〉
というか なり派手 な見出しが 、右上 にある。
〈十五日午後四時すぎ、九州自動車道のＫインター付近の下り線で 、
十五年前 の都内の 連続爆破 事件の容疑 者、北村 秀夫（三 八）運転 の
大型ト ラックが、 故障のた め道路端に 停車して いたＦ 市東区箱田 七
丁目、 土木業小山 寿さん（ 四五）の ダンプカ ーに追突 、北村のト ラ
ックは はずみで中 央分離帯 に乗り 上げ、炎上 した。こ の事故で、 北
村が運 転席にと り残され 焼死。道 路にふり落 とされた 同乗の二人 も
病院に 運ばれ る途中、や けどと全 身打撲のた め死亡し た。同乗 の二
人の うち、一 人は二十五 歳から四 十歳の女性 、もう 一人は二 、三歳
の男 児で、身 元はわかっ ていない 。小山さ んは、電 話をかけ ようと
して 車を離れ ていたため 無事。
な お北村は 、連続四件 にわた り発生し た都内の爆 破事件の 容疑者
とし て、警 視庁から 全国に指名 手配され ており、十 五年にわ たって
坂 田稔、橋 口隆、木 下研次など と名を替 え、各地 のアジト に潜伏し
ていたもの とみられ る。現場は ゆるやか な右カ ーブ、付近 にブレー
キをかけた 跡がない ことや、 数キロに わたって 蛇行を繰り 返してい
たという後 続運転手 の証言 などから、 北村の居 眠り運転で はないか
とみて調 べている 〉
連続爆 破事件の 容疑者、 とある。す ると、秀 夫のいって いたこと
は間違 いではなか った。
追われている、なるようになる 、といっていたことは本当だった 。
だとす ると、この 街を焼 き払うと いうのも、 子供は俺 の子ではな い
という のも、理 恵は狂っ ていると いうのも本 当だった 、という こと
にな ってしま う。
とい うこと は、あの人 は追われ ていると思 っている 、自分で 除光
液を ふりかけ ライターで 火を点け た、とい う理恵の ことばが 、空し
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いひびき を帯びて くる。
それにしても、同乗の中島範子と長男の順一とは誰のことだろう 。
やっぱり、木下理恵とあの子供のことであろうか。そうだとすると 、
理恵はどういう具合に、再び秀夫と接近したのだろう。
「秀 夫 の 命 を
脅かし ている筈 」の理恵 が、どの ようにして 秀夫との 連絡の糸を た
ぐり寄 せたの であろう。
それ とも、れ い子の元 を去った あとの、違 うアジト の住人な ので
あろ うか。あ るいは、北 村秀夫で はない、 木下研次 でもない 、坂田
稔だ とか橋口 隆だとか名 乗って 近付いた 、ただのゆ きずりの 婦人と
子供 なのであ ろうか。
事 故の原因 は秀夫の 居眠り運 転ではな いか、とあ る。私の 耳の奥
に は、事故 のほんの 一時間前に かけてよ こした秀 夫の、生 々しい声
が残ってい る。あの いく分興奮 して思い 詰めた声 の秀夫が 、わずか
一時間ほど の間に、 居眠りを 始めると は信じら れない。秀 夫は、ア
メリカに発 つ、とい ったのだ 。二十年 前に、俺 は外交官に なるとい
ったとき に聞いた 、奮い立 ちそうなあ の明るい 声でいった のだ。
その秀夫は、Ｆ市まであと二十キロ足らずというところまで来て 、
炎上し た。かつて 、左頬に 炎を浴びた と同様に 、今度 も火のなか を
突き抜 けようとし たのだろ うか。左 頬ばかり でなく、 右頬も完全 に
つぶし たうえで、 アメリカ への新 しい出発を 試みよう としたので あ
ろうか 。
秀夫 は、私に 頼みたい ことがあ るといった 。私は、 秀夫のいう こ
となら、今度こそなんでも聞きとどけてやりたいと思った 。それが、
二十 年の空白 を勝手にた ぐり寄せ てしまっ た私の、 唯一の代 償であ
り、 義務であ ると思った 。
し かし、考 えてみれば 、私に できるな にがあった だろう。 頼みた
いこ ととい うのは、 少なくとも 透空を世 に出すなど という、 偽善め
い たことで はなかっ た筈である 。

割れ た鏡のう ちにもそと にも

わたしは 、広告と 一緒に足元 に落ちた 束のなか からＳを とり上げ
た。あいか わらず薄 い冊子 を、袋から 指先でつ まんで出し た。新し
いインク の匂いが 、甘く鼻 をくすぐる 。
顔がな い

透空 の句は、こ の一句だ けである 。それも 、最後尾 に申し訳み た
いに載 せられて いる。 この扱い には不満で ある。確 かに、気 負い
が勝 っている かもしれな い。観念 に流れてい るかもし れない。 しか
し、 じっと見 詰めている と、私に はこの句 のうしろ に、まさ しく透
空、いや秀夫を見ることができる 。
「猿だ、猿のくせに 」と、焼けた
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だれた左 頬をふく らませて 叫んでいた 秀夫が、 いきなり 私を殴り つ
けてく る。その荒 い息づか いが、すぐ 鼻の先に 迫って くる。
私は 、とうとう 秀夫と透 空を結びつ けていた ものがな んである か
を、聞 かずじまい だった。 なにが 秀夫を透空 への思い に駆りたて た
のか。アジトを点々としなければならない容疑者である筈の秀夫が 、
わずか三百人の会員数でしかないないとはいえ、全国誌であるＳに 、
どう して投句 を始める気 になった のか。そし て、そ の透空で ある秀
夫が 、最後の 一瞬になぜ 私とつな がらなけ ればなら なかった のか。
私 は、この 偶然を、ほ ぞをかみ たいほど 口惜しい と思う。 なぜな
ら、 かつての 一応のラ イバルで あった私 が透空の前 に現われ 、立ち
ふさがったことで、それまでの透空の、いや秀夫の緊張の糸が切れ、
萎 え、しぼ んで、落 ちていった のである のかもし れないの だから。
「なにして るのよ、 いったい。 そんな薄 暗いとこ ろに座り 込んで。
あーあ、た だでさえ 気が滅入 ってしま うという のに」
寝やつれ た妻が、 ネグリジェ の裾を 乱して下 りてきた。
（了）
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