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吸い かけの煙 草を揉み 消すと、 俊彦は、藁 半紙に肉 太のサイン ペ
ンを 走らせ始 めた。
文 学部九十 二、教育学 部三十五 、法学部七 十三とい うふう に、乱
暴に 書きつけ ていく。俊 彦の机 の後ろに 積み上げた 「学報」 の四千
部を 、午後の 使送便で 、学部や 、学内の 研究所に送 り出さね ばなら
ない 。
俊 彦は、こ の仕事 を四年半も やってい るので、ど の学部に 何部な
どという数 字の端ま で諳じてい た。作業 にとりか かるまで は、コー
ヒーを飲ん だり、煙 草を吸っ たりして いるが、 いったんと りかかっ
たら速かっ た。文学 部から、 最後の短 大部まで 書き終える のに、三
分とかか らない。 それが終 わると、積 み上げた 山を一つず つ崩し、
必要な部 数だけビ ニール紐 でくくって いく。
俊彦は この小一 時間ほど の時間が好 きだった 。という のは、こ の
時間が 誰からもな んの文句 のいわれ ようもな い、自由 な時間であ る
からだ った。
最初 、この仕事 を与えら れたと き、俊彦は 自分なり に、編集や レ
イアウトに意匠を凝らそうと努めた。ただでさえ硬い大学の規則や 、
論文 名などが 並ぶ報知物 が主であ ったのを、 一年が かりで委 員会を
説 き 伏 せ 、 小 さ な コ ラ ム で は あ る が 、「 キ ャ ン パ ス 百 景 」 や 、「 タ
ウン 情報」を とり入れた 。学生 の表情を とらえた写 真もふん だんに
使お うと、カ メラを抱 えて教室 や、サー クル室や、 学生街や 、隣町
の農 場にま で足をの ばした。
し かし、 俊彦が足 で探した、 ガラス工 の毛細管づ くりの技 術や、
見本林を預 かって四 十年になる という技 能職員 たちのニュ ースは、
名誉教授の 叙勲や、 核融合炉 の開発の ニュース などに比べ 、小さく
地味であっ た。
上級職の 資格をも っている 、俊彦よ り五歳近 く齢の若い 佐川とい
う係長 は、俊彦が それらの 原稿を提出 する度に 、
「君は 、紛争の生 き残りだ からねえ」
と、 皮肉っぽく 眼鏡の奥 の目を光ら せた。部 下であ る君が、こ う
いう無 分別なこと ではぼ くが困る 、とでもい いたげに 、いつもそ の
原稿を 、無造作 に書類箱 の中に放 り込んだ。
「こ れでは、 お上からの お達しそ のものにな ってしま うじゃあ りま
せん か。大学 の良心とい うものは ないので すか」
と 、詰め寄 る俊彦に、
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「まさに 大学の良 心じゃな いか。第一 、委員会 で編集方 針が決め ら
れてい る。その柱 にそって 書くしか、 君、方法 はない だろう。学 報
には、 学報の立場 というも のがある 。タウン 誌じゃな いんだよ」
そんなときの佐川は、殊更やわらかい口調で 、ゆっくりしゃべる。
頬のあ たりに微 笑さえ浮 かべ、と きには、は ずした眼 鏡に息を吹 き
かけな がら、 丹念に布で 磨いたり する。だか ら、課員 たちも、 俊彦
と佐 川のやり とりが、意 見の齟齬 などとは気 付かな い場合の 方が多
かっ た。
自 分は、拾 われた身で はないか 。
俊 彦は、佐 川の胸ぐ らにつか みかかり たい衝動に 駆られる と、決
ま って経済 学部の元 事務長の顔 を思い起 こす。井 熊という 名前に似
合わない痩 せぎすの 小柄な事務 長は、俊 彦たちが 、文系本 館のバリ
ケード封鎖 を繰り返 していた 頃からの なじみで 、そんな格 好を見た
らお前らの 親がどん なに嘆く かとか、 勉強もせ んで国の建 物や器物
をぶっこ わしてば かりいて なにが学生 か、とば かりいう者 が多いな
かにあっ て、若い うちには やらねばな らんこと もあるさ 、と一人 バ
リケー ドの中に入 ってきて は、握り飯 をさし入 れてく れたりした 。
その 後、俊彦が 経済学部 を中退して 、就職の あても ないままぶ ら
ぶらし ているのを 呼び出し 、自分 の下に採っ てくれた のだった。
拾わ れた、と俊 彦が思う のは、 ただ井熊が 俊彦を事 務員として 雇
ってく れたか らだけでは ない。井 熊は、草舎 と号する 俳人でも あっ
た。 すさんで いた俊彦の 気持が、 井熊のひょ うひょ うとした 姿にひ
かれ ていくの に、いくら も時間は かからな かった。 どうだ君 も俳句
をや らないか 、などとは 一言も いわない のに、いつ の間にか 井熊の
主宰 する地方 誌に、俊 彦も雑詠 句を投ず るようにな っていた 。
そ の井熊に 推されて 、この総 務課にき た手前もあ った。別 に、短
気 を起こす な、と諭 されてきた わけでも なかった し、仮に 佐川を殴
って辞表を 叩きつけ ようが、自 分の顔に 泥を塗 られた、な どと騒ぐ
人ではない ことはわ かってい る。それ だからこ そ、俊彦に は井熊の
存在が、よ けいに重 みをも って感じら れるのだ った。
この一 年ばかり は、俊彦 も佐川の方 針にたい して逆らわ ず、黙々
と机の 上のものを 片付けて いく仕事ぶ りに変 わってい る。決めら れ
たルー トで、一か 月前に原 稿が寄せ られてく ると、若 干の字句の 修
正だけ をして印刷 にまわ す。校正 の段階では 、一字一 句原稿のと お
りに朱 筆を入れ 、やがて 冊子にな るのを待つ 、という 具合だっ た。
紛争 時代には 思いもよ らなかっ た、学長選 挙の選挙 人から教員 以
外の 者を除外 するという 規則や、 学生の時 間外活動 の内容や 時間を
制限 するとい うような通 達が、俊 彦の朱筆 の下を易 々と通り 過ぎて
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いった。
紛争と は、一体 なんだっ たのだろう 。
俊彦 は、ときお り校正の 手を休め、 ぼんやり 窓の外を 眺める。 バ
リケー ドが高く積 まれ、気 負った 文句をつら ねたタテ 看板や、自 治
会や職 組の旗が 乱立して いた記念 館のあたり には、い まは、こざ っ
ぱりし た身な りの学生た ちが、一 人、二人と 出入りす るばかり で、
あの 沸き立つ といった喧 騒もなく 、授業料値 上げ反 対のプラ カード
一つ ない。
海 からの風 に、大銀杏 の葉が舞 う正門付 近では、 自動車の 入構規
制も 始められ ていて、 学生たち も、素直 に守衛の指 示に従い 、頭を
掻き ながら 許可証を 呈示してい く。
俊彦は、 ざわつい ている課の 空気から 一人離れ、 四千部 の山を次
々と崩して いく。な にを考え るでもな く、指先 がビニール ひもを適
当な長さに 切り、冊 子を結び あげる。 結びあげ た冊子は、 床に広げ
た新聞紙 の上に、 この大学 の五つのキ ャンパス 別に重ねて 置く。
「松井君 、電話だ よ」
佐川の 鋭い声が 、俊彦の 耳に届いた 。佐川に しては珍 しく甲高 い
声 だ と 思 っ て 振 り 返 る と 、「 何 回 呼 ん だ ら 聞 こ え る ん だ 」 と 、 佐 川
の顔が 紅潮してい る。あた りを見 まわすと、 課員たち が、仕事の 手
を休め て二人を 見詰めて いる。
佐川 は、自分 の机の上 に投げ出 した受話器 を顎でし ゃくると、 椅
子と 一緒に横 を向いてし まった。 その仕種が 、日頃 の佐川の 慇懃さ
に似 ず唐突で あったため か、女子 課員たち の低い笑 いを誘っ た。
「お い、いま のは誰だ」
俊彦が受話器をとると、あたりに聞こえそうな大きな声が叫んだ 。
明石 だった 。元理学 部生で、卒 業した後 、しばらく 大手の繊 維会社
に 勤めてい たが、五 年ほど前に 辞め、い まはこの 街の繁華 街に小さ
な喫茶店を 出してい る。
「えらく感 じ悪いな 」
「すまんが 、少し」
俊彦は声 を落とし た。明石 の声なら 、普通に しゃべって も、受話
器の外 まで聞こえ てしまう 。佐川の耳 にも届い たのでは ないかと 、
俊彦は 佐川の横顔 を窺った 。佐川は、 憮然と した顔で 、たて続け に
煙草の 煙を天井に 向けて吐 いている 。
「なに 、えらい横 柄な口 をきくや つだといっ たんだ」
明石 の声は、よ けいに大 きくな った。店で の客の扱 いには如才 な
いの であるが 、俊彦への 電話など では、つい 乱暴な口 調になる 。役
人て やつは、 一番俺の肌 に会わね え、とい うのが口 癖である から、
大学 に電話を 入れたとい うことだ けで、明 石自身の 嫌悪も混 じって
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いるので あろう。
「わか った」
俊彦 は、クルリ と佐川に 背を向けた 。
「それ より松井、 今度の土 曜空い てるか」
「とい うと、二 十五日だ な」
「二十 五日だ 。なんの日 だかわか るか」
「九 月二十五 日」
「と っさに思 い出せない ところを みると、 お前、だ いぶくた びれち
まっ たな」
「九 月、二十 五日」
「ホ ラ、二 十年前の 」
「 岡藤の」
俊彦は、 あわてて 周囲を見わ たした。 タイピスト の子が 、丸い目
を見開き、 俊彦を見 上げてい る。
「そうだよ 、二十年 だ。もう 二十年だ よ。あっ という間だ と思わな
いか」
「もう二 十年。つ いこの前 のことだっ た」
「いい や、そうと ばかりも いえん。ず い分昔の ことだ ったみたい な
気もす るし、あ、 ちょっと 待ってく れ」
受話 器の奥にド アの開く 音がして 、二、三 人の話し 声が聞こえ て
き た 。「 む げ ん だ い 」 に 客 が 入 っ て き た ら し い 。 明 石 は 、 硬 い カ ウ
ンター の上に じかに受話 器を置い たまま立っ ていった とみえ、 フロ
アを 歩く足音 や、椅子を 引く金属 性の音が交 錯し、 低くうな りなが
ら俊 彦の耳に とび込んで くる。そ れに、い ままで明 石の声し かない
と思 っていた 店の内には 、数年 前に引退 した歌手の Ｙの突き 放した
声が特徴のアップテンポの曲が、かなりのボリュームで流れている。
俊 彦は、傍 の椅子に ゆっくり 腰をおろ した。岡藤 がＴホテ ルの一
室 で縊死し てから、 もう二十年 という時 間が流れ 去ってし まったこ
とになる。 俊彦にと って、二十 年という 歳月は あの日の衝 撃を忘れ
させるに十 分な時間 であると も思える し、いま 改めて目の 前に突き
つけられる と、容易 にあの 瞬間に引き 返し得る 、他愛もな い時間だ
とも思わ れる。
岡藤の 死体を発 見したの は、工学部 の河田だ った。河田 は、俊彦
たちの 所属する「 社革」の 副委員長で 、その 日、Ｍ公 害裁判闘争 の
支援に 朝の六時か ら現地に 向けて出 発するこ とになっ ていたため 、
委員長 の岡藤を誘 おうと して、彼 の死体を発 見したの だった。
岡藤 は、Ｔホテ ル五階の 一番北 側の部屋の 浴室で、 シャワーの 留
め金 に浴衣の ひもを結び つけ、う ずくまった まま死ん でいた。
明る い水色 のタイルに は、両手 首の血管か ら流れ出 たおびた だし
い血 液が、波 紋を描いて 、薄く乾 いて広が っていた 。半ばま で湯を
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はった浴 槽にも血 液は沈澱 していて、 美しいあ ずき色の 絵の具を 、
誰かが 不用意に落 とし込ん だといった 悪意のな い、し みじみとし た
色で透 き通ってい たのだっ た。
実際 、小さく開 いた窓か ら斬り込 んでくる 秋の朝の 冷たい光の 中
で、そ れが、な にか事件 の現場な どというも のとはほ ど遠い、落 ち
着いた 空気を 通わせてい るのを、 俊彦ははる かな光景 を見る思 いで
眺め たのを覚 えている。
「す まん、す まん。いつ もは、 この時間 はガラガラ なんで安 心して
たん だ。なに 、和ちゃ んにまか せてきた から大丈夫 。それで 、土曜
はど うだ」
「 多分」
「そうこな くっちゃ 。そこでだ 、時間は 三時、場 所はＴホ テル」
「Ｔホテル 」
「と、いき たいが、 こいつは あんまり いい趣味 じゃないな 。まあ、
せっかく 俺の店も 細々と続 いてること だし、ど うだ、むげ んだいと
いうこと じゃ」
明石の 声が、一 段と高く なった。松 井さん、 ＯＫなの 、という 和
子の声 が、水音の 向こうに 聞こえる 。
「岡藤 真一追悼と いうこと でだ、 どうだ、二 十年に一 ぺんぐらい は
鼻面を 並べたっ ていいだ ろう。こ れぐらいや らんと、 罰が当たる か
もしれ んぞ。 上村も、河 田も、そ れに洋子も くる」
一息 にまく したて、明 石は一方 的に電話を 切った。
俊 彦は、ゆ っくり受話 器を置い た。あまり 話さな かった割 に、ず
い分 長い電話 だったと、 急に静 寂のなか に引き戻さ れてしま った間
の悪 さを覚え ながら、 佐川の方 を振り返 った。
佐 川の青白 く尖った 顔が、俊 彦を見据 えている、 と思った が、佐
川 の椅子は 左横を向 いたままで 、そこに 姿はなか った。奥 の課長席
のあたりを 見やると 、補佐や佐 川たち係 長らが 課長をとり 巻いてい
る。また、 お決まり の「打合 せ会」が 始まって いるらしい 。
こんなと きの後に は、いつ も課長か らの指示 をまわりく どく伝え
る佐川の ことばを 、辛抱強 く聞かねば ならない 。
俊彦は 、椅子を 立った。 使送の時間 までいく らもない 。まだ、 半
分に近 い学報の山 が残って いる。
中途で作業を中断したため、指がなかなか元のリズムに戻れない。
五冊ず つを数え るのに、 何度も同 じ個所で間 違ってし まう。
それ に、少し だけ唇を 突き出し 、うずくま っていた 岡藤の顔が あ
りありと蘇ってきて、ふっと気持が浮いてしまう。あれほど鮮明に、
体の 芯にまで やきつけて いた岡藤 のことで あるのに 、明石の とっさ
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の問いに 応えられ なかった 、という苦 い思いも ある。
そう考 えている うち、せ っかく七十 、八十と まで数え た冊子が 、
収拾の つかないも のになり 、また最 初からや り直さね ばならなく な
る。
「松井 君」
いつ の間に戻 ってきた のか佐川 が呼んだ。 佐川は上 機嫌の態で 、
眼鏡 の縁をブ ラインド越 しの日差 しに光らせ ている 。
「今 度の学報 の写真、学 長がお誉 めだとの ことだ。 例の、女 性領事
の、 ほら、な かなかアン グルが いいとい ってたやつ だ。僕も 、こい
つは いけると 思ってた よ」
バ カバカし い、と俊 彦は思っ た。その 写真という のは、米 国の若
い 女性領事 が学長を 表敬訪問し た際のも ので、普 段は学長 と訪問者
がソファー に向かい 合っている ところを 撮るので あるが、 このとき
は、旧米軍 基地跡か ら掘り出 された弥 生式土器 を覗き込ん でいると
きの領事の 横顔を、 ちょっと 驚いたふ うな表情 のまま、斜 め下のア
ングルで とらえた もので、 佐川が最初 、こんな ふざけた撮 り方をし
て、と机 に放った 代物であ った。
が、ど うしたわ けか、そ の他の写真 が絞りの 具合がい まひとつ だ
ったり 、ピントが 甘かった りしたた め、しか たなくこ れを選んだ の
だった 。
「君の ことを大 いにピー アールし ておいてや ったよ。 どうだ、米 領
事と、 かつて の米軍基地 跡から出 土した土器 との対照 。これは なか
なか ニュース バリューが ある。こ こにはなに か、歴 史的な無 言の対
話が 流れてい るといった 、君、そ んな力が 迫ってく るじゃな いか」
佐 川は、そ のページを 指し示し ながら、 俊彦の肩 にすり寄 ってき
た。 柑橘系の 強い整髪 料の匂い が鼻をつ く。
「そ れなら 、どうし てこんな隅 の方に載 せたりした んですか 」
俊 彦は、 そう、喉 元まで出か かったこ とばを、か ろうじて 飲み込
んだ。
バスを降 りると、 俊彦は、 バス通り から通り 一つ入った 、むげん
だいに急 いだ。
このあ たりは、 つい最近 まで県庁が あり、東 側の夜の歓 楽街につ
ながる 東西の幹線 道路をな していたの だが、 県庁が移 転してから と
いうも の、すっか り人通り もまばら になって いる。一 日に千を越 え
る人が 出入りした という 古びた中 世風の建物 は、いま は廃墟さな が
らに放 置されて ある。新 聞などの 報道では、 この建物 も近々と り壊
され るとのこ とで、史跡 としての 保存を訴え る歴史学 者たちの 垂涎
の的 になって いるのであ るが、お 上のもの は大切に しないと いうこ
の街 の革新的 な気風のな かでは、 生き残る ことは不 可能に近 いので
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はないか といわれ ている。
折も折 、新しく移転したばかりの知事公舎が華美に過ぎるという、
厳しい 県民の追求 の声があ がってお り、この 老残の遺 物の存在は 、
権勢の 座を譲り渡 して一年 にも満 たないとい うのに、 すでに系譜 に
もとど められぬ ほどに忘 れ去られ てしまった 感があっ た。
思え ば、この あたりは 、安保や 米軍基地撤 去といっ た一連の闘 争
で、 学生や労 働者が全勢 力を結集 して渦巻い たとこ ろである 。俊彦
が、 ヘルメッ トを叩き割 られて前 頭部に裂 傷を負い 、岡藤や 明石が
ジュ ラルミン の盾に向か って旗 竿で突き かかり、河 田が催涙 弾の破
片を あび、左 腕に大火 傷を負っ た。
あ の権力の 象徴、あ の憎悪の シンボル 、あの喧騒 、あの重 苦しい
恐 怖。いま バスを降 りたって、 朽ちかけ た塀に沿 って歩い ていく俊
彦の目には 、かつて のそれらの 光景が、 陽炎とな り、透明 な点滅を
繰り返し始 めるのだ った。
県庁の横 を抜け、 車道を渡 ると、十 数階建て の近代ビル が建ち並
んでいる 。そのＳ ビルの地 下にむげん だいはあ って、か なり急勾 配
の階段 を下りてい かねばな らない。
Ｓビ ルの表玄関 側の賑わ いとはうっ て変わっ て、む げんだいの 入
口は、 車庫や荷物 搬出入用 の入口 が並んだ路 地に面し ているので 、
ちょっ と人目に つきにく い。不案 内な者には 、そこに 入口がある の
さえ気 付かな いのではな いかと思 われるのだ が、俊彦 がぶらり と寄
ると きには、 いつも余席 がないほ どに混んで いる。 そんなと き、こ
れが 死角の利 というもの さ、とカ ウンター の中の明 石は、得 意そう
にパ イプをく ゆらした。
「本 日休業」 という小 さな紙片 の貼られ た入口に立 つと、俊 彦は腕
時計 を覗き 込んだ。 三時まで、 あと二十 分ばかりあ る。
一 番先に 入り、明 石と間近に 顔を合わ せるのは、 先日の電 話のこ
ともあり、 ちょっと 気重になる 。しかし 、河田 や上村の後 から入っ
ていくのも ためらわ れる。
今日は、 岡藤のこ とできた んじゃな いか。
そう思い 直すと、 俊彦は、 もっと早 くきても よかったと いう気が
してき た。十二時 半に勤務 を終え、一 時間半ば かりを将 棋でつぶ し
てきた 。なぜか、 早く出か けることが ためら われて、 たいして好 き
でもな い将棋に付 き合った のだった 。
俊彦 は、秋の日 差しが半 ばほど まで差し込 んでいる 長い階段を 下
りた 。二畳ほ どの踊り場 を抜け、 ガラスのド アを押し て入ると 、弾
けた 笑いが耳 にとび込ん できた。
「赤 電話のと こでバッタ リ出喰わ して」
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上村だっ た。
「きた な、三人目 だ」
カウ ンターの奥 から、明 石がいった 。
「お久 しぶり、松 井さん」
洋子 もいる。
「何年 ぶりだ 。五年か、 六年か。 いやいや、 もっとだ な」
上村 と洋子が 、一緒に 振り返っ た。
「驚 いたよ、 二人とも、 ちっとも わかりゃ しない」
俊 彦は、前 頭部が薄く 上がりか け、すっ かり商売 人らしい もの腰
にな った上村 の赤ら顔 と、黒の ツーピー スを体の線 にきっち り合わ
せて 着こな している 洋子の顔と を、交互 に見比べた 。
「 上村は課 長、河田 は助教授、 洋子は新 進のシナ リオライ ターだ。
人間、予測のつかんもんだな 。それにしても、あい変わらずなのは 、
松井と俺だ けだよな 」
戸棚の隙 間から半 分顔を突き 出し、 明石がい った。
「課長な んてから かうんじ ゃないよ。 ちっぽけ な商事会社 の、課員
がたった 九人の課 長だ。俺 より二年早 くなった やつもい る。それ も
高卒で だ。俺なん か、いま だにライン の外をう ろつい ている」
額の汗をハンカチで拭い 、まんざらでもなさそうに上村は笑った 。
「いや いや、昔の 君からみ ればた いしたもん だ。社革 と器楽部を い
ったり きたりし て、下手 なトラン ペットばか り吹いて いたやつが だ
よ、い まは部 下を預かる 身だから な」
明石 が、カ ウンター越 しにコー ヒーカップ をさし出 した。
「全 く、あの 頃の君とい ったら、 理論なん か持ち合 わせがあ るのか
と思 ったよ。 それでいて 、いざ となると 断固粉砕だ からな。 パンチ
をあ びてフラ フラのや つが、コ ーナーの 隅でダウン 寸前に放 つ強烈
なア ッパー カット、 という役割 だったよ な」
「 あんまり 情けない ことを思い 出させる な。これ でも、ジ ャブもス
トレートも 自信があ ったんだ。 それが、 君たち の方がスト レートで
はやるもんだから 、とうとう打つチャンスがなかったというだけさ 。
ハア、そい つがいま も尾を ひいていや がって、 上や仲間の 後始末ば
かりやら されてる 」
「俺は これでも精 一杯誉め てるつもり だ。見て みろ、こ のくそ暑 い
のに、 キチンと背 広を着こ んでさ。そ れだけ でも感嘆 に値するよ 。
俺には どうも、ネ クタイっ てやつは てんで性 に合わね え」
二セ ンチほどに 伸ばした 顎髭を片 手でひね りながら 、明石は、 一
方の手 でアイス ピックを 逆さまに つまみ、揺 らしてい る。
「あ の頃が一 番よかった と思う」
洋子 が、卓 上のライタ ーを擦る 。
「も う一度あ の頃に帰り たいとは 思わない けど、い まのさっ ぱりし
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た生活が 、たまら ないくら い空しく思 えるとき があるの 。忙しさ に
かまけ 、なんでも わかって いるという 顔をして 生きて るけど、実 の
ところ なんにもわ かっちゃ いない。 あの頃み たいに、 むやみやた ら
に断定 したり、叫 んだりし ないだ けで、決し て自分が 大人になっ た
なんて 思やしな いわ」
青白 い煙をす うっと吐 き、洋子 は瞬きもせ ずにいっ た。
「ところで、断っておくけど、今日のそもそもの企画は洋子なんだ。
あの 頃のこと を、ひとつ シナリオ の素材に してみよ うという んでき
たん だ、な、 洋子」
明 石が、カ ウンターを くぐり抜 けて出 てきた。
「一 週間ば かりいて 取材してみ ようと思 うの。でも 、自信な いわ。
当事者だったくせに、なんにも見ていない。当事者だったからこそ、
逆に見えな いのかも しれないし 。それに 、私みた いな者が 、安易に
とりあげて よいこと かどうか 、まだ決 断できず にいるのよ 」
「そいつは いい。僕 も、この 四、五年 、必ずい つかなにか のかたち
で記録に 残してお きたいと 考えてた。 なまなま しかった、 あの記憶
がだんだ ん薄れて きて、と きどきは、 本当に現 実のこと だったの か
と不思 議に思える ときがあ る。特に、 いまのキ ャンパ スにいると 、
とんで もない夢で もみてい るのでは ないかと 。これが 、あの二十 年
前と同 じキャンパ スなのだ ろうか と、ね。敷 石をはが して闘った 記
念館前などに立っていると、わけのわからないめまいにおそわれる 」
俊彦 の角砂糖 をとかす スプーン が、カップ で鳴る。
「こいつは、時間という化物のてひどいしっぺ返しだろう 。そして、
その他ならぬ当事者が、俺たち自身であるというわけだ。で、洋子、
松井 に頼みが あるといっ てたな 」
明 石は、俊 彦と洋子の 間の椅 子に腰を 下ろした。 厨房の火 に照ら
され ていた せいか、 顎から鼻の 頭にかけ て、大粒の 汗の玉を 浮かべ
て いる。
「松井さん 、大学の資料を扱っているのよね 。それを、ほんの少し、
どうしても 思い出せ ない部分 があるの 。悪いけ ど、その一 部分だけ
でいいから 、なんと か提供 してもらえ ないかし ら」
「そんな こと、簡 単さ」
俊彦の 頭に、ふ っと佐川 の顔が浮か んだ。佐 川にまとも に相談す
れば、
「なに いってるん だ、君。 学外者に 提供する なんて、 もってのほ か
だ。ジ ャーナリズ ムだよ 、相手は 。どう使わ れるかわ かったもん じ
ゃない 。万が一 、不都合 なことに なったら、 誰が責任 とるんだ 。組
織の 中にいる 人間が、そ んなイロ ハさえわか らずに、 どうする 」
というふうに、一蹴されるに決まっている。しかし、学報にしろ、
学内 ニュース にしろ、広 報として 公表して きたもの ばかりだ から、
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いまさら 目くじら をたてる ことでもあ るまい。 第一、大 学図書館 に
いけば 、誰でも自 由に調べ ることので きるもの だ。
その 俊彦の逡巡 を見てと ったのか、
「そう 、自分の足 を使えば 、資料 は得られる わね。で も、それだ け
じゃな くって、 もし嫌で なかった ら、松井さ ん自身に もつき合っ て
もらえ れば、 と思ってる の」
洋子 は、まだ 長いまま の煙草を ガラスの灰 皿に揉み 消すと、 真直
ぐに 俊彦を見 詰めた。
透 き通りそ うな目であ る。鼻や 唇は顔の 半分より 下にまと まって
いて 、その一 つ一つは 決して際 立って美 しいという ほどでは ないの
だが、全体の美しさは、人を射るものがある。東京の水が合うのか、
学 生時代よ り、むし ろ華やいで 見える。
「岡藤のや つは、幸 せなやつだ 。こんな 美人に、 二十年経 ったいま
でも思われてやがる 。あのとき俺も、いっそ死んじまうんだったよ 」
「そいつは 、ちょっ とおかど 違いじゃ ないか、 明石。岡藤 だからこ
その、ご執心だよ。しかし 、結局 、いいときに死んじまったんだよ 、
岡藤のや つ。こん な醜態さ らさなくて 済むんだ し」
上村は 、薄くな った額を つるりと撫 で上げた 。
「 岡 藤 の や つ は 、『 憂 い に 満 ち た 、 長 身 痩 躯 の 、 闘 え る 弱 冠 二 十 二
歳の青 年』のその ままで、 洋子の うちに生き ていると いうわけか 。
これじ ゃ、絶対 敵やしな いな。で 、お名指し の松井は どうだ。都 合
はつく のか」
椅子 に深々 と腰を沈め 、明石は パイプをく ゆらして いる。パ イプ
から は、甘い 匂いの煙が たちのぼ り、天井 のあたり で緑色の 薄い層
とな って、揺 らいでいる 。
俊 彦は、洋 子のいった 、俊彦 自身につ き合って欲 しいとい うこと
ば の 意 味 を 解 し か ね て い た が 、「 大 丈 夫 だ よ 、 多 分 」 と 、 答 え た 。
「ずい分頼りない返事だな。少しは嬉しそうな面ぐらいするもんだ 。
でも、頼む 。力を貸してやってくれ。後のことは俺が面倒みるから 。
なに、洋子 には、一 方的に片 思いの気 持を貫い てきた俺だ 。もちろ
ん、いまで も変わら ずさ。 ところで、 彼女の宿 は、一応俺 のアパー
トという ことにな っている 」
「それ は、ちと危 険じゃな いのか」
上村が 甲高い声 をあげた 。
「バカ をいえ、ホ テルに閉 じ込めて おく方が よっぽど 危険だ。そ こ
の誰か みたいに、 得体の 知れない やつがウヨ ウヨして いやがるか ら
な。い ま、女房 とも会っ てきた。 そうしたら 、女房の 方がすっ かり
意気 投合しち まってな。 自分にも シナリオを 手ほどき して欲し い、
なん ていい出 す始末さ」
「私 みたいな 者に気遣っ てもらい 、光栄だ わ。みん なにはつ いつい
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頼ってし まって、 済まない と思ってま す」
と洋子がいいかけたとき 、入口にかすかに光の揺れる気配がして 、
ワイシ ャツ姿の河 田が入っ てきた。
肩の あたりの布 地にはま だ陽光が 潜り込ん でいるの か、部屋の 暗
さに慣 れた俊彦 の目には 、河田の 半身からぼ うと燐光 が炎え立っ た
のかと 見えた 。腕時計を 覗くと、 三時きっか りである 。河田ら しい
正確 さだ、と 俊彦は思っ た。
「工 学博士の 到着だ」
入 口に一番 近い上村が 立った。 明石も、 パイプを くわえた まま片
肘を 捏ね、は ずみをつ けて立ち 上がると 、またカウ ンターを くぐっ
て入 った。
河 田は、席 をひと 渡り眺め、 はちきれ そうに脹ら んだカバ ンを隣
のテーブル に置くと 、上村の横 に腰を下 ろした。
「月曜日か らの学会 の準備で 手間どっ てたんで ね」
「学会の準 備か。さ すがに博 士は、違 う」
上村が、 河田に椅 子を寄せ る。
「全国区 のやつで ね。千人 からが集ま る。三十 年に一度 というや つ
が、た またまめぐ ってきた のさ。教授 は外部と の連絡 に追われて い
るし、 会場の準備 や資料づ くりだと かが俺の 責任にな るんで、こ の
一か月 、夏休みな んてもの じゃな かったよ」
「そい つは悪か った。大 丈夫か、 教室の方」
明石 が、アル コールラ ンプに火 を点けなが ら、パイ プをくわえ た
まま のくぐも った声でい った。
「細 々したと ころは、助 手や院生 たちにま かせてき た。明日 の日曜
日に 最終点検 をすれば、 なんと かなるだ ろう」
「な んといっ ても、河 田が一番 の出世頭 だ。俺なん ぞ、どう にもし
がな い二流 会社の課 長だ」
「 それはな いぜ、上 村。俺や、 松井への あてこす りのつも りか」
「そんなつ もりじゃ ない。が、 とにかく 、河田 が大学院に 入ったは
いいとして 、あんな に早く学 位がとれ るとは思 わなかった な。まさ
に、ストレ ート勝負 だな」
「俺は、 色目でし か見られ ない悔しさ を研究に ぶつけた。 ちくし ょ
う、と いう思いだ ったね。 教授に、学 界に、俺 の存在を 示すには 、
力でし かないと思 った。煙 たい存在だ ったろ うさ、多 分」
「それ に、多少は 運もあっ た、だな 。助教授 が失職す るという」
「それ もある。し かし、 助教授が いなくなっ たからと いって、教 室
の助手 が昇任す るという 保証はな いんだ」
俊彦 は、核融 合炉のこ とを学報 に掲載した 三年ほど 前のことを 思
い出 した。そ の研究室の 紹介は教 授の名前 で掲載さ れている が、実
際は 助手の河 田の文章で あること は、何度 も実験室 に足を運 んだ俊
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彦にはよ くわかっ ている。
いつの 間に河田 がこんな 域にまで至 ったのだ ろう、と 驚嘆した も
のだっ た。
「河田 さんが、一 番変わら ないわ 。わき目も ふらずに 生きている 、
ってい う感じね 」
洋子 が、河田 を見詰め る。
「そ うだな、 あい変わら ず喧嘩っ 早いし。明 石にい つもいわ れる。
お前 は、いつ までも一点 突破だっ て。そう なんだよ 。いつで も一番
強固 なところ に突っかか ってい く。自分 ながら、下 手くそだ とつく
づく 思う。ま あ、階級 論だけは 忘れてし まったけど 」
河 田の理論 構成には 、定評が あった。 それは、天 性のもの といっ
た 方が適切 かもしれ ない。舌鋒 鋭く攻め るかと思 えば、形 勢が悪い
ときには相 手にいわ せるだけい わせてお き、一つ の反論を 機に一挙
に崩してし まう。最 後には、 完膚ない までに叩 きのめして はばから
ないのだっ た。
岡藤とは そこが違 う、と俊 彦は思う 。岡藤は 、自己批判 をすべき
ときには 、敢えて した。相 手を攻める ときでも 、徹底し て攻める と
いうこ とをしなか った。
この 一見脆弱そ うに見え る岡藤の方 にみんな が従っ たのは、岡 藤
の寛容 な性格にひ かれたか らでも あったろう 。が、そ れより、集 会
のとき などにア ジる岡藤 には、集 団を酔わせ る力があ った。集団 の
心の芯 に訴え 、集団を立 たしめる ことばの悲 愴さ、巧 みさは、 河田
には ない党首 の風格があ った。
し かし、社 革の内部を 動かして いたのは、 河田の 論理だっ たとい
って よい。岡 藤と洋子の 関係を 、党の根 底を揺さぶ り、崩壊 に導く
もの 、として 徹底的に 糾弾した のも、ス トレートな 彼の論理 からし
てみ れば、 しごく当 然のことだ ったのか もしれない 。
俊 彦は、 机を叩い て岡藤に詰 め寄った あのときの 、河田の 蒼白を
通り越し、 どこか鬼 気迫るさま だった顔 を、眼 前の河田に 重ね合わ
せてみた。
「そんな こともあ ったな」
俊彦は 、我に返 った。上 村のよく太 った腹が 、波うって いる。
「なに かくすぐっ たいのさ 。上村が俺 のすぐ 後ろにい たから、バ カ
ヤロー 変なところ くすぐる んじゃね え、と怒 鳴ったよ な、な、そ う
だったろう。ところがさ、犯人は目の前の機動隊の中にいやがった 。
ゾッと したぜ、 全く。な よなよし た細面ての やつ。と んでもね え、
髭面 のごっつ いおやじ。 そいつが ドマジな面 してよ、 俺のあそ こを
上気 した顔で 撫でまわし やがる」
「う ん、思い 出した。明 石が、お い、押す な押すな とやたら 騒ぐん
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だ。あの ときは、 明石のう しろ足でさ んざんむ こうずね を蹴り上 げ
られた んだったよ 」
「たま らないぜ、 はりつけ の刑だ。 警棒では ぶん殴ら れるし、冷 汗
は流れ るし。まさ かあんな ところ で、あんな 目に会う なんぞ思い も
しない さ。いま 、人混み の中で出 っ喰わして も、あの 髭面だけは 覚
えてい る」
明石 が、太い 煙をカウ ンターに 吹きつけた 後、ヘの 字に曲げ た唇
をク クとひき つらせてい る。
「そ の話は少 し不謹慎じ ゃない か」
コ ーヒーを 口に含んだ 河田が、 苦々し い表情にな り、レジ の上の
時計 をちら と見上げ た。笑って いた上村 も、口をつ ぐんだ。
「そうだった。もう、そろそろいい頃だ 。みんな、奥へ移ってくれ」
明石は、 にわかに 真顔に戻る と、首か ら吊してい たエプ ロンをは
ずし、カウ ンターに 放った。
「和ちゃん のお手製 だ。ほか にはなに もないけ どな」
明石は、 フロアの シャンデ リアのス イッチを 入れた。
オードブ ルと寿 司とフル ーツが形よ く盛られ 、並べられ ている。
「岡藤 の写真でも 置けばよ かったんだ が、あい つが、 俺たちのこ と
をあい 変わらずの 唐変木の 集まりだ と笑うん じゃない かと、よし た
よ。ま 、とにかく 始めると するか 」
明石 は、何度も カウンタ ーとの 間を行き来 し、ビー ルやブラン デ
ーや氷 を運ん できた。
「明 石、ずい 分無理した んじゃな いか」
コ ップ一杯 のビールで 耳朶まで 染めた上 村が、ネ クタイを 弛め、
シャ ツのボタ ンもはず した。
「俺 は、意 気に感じ る性分でね 。洋子か ら電話があ ったとき 、一も
二 もなく承 知したの さ。実は、 俺も岡藤 の命日を ど忘れし ちまって
いた。そこ で、よっ しゃ、四、 五人集め ようと いうことで 、あとは
俺の独断というわけだ。しかし 、さすが洋子だ。すんでのところで 、
岡藤のこと どころか 、自分 の能書きま で忘れよ うとすると ころを、
引きずり 戻してく れた」
「私に は、取材と いう下心 があっての ことよ。 だから本 当は、一 人
でひっ そりくるべ きだった のかもしれ ないの に、みん なを巻き込 ん
でしま って、申し 訳ないわ 」
「洋子 、君のそん なとこ ろが気に 入らん。確 かに、岡 藤と君との 間
には特 別なもの があった かもしれ ないが、こ れは俺た ちみんな の問
題で もあるわ けだ」
明石 は、上 村のグラス に氷を放 り込んだ。 飲めない 上村は、 一杯
のビ ールが終 わると、ブ ランデー を舐め始 めた。
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「じゃ、 今日の集 まりは明 石、君の発 案という ことでい いのだな 」
突然 、不快そうに河田が眉をつり上げた 。目が少しすわっている 。
飲み始 めた頃から 不機嫌そ うな様子 だった河 田には、 もともと酔 う
とから む癖がある 。
明石 と上村が、 軽く目く ばせをし た。
「ああ 、そう だ、これは 俺の発案 だ」
「そ れならい い」
河 田の眼鏡 の奥で、シ ャンデリ アの灯が赤 く光った 。
し ぼんだ空 気が部屋の 底を流れ 始めた。
上 村は、俯 いたまま一 口、また 一口と 、せわしな くブラン デーを
舐め る。明 石は、腕 組みをして 、天井を 見上げてい る。洋子 は、テ
ー ブルクロ スの一点 に目を落と し、動か ない。
河田は、 つかんだ 寿司を鉢の 端まで運 び、箸の先 でつつ いていた
が、そのま ま箸をひ っ込めて しまった 。
「誰が発案 したかな ど、関係 ないじゃ ないか。 今日は岡藤 の二十周
忌だ。違 いないだ ろ」
俊彦がい った。 そうでも いわないこ とには、 垂れ込めた 空気に、
みんな 圧しつぶさ れてしま うのではな いか、と 思えた のだった。
「そう だな、そう こなくっ ちゃ。岡 藤だよ、 岡藤。や つのために 乾
杯だ。 われらが同 志、永遠 の青年 、情熱のマ ルキスト 、岡藤のた め
にな。 ああ、そ の前にち ょっと待 ってくれ」
明石 は、さし 上げかけ たコップ をガタリと テーブル に下ろすと 、
椅子 を立ち、 入口のフロ アの方に 小走りに駆 けてい った。が 、すぐ
にま た戻って きた。と同 時に、乾 いたピア ノの曲が 、地の底 から湧
いて きたとい う具合に、 低く流 れ始めた 。明石は、 コップを わしづ
かみ に持ち上 げると、
「マ ル・ウ ォルドロ ンだ。ウォ ルドロン のレフト・ アローン だ。岡
藤のやつが好きだった、ウォルドロンのレフト・アローンだ。岡藤、
聞こえるか 」
明石は、 俊彦や洋 子のコップ に自分の コップを 勢いよく 合わせる
と、一息に あおった 。そし て、体をそ らせ大き く息をつい た。
「レフト ・アロー ンか。な にかこう、 魂が冷え てくる曲だ な。岡 藤
のやつ 、よく一人 でジャズ 喫茶に入っ ていたん だった」
上村が明石に話しかけたが、明石は椅子に深く背をもたせたまま 、
目をつ むっている 。洋子も 、ビール を一口口 にした後 、テーブル ク
ロスに 目を落とし たまま だ。
俊彦は、明石の演出に救われたと思った。河田のペースになって 、
筋論 でからま れるより、 いまは深 い思いに沈 むことの 方がいい と思
った 。
俊 彦も、ジ ャズ喫茶に はよくい った。デモ が終わ った後や 、アル
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バイトの 帰りに一 人で寄っ た。
重い鉄のドアを開けると 、穴蔵同然の暗さの中に客が座っていた 。
天井ま でたちこめ る煙草の 煙と、腹 の底から 突き上げ てくる強烈 な
リズム のただ中で 、客たち は全く 一人なので あった。
俯い ている者。 指先で小 刻みにテ ーブルを 叩く者。 ノートの端 に
なにか を書き つけている 者。肘が 触れても知 らぬ気に 、彼らは 己れ
にひ たりきっ ていた。
そ んな中に 、俊彦はよ く岡藤を 見かけたの だったが 、無論 岡藤の
心の内が覗けるわけもなかった。ただ 、激しくアジったデモの後で、
岡藤 が何度と なくこの レフト・ アローン をリクエス トするの を、胸
を突 かれる 思いで聴 いたものだ った。
「 岡藤のや つ、あの 夜もこの曲 を聴いた のかもし れない」
明石が、 目を閉じ たままつぶ やいた。
「きっとそ うだ。こ の曲をじ っと聴い ていると 、岡藤の心 が大方読
める気がす る。
あの日は 、夕方から雨になった。デモが済んで公園で別れるとき 、
今夜はＴ ホテルに 泊まると いった。確 か、人に 会うんだ とかいっ て
たな。 俺はてっき り、洋子 と約束がで きてるも のと思 っていた。
やつ は、俺たち と別れた 後、きっと この曲を 聴きに いった筈だ 。
この魂 の消え入り そうな曲 をな。 そして、Ｔ ホテルに 向かった。 こ
こまで はわかる んだ」
明石 は、いつ にない沈 んだ調子 で、記憶の 端をたぐ り寄せるか の
ごと くに、こ とばを拾っ ていく。
河 田は、一 人手酌を重 ねている 。
「な ぜだ」
明 石は、溜 め息をつい た。そ して、急 にいたたま れなくな ったと
いう ふうに 、点けた ばかりのパ イプを灰 皿に打ちつ けた。
「 河田、河 田先生」
河田は、 先生と呼 ばれたため か、唇を 明石に向 けて突き 出しかけ
たが、眼鏡 の奥の目 を薄く光 らせただ けで、な にもいわな かった。
「河田、確 かあの日 は、社 革の武闘路 線は間違 っている、 このまま
ではおし まいだ、 といった 」
「ああ 」
「お前 は副委員長 だった」
「それ がなんの関 係がある 」
河田 の語気が、 鋭くなっ た。
上村 が、あわて て明石の 膝を揺 すった。
「副 委員長の 、それがど うした」
「待 て、そう むきになる な。俺は な、いま さら事件 をほじく りかえ
すつもりなど毛頭ない。ただな、岡藤がどんな気持で逝ったのかと 、
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そいつが 知りたい だけだ」
「僕も それが知り たい。確 かに、安保 に破れた 。バリ ストにも破 れ
た。疲 れていた。 でも、そ んなこと が原因だ ろうか。 僕たちは、 キ
ャンパ スを追われ はしたが 、公害 闘争に活路 を見出し ていた。駅 に
もカン パで立っ た。Ｍ病 を告発す る会と連帯 して、裁 判にも出た 。
ハンス トもや った」
俊彦 は、明石 と河田の 目を交互 に見詰めな がら、一 気にまく した
てた 。
「俺 たちの前 に、まだ目 標はあ った。決 して袋小路 じゃなか った」
明 石は、遠 くに視線を 移し、顎 髭を撫 でまわし始 めた。
「し かし、 あの日の 岡藤のアジ が気にな る。確か、 Ｍ病患者 は、自
分 がこの手 で殺した んだ、と。 手をつか ねて黙っ て見てい るこの手
で、この自 分自身の 手で、殺し たんだと 」
「やめろ、 なんにな る。いま さら、そ んなこと を詮索して も始まら
ん」
河田が、 音をたて て席を立 った。カ バンをつ かんで、す ぐにもと
び出さん ばかりの 勢いであ る。
「ちょ っと、ちょ っと待っ てくれ」
出口 に歩きかけ た河田を 、椅子から 転がり出 た上村 がおしとど め
た。
「冗談 じゃない 。死んだ やつの齢 を数えて、 なんにな る。やつは や
つだ。 俺達の 知ったこと じゃない 。死にたい やつは、 死なして おけ
ばい い」
「河 田、よく もそんなこ とがすら すらいえ るな。お 前だって 、あの
日は 、口もき けないくら いにま いってい たじゃない か」
「ま いってい た。そん なこと、 とうに忘 れたよ。二 十年も昔 のこと
さ。 変わっ たんだ、 なにもかも 。それが わからない のか」
河 田の頬 は青ざめ 、唇が小刻 みに震え ている。
「わからな いんだ、 俺には」
明石が、 静かに首 を振った。
ピアノの 曲は、さ らに深く 澱んだ川 となり、 部屋の底を 静かに流
れていく 。
「悪か った、君の いうとお りかもしれ ない。ひ き留めは しない。 し
かし、 この曲が終 わるまで せめていて くれな いか、頼 む」
「曲が 終わるまで だと。俺 は、この 曲を聴く 度に気分 が悪くなる 」
「ごめ んなさい。 私がい けなかっ た。私がこ んなこと 、思いつい た
ばかり に」
「そ んなこと はない。洋 子がいけ ないことは ない。河 田だって 、思
いは 同じ筈だ 」
「洋 子君、俺 は、君がい まさら岡 藤のこと をいう資 格はない と思っ
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ている。 その胸に 手を当て て考えたら わかるだ ろう」
河田は 、洋子を 見据えた 。酔いのき ざしを含 んだ鋭い 目が、洋 子
の視線 にからみつ く。
視線 を伏せてた じろいだ のは洋子 の方で、 急に首を うなだれ、 俯
いてし まった。
「帰る 」
河田 は、その ままフロ アを突っ きり、大股 で出てい った。
日 曜日の大 学の構内は 静まりか えってい る。
い つもだと 、広いキャ ンパスは 、無秩 序に駐車し た車で埋 まり、
白衣 の教員 や学生た ちがいき交 っている のだったが 、日曜日 になる
と 門は半ば 閉ざされ 、建物とい う建物の 窓も、ゆ っくりと 流れ過ぎ
る雲を映す だけの役 割しか果た さなくな ってしま う。
柵の外を 往来する 車の列や、 人の数も 、普段と は比べも のになら
ないほどま ばらにな ってしま った。
大学街、 とはよく いったも ので、大 学が活動 していない ときのこ
の街は、 まるで郊 外のベッ ドタウンよ り森閑と している 。足音を た
てるの さえ気がひ けてしま う、と朝の 街を抜け てきた ばかりの俊 彦
は、そ う思った。
頭が くらくらす るほど痛 く、重た く、胃の あたりに は不快なむ か
つきが 残ってい る。
俊彦 は、昨夜 何時まで 飲んでい たのか、ど うやって アパートま で
たど り着いた のか、記憶 がなかっ た。河田が むげん だいを去 るまで
のことははっきり覚えているのだが、それ以降が空白だった。ただ、
おぼ ろげなが ら、どこか で洋子 の手を握 って別れた 気がした 。
そ の洋子を 待っている 。俊彦 は、通用 門を見下ろ す植込の 陰に腰
を下 ろし、 バスでや ってくる洋 子を待っ た。
「 ご機嫌い かが」
つい一時間ほど前だった 。いつまでも鳴りやまない電話のベルに 、
へばりつい た重たい 体をやっ との思い でひき摺 って出ると 、明石の
妻の声が遠 くでささ やいた 。
「明石な ど大変。 夜が明け て帰ってき たと思っ たら、寝付 きもし な
いうち にゲーゲー やり始め て、まだ腰 が立たな いといっ てますよ 。
とても 、お盛んだ ったそう ですね」
とい い終わった かと思う と、すぐに 洋子が出 た。
「ごめ んなさい。 あんな 乱暴なこ といって、 怒ってる でしょう」
「怒っ てるって 」
「本 当に、ご めんなさい 。反省し てます。も う、許し てはもら えな
いか しら」
な んのこと だか、わか らなかっ た。乱暴な こと。 そんなこ とを、
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洋子の方 から一方 的にいい 出すわけが ない。だ とすると 、なにか 自
分のほうから、洋子を刺激することでもしでかしたのだったろうか 。
俊彦 は、二日酔 いの朝に 決まって感 じる、茫 漠とした 、とりか え
しのつ かない、い つもの憂 欝な気 分に陥り始 めた。
「ごめ んなさい 。きっと どうかし てたの」
「僕は 、その 、なんとも 思ってや しないから 」
俊彦 は、わけ のわから ないまま いう。
「な んとか許 してもらえ るかしら 。それで 、厚かま しいお願 いだけ
ど、 今日会っ てもらえる 」
「構 わないよ 」
「本 当、あ りがとう 。じゃあ、 十時過ぎ にはそちら に着くわ 」
俊 彦は、枕 元の目 覚ましを覗 いた。八 時半を少し まわって いた。
十時過ぎ に大学の 通用門で待 つ、とい う約束をし 、俊彦 はふらつ
く体をやっ とのこと で支え、 アパート を出てき たのだった 。
初秋とは いえ、ま だ真夏の激 しさを もつ日差 しが、薄い 雲の切れ
間から強 烈に静ま りかえっ た構内を焼 き始めた 。
シュロの葉陰に身を寄せ 、縮こまって座っている俊彦の周囲にも 、
ぶ厚い 光の塊が、 荒々しい 粒のままに 降ってく る。風 も激しく、 ア
スファ ルトの砂塵 を巻き上 げ、音を たてて吹 き過ぎて いく。
俊彦 は、腋の下 からにじ んでくる 汗の気味 の悪さと 、度々襲っ て
くるめ まいとに 必死で耐 えた。人 を待つこと で、こん なに辛い目 に
会った ことは かってなか ったと、 昨夜の酒が 腹立たし かった。
「待 った」
い つの間に きたのか、 パンタロ ン姿の洋子 が、俊 彦の前に すらり
と立 った。そ れはまさに 、華や かな花弁 をもつ、す べすべし た一本
の植 物が、ふ いに目の 前に飛来 してきた のかと思え る唐突さ で現わ
れた 。
そ んなに 待ってい ない、と俊 彦はいお うとした。
「あら、ず い分顔色 が悪いわ、 大丈夫」
「なんとも ないよ」
「そんなこ とない。 真っ青 だわ」
「いや、 大丈夫」
そうい う自分の ことばが 、どこか遠 くの方で 聞こえるの を、我な
がら情 けないと思 った。
「少し 休みましょ う。これ では無理 よ。ね、 そうした 方がいいわ 」
どこ だろう。
ブラ インドを 洩れてく る光の痛 さに、我に 返った。 低い天井、 天
井扇 、しみの 浮き出たた まご色の 壁。
俊 彦は、ゆ っくり上体 を起こし た。
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総務課の 部屋で ある。
「気分 、どう」
洋子 が、ソファ ーの向か い側の椅子 に浅く腰 をかけ、 白い歯を み
せてい る。
「呼び かけても わからな いくらい 眠っていた わ」
「悪か った」
「こ んなに早 くから押し かけてき た私がいけ ないの よ。昨夜 のみん
なの 飲みっぷ りたら、す ごかった んだもの 。上村さ んも、き っとダ
ウン ね。飲め ない人があ んなに 」
「あ んなに」
「河 田のや つめ、ち くしょう、 へなちょ こめってや りだして 」
「 そうだっ た」
俊彦の目 に、不透 明な記憶の 糸口がお ぼろ気に見 え始め た。
明石と上 村が肩を 組み、どこ かの階上 のパブに 入ってい った。そ
して、自分 は。
「この部 屋、見覚 えがある わ」
洋子の弾 んだ声 が、苦い 思いに落ち かけた俊 彦の気持を そらして
くれた 。
「大学 法のとき、 学長をか ん詰め にして」
「あの 頃まで、 この部屋 は会議室 だった」
「この 部屋を 三日間占拠 したんだ ったわ」
「Ａ 派の連中 が、それか ら三か月 も封鎖して いた」
俊彦は軽く頭を振った。腕をゆっくり伸ばしてみた。疲れはない 。
胃の むかつき も治まって いる。
「で も、すっ かり明る くなった みたい、 この部屋」
「改 修工事 を大々的 にやってね 。すっか り汚点を払 拭したつ もりな
ん だ」
「つもり」
「それが面 白いんだ 。天井も 壁も廊下 も、みん なしっくい とやらで
塗り込めて しまった のに、 ロッカーや 机を裏返 してみると 、安保粉
砕、闘争 勝利ての がいくら も残ってい る」
「それ を平気で使 ってるの 」
「もち ろんさ。そ んなとこ ろまで無駄 金を使 っちゃい られないか ら
ね。全 部やり替え たくても やれない 、という のが本音 だろう」
俊彦 はソファー から下り た。間近 にある洋 子の視線 に、急に息 苦
しさを 感じたの だった。
「す ると、松 井さん、い まのあな たは全く反 対の立場 に立った って
こと になるの ね」
洋 子は、懐 かしそうに 、部屋の 周囲に立て られて いるロッ カーの
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角のあた りを眺め ている。
俊彦は 、洋子に 背を向け ると、音を たててブ ラインド を端まで 巻
き上げ た。南に面 したその 窓からは 、揺らめ く光の洪 水が、小踊 り
してと び込んでき た。
「それ をいわれ ると、困 るんだ。 自分でも、 どうにも 収拾がつか な
い。昔 どろぼ う、いまは おまわり ってとこか な。この バランス がう
まく いかない 。もっとも 、いまの 立場といっ ても、 僕らがこ の建物
にシ ンボライ ズしていた 頃のあの 役割は、 全然果た していな いと思
うよ 、幸いな ことに」
「学 内が平穏 だから」
「学 長、評 議会、教 授会という 図式はな んら変わり ないけど 、以前
の 権力とい ったとら え方は、内 からも外 からもな されてい ない。だ
から僕らも 、自ら官 僚という意 識は殆ど もたずに 済んでい る。とこ
ろが、それ が一番い けない。 この頃は 、糠に釘 を打ち込む ほどのた
易さで、露 骨な統制 が始めら れている 」
「松井さ んの心中 」
「穏やか でないよ 。誰か騒 いでくれ、 と祈るこ ともある 。が、な に
も起こ らない。す んなりい ってしまう 。河田の いうと おり、二十 年
という 時間が、本 当になに もかも変 えてしま ったのか もしれない 。
つくづ くそう思う ことがあ るんだ 」
「信じ られない けど」
「だけ ど、そ うなんだ。 こんなこ といってる と、古く さいやつ だと
相手 にもされ ない」
俊 彦は、書 き散らした わら半紙 を放ったま まにし ている自 分の机
を振 り返った 。佐川のさ っぱり と片付け られたひと まわり大 きい机
が、 俊彦の机 を見下ろ している 。
「君 がいっ てた資料 だけど」
俊 彦は、 ロッカー の扉を開く と、少し 黄ばんだ背 表紙のス クラッ
プ帳をひき ずり出し た。
「二十冊ぐ らいある かな。こ んなもの でどうだ ろう」
洋子は、 通し番号 のうたれ たそのな かの一冊 を手にする と、急い
で ペ ー ジ を 繰 っ た 。 そ し て 、「 Ｋ 大 社 革 委 員 長 自 殺 」 と い う 太 字 の
見出し に目をとめ 、じっと 記事に見入 った。
「井熊 さんを呼ん だ方がい い」
記念 館の二階か ら下りて きた俊彦 がいった 。遅れて 出てきた洋 子
は、まだ階段の中途に立ち止まって、大講堂の入口を見上げている 。
「お 休みの日 でしょ、ご 迷惑じゃ ないかしら 」
「住 まいがす ぐ近くだか ら、いた ら多分な んとかな ると思う 」
俊 彦は、一 階の生協食 堂の赤電 話に走った 。食堂 には、昼 時をか

- 20 -

なりまわ っている とはいえ 、二百人ほ どのテー ブルに、 数えるほ ど
しか客 はいない。 動くもの といえば、 レジの上 に「生 協強化月間 」
と書か れた一枚の プレート が、空調 の風にか すかに揺 れているだ け
である 。
単調 な呼出し音 が回数を 重ねてい く。十回 、十五回 。いないの か
もしれ ない。 と、受話器 を離しか けたとき、 押し殺し た低いし わが
れ声 が答えた 。
「わ しに用が ある。妙な 話じゃ。 昔のこと を、いま さらほじ くり返
さん かてええ じゃろうに 」
俊 彦の頼み に、しばら く考え込 んでい る様子だっ たが、嫌 だとは
いわ なかっ た。三十 分ほどで着 く、とい うことだっ た。
「 わざわざ きてくだ さるなんて 。本当は 、こちら から訪ね ていかな
くてはいけ ないのに 。訪ねてい くのだっ て、嫌が られるか も知れな
いのに」
洋子は、 何度も同 じことばを 繰り返 した。
「いいん だ。あの 人はそう いう人なん だ。君も 遠慮せず、 いくらで
も聞いた らいい」
井熊は 、経済学 部の事務 長の前は、 文学部の 事務長だ った。つ ま
り、岡 藤が教養部 から一年 半で進学 してきて 、三年次 を終わるま で
の一年 半の期間、 文学部の 事務長 で過ごした というこ とになる。
洋子 が、文学部 の関係の 方はい らっしゃら ないかし ら、といっ た
とき、 俊彦は 、すぐに井 熊を思い 浮かべたの だった。
「こ の記念館 は工共闘だ ったわね 。河田さん たちの 」
洋 子は、楠 と南京ハゼ の並木の 葉陰にあっ て、青 空を背に そびえ
たつ 記念館を 、まぶしそ うに見 上げてい る。
「河 田は、彼 らとはあ まり行動 を共にし なかった筈 だ。河田 の論理
と、 工共闘 の非論理 とはうまく かみ合っ ていなかっ たからね 」
「 鉄パイプ でスト破 りにきたＢ 派を、斧 で撃退す るという 事件もあ
った」
「マサカリ 事件ね。 河田は、 あれには 怒った。 一歩間違え ば、人命
にかかわる 。工共闘 は蛮人 の集まりか ってね。 でも、あの 状況の中
では、河 田の論理 も通用し なかったん じゃない かな」
「社革 の中でも、 暴力はほ どほどにし ろって」
「血の 気の多い明 石や上村 から、お前 はＤ派 のまわし ものか、と つ
るしあ げられて憤 慨してい た」
俊彦 は、昨夜の 河田の激 昂したさ まが、以 前とちっ とも変わっ て
いないのに、微笑ましささえ感じた。自説を曲げぬということでは 、
明石や上村や、おそらくは岡藤より数倍も勝っているのではないか 、
と思 った。
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「家内に 寝込まれ てなあ」
井熊は 、ゴマ塩 頭をかい た。糊気の ないシャ ツの衿が 左右不揃 い
に垂れ 、素足にゴ ム草履と いう格好 である。 しかし、 顔の色は日 に
焼け、 ずい分たく ましく見 える。
「朝か ら晩まで 百姓仕事 だよ。合 間には句を ひねった りして、結 構
暇をつ ぶして いる」
「申 し訳あり ません。お 忙しいと ころ」
「い やいや、 この頃はあ まり声を かけてく れるやつ もなくっ てな。
少々 ボケ加減 じゃった」
井 熊は、タ オルで首筋 の汗を乱 暴にこ すった。
「こ んなわ しになん の用かな」
「 文系まで いこうと 思うのです 。構いま せんか」
俊彦は、 着いたば かりの井熊 に、なお 一キロばか りの道 のりを強
制しなけれ ばならな いことを 心苦しく 思った。 この大学本 部や記念
館のある理 系のキャ ンパスと 、俊彦た ちの在籍 した文系の キャンパ
スとは、 いまは廃 止されて しまった市 電の通り をはさんで 、南北に
分かれて いる。
「足な らこのとお りピンピ ンしている 。昔より はよっ ぽどましだ 、
ほれ」
井熊 は、ゴム草 履の裏を 鳴らしな がら、先 にたって 歩き出した 。
「大学 にくるこ とも、め ったにな くってのう 。四十年 も暮らした キ
ャンパ スが、 辞めた途端 に、まる で他人の庭 みたいに よそよそ しく
見え てしまう 」
「わ たしだっ て同じです 。卒業し た学校だ というの に、よけ いに遠
さを 感じます 」
「原 因は、僕 らの方に あるのか もしれな いけどね」
「怖 くって 、一人で は入れない という」
「 わしにも あるな。 すぐ傍にあ る分、そ の、ギャ ップとい うものの
強さを感じる。まあ 、わしの場合、齢のせいだろうと思うているが」
齢のせい 、という 口の割には 、井熊は 二人を数 メートル も離して
先に歩いて いく。も う七十 歳に届こう としてい る筈である のに、歩
く速さは 二人より 速い。
Ｔ字路 を折れて 、琉球竹 の茂みの傍 を抜ける と、やがて 小じんま
りした 文系のキャ ンパスが 見えてくる 。
「身が 引き締まっ てくるよ 。やっぱ り、体が 覚えてい るんだ、こ の
道は」
井熊 が、コホン と咳払い をした 。
「怖 さと恥ず かしさが、 足を伝っ てきます」
洋子 が肩を すぼめる。
か つてこの あたりは、 砂浜の続 く松原であ ったと いう。そ の名残
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はいまで は殆ど見 ることが できないが 、浜を埋 め立てて 造成した 工
場団地 を渡ってく る海風の 強さには、 当時の面 影がと どめられて い
るとい う。
その とき、あた かも三人 の行く手 をはばむ かのごと く、一陣の 熱
風が真 向うから 襲ってき た。風は 、鋭いうな り声をた て、三人の 影
を吹き 千切り 、渦巻きな がら通り 過ぎていっ た。
中 庭の噴水 は涸れてい た。文系 の建物は、 この噴水 を中心 に、研
究棟 、講義棟 が、廊下を 連ねて Ｈ型に並 んでいる。 狭い空間 には殆
ど樹 木もなく 、目を和 ませるも のといえ ば、噴水を 囲んで低 く刈ら
れた つつじ の植え込 みがあるく らいで、 いまは、そ の花もと うに時
期 を過ぎて いる。噴 水池には、 魚の影も 見えない 。
「やれやれ 、殺風景 なところだ けはちっ とも変わ っちゃい ない。で
も、ここまでくると 、不思議に落ち着いてくるのはどういうわけだ 」
井熊は、 植え込み の中のコン クリー ト造りの ベンチに腰 を下ろし
た。
二十メー トルと 離れてい ない北側の 国道を、 大型トラッ クが埃を
けたて て過ぎてい く。ワン マンバスの 車内案内 まで、 風に乗って 聞
こえて くる。
俊彦 は、洋子の 姿が見え ないのに 気付いた 。廊下の 柱の陰にも 植
え込み のあたり にも姿が ない。遅 れがちに歩 き始めた 洋子を、ほ ん
のいま まで確 かに後ろに 見ていた のに、ふい にアスフ ァルトの 路上
から 消えてし まった。
「寒 々として やがる。ビ ラもない 。壁なん かまっさ らみたい じゃな
いか 。これじ ゃ、博物館 だな」
井熊の目は、何度も講義棟を上から下まで見渡し、苦笑している 。
「お 前さん たちの頃 は、剥がし ても剥が しても貼っ てきよっ た。水
を ぶっかけ 、棒タワ シでこすっ てな。や っとこっ ちの壁が 済んで裏
にまわった と思うと 、元の壁に はまた新 しいや つが貼られ ている。
いやあ、す ばしこい のなんの って」
「Ａ派のビラの上にＢ派、その上にＣ派というふうに組織をあげて 」
「そうそ う、その また上に Ａ派、その 上にＤ派 という具合 にな。 あ
っとい う間もなく 、四、五 枚を重ねて 貼ってい く。それ に、落書 き
がすさ まじい」
「懸命 でした。ど の派も、 自分たち の存在を アピール するには、 情
宣活動 に遅れをと っては ならない のです」
「内ゲ バも毎日 。わしら の見てい る前で、も のすごい 形相をし て角
材で 殴りかか っていく。 そうなる と、もう手 がつけら れん」
「数 です。数 をつかまね ばならな い。その 数をつか むために は、他
派よ り一人で も多くの数 が必要な のです」
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「それはいえるな 。そいつは、いまの世の中すべてにいえることだ。
数と金 、だな」
「しか し、数の不 足を武器 で補い、 圧倒しよ うという 派も現われ ま
した」
講義 棟と、一 つだけ講 義棟から はり出して 建てられ た大講義室 と
の間 の狭い通 路から、洋 子が草色 のパンタロ ンの裾 をひるが えしな
がら 出てきた 。小さなシ ョルダー バッグを 片手に下 げ、日差 しをハ
ンカ チで遮り 、小走りに 駆けて くる。
「ご めんなさ い。ちょ っと部屋 を覗いて きました」
鼻 の頭にう っすら汗 を光らせ ている。
「 社革の部 屋は、軽 音楽研究会 だとかの 部屋にな ってるん ですね」
「そう。パ ーティー を専門にま わってい る」
「ずい分、 カラフル にドアな んか飾っ てあるの 」
「社革は終 わった。 岡藤に始 まり、岡 藤に終わ った」
「以前と 同じ部屋 に、あの 頃と同じク ラブの名 札がいくつ もかかっ
ていたわ 」
「時代 の流れに、 あまり左 右されない クラブが ある。 そいつらは 、
そのと きどきに必 要な、最 小限の変 化を繰り 返しなが ら、しぶと く
生き残 っている」
「生ま れては、 すぐに消 えていく ものもある 」
「で、 岡藤と かいったな 」
井熊 が、ふ いに俊彦の ことばを 遮った。ど こか、遠 いものを 見詰
める 表情であ る。
「その岡藤という名前で思い出したんだが、確か独文に岡藤という 」
「え え、実は 、岡藤真 一のこと でわざわ ざ井熊さん にきても らった
んで す」
「岡藤真一だったかな。わしには、はっきり覚えていることがある」
洋子も、 ベンチの 端にそっと 腰を下ろ した。
「確か、霙の舞い始めた 、作家のＭが自決してすぐ後のことだった。
四、五人の 学生が、 一人の 男を引き摺 りながら 教室から出 てきた。
とうに講 義は終わ っている 時分だった から、六 時はまわっ ていた 筈
だ。
わしは 会議の後 の打ち合 せを済ませ 、みんな と別れて いつもの 道
を帰っていた。ところが、外に出てみると寒い。びろうな話じゃが、
急に便 意を催して な。い つもは使 ったことの ない教室 の横の便所 に
駆け込 んだ。
かな りの時間 、さし込 んでくる 寒気に素肌 をさらし ていたこと も
あっ て、わし は歯の根も 合わない ほどの震 えを感じ ていた。
冷 えびえと した色に光 る電気を 消して、そ こを出 ようとし たとき
- 24 -

だ。廊下 にただな らぬ怒声 を聞いて、 出しかけ た首をあ わててひ っ
こめて しまった」
井熊 は、寒そう な身振り で首をすく めてみせ た。
「鈍く光るものを見たんじゃ。それが、日本刀であると気付くまで、
しばら くの間わ しはぼん やりして おった」
「日本 刀」
「角 材とか鉄 パイプなら いつも見 ておるし、 すぐに わかるん だが。
一人 の男が白 木の鞘をは らって、 囲まれて いる男の 首筋に、 ぴたり
と切 っ先を突 きつけた。
最初、彼らがふざけているのかと思ったほどだ。叫んでいるのは、
包 囲 側 の 連 中 ば か り 。『 そ ん な に 死 ぬ の が 怖 い か 』、『 Ｍ の 死 が わ か
る 。しかし 、そのて めえ本人が 死ぬのが 怖い。ど ういうこ とだ。貴
様 の い う こ と は 、 全 く 破 産 し て る ぜ 』、『 一 派 の 委 員 長 と も あ ろ う
やつが、た いした腰 抜けだ』 と、せせ ら笑って いる。
囲いの中 の男はと いうと、左 右から 絡められ たまま、身 動きもせ
ず、平然 としてい る。
と う と う 日 本 刀 の 男 が し びれ を 切 ら し た の か 、『 ブ タ 野 郎 、 Ｍ 同
様に、 ひと思いに 殺ってや る』と、切 っ先を天 井には ね上げた」
「そい つは、Ｂ派 の連中だ 」
俊彦 が、勢い込 んでいっ た。
「ちっ とも知ら なかった 」
「ところが、おもむろにしゃべり始めたのじゃ。その真中の男がね。
『死 ぬことは 、無に落ち るという ことだ。絶 対無限 の無だ。 ひき返
せないのだ。それを選ぶには、並大抵の覚悟でできるものではない。
俺た ちに、そ れだけの度 胸があ るか。死 を賭して、 俺たちは 闘って
きた か。数の 力を頼り に、われ われはバ カ騒ぎを繰 り返して きただ
けで はない か。そう いうことす べてを、 いま己れに 突きつけ てみる
必 要がある 。自分は 、そういう 意味でＭ を評価す る』とね 。
そ れ を 聞 い た男 た ち は 、 見 た こ と か と あ ざ 笑 い 、『 安 っ ぽ い 観 念
論 を ほ ざ く な 。 Ｍ の 死 な ん ぞ 、 自 己 満 足 の お 遊 び だ 』、『 ブ ル ジ ョ
ア野郎が、 ほんの一 人くた ばっただけ だ。われ われ同志が 、これま
でどんな にむごた らしい殺 され方をし てきたか 、忘れたか 。貴様 、
それでもてめえら一派を革命軍呼ばわりするつもりか 』、
『まさに 、
敵は間 近にいると いう。密 かに内部に 潜入し てくる、 という。そ い
つ を 、 真 先 に 抹 殺 せ ね ば な ら ぬ 』、『 殺 れ 』 と 、 火 が つ い た 連 中 は
叫び出 した。そし て、一 瞬不気味 な緊張がみ なぎった 」
この とき、頭上 にふいに 翳がさ したかと思 うと、轟 音とともに 、
ジェ ット機が 低く、荒々 しく三人 に迫ってき た。
ジェ ット機 は、水平翼 の一つ一 つのつなぎ 目がはっ きり見え るほ
どの 低さまで 頭上に迫る と、金属 音をけた て、講義 棟の屋根 に巨大
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な影を折 りながら 、ゆっく り南へ抜け ていった 。
洋子は 目を閉じ ている。
音を 失った井熊 の口元が 、所在なげ にこころ もち開い ている。
「わし は、後先も 考えずに とび出 していった 。わけの わからない 、
悲鳴に 似た叫び をあげて な。十メ ートルと離 れていな いのに、そ の
遠いこ ととい ったらない 。
しか し、わし の不意打 ちは効果 があったと みえて、 虚をつか れた
連中 は腰がく だけてしま った。と にかく、 逃げ足の 速いこと といっ
たら ない。あ っという間 に闇の 中だ。
わ しは、い っぺんに緊 張がゆる んだせ いか、尻餅 をつきそ うにな
った 。ぼう っとして な。そこに 、男がい るのに、改 めて気付 いたと
い う具合だ 。
その岡藤だが、うっすら蒼ざめた顔で 、ぼんやり突っ立っている 。
そして、な にもいわ ず、ふら つく足取 りで廊下 を出ていき よった」
井熊は、 渡り廊下 を抜け、 小さく芝 のはって ある裏庭を 抜けて、
文学部の 事務室の 窓の下に 立った。そ して、す りガラス のはめ込 ま
れた窓 を軽く叩い た。
「君た ちは知って いるかど うかしら んが、岡 藤は、な んとかいう 病
名の、 生まれつき の心臓疾 患とい うことだっ た。それ も、学医の 教
授から 聞いたん じゃが、 あまり質 のよくない 、ひょっ とすると永 く
はない かもし れんという 」
「あ の、ポッ クリいくこ とがある いう」
「こ いつを知 っていたの は、本人 と、学部 長と、独 文の教授 と、あ
と二 、三人と いうところ じゃっ た」
「信 じられん 。岡藤は 人一倍タ フだった 。どうかす ると、明 石や上
村よ りタフ だった。 君はどう思 う」
洋 子は、 目を伏せ たまま、静 かに首を 横に振った 。
「だからわ しは、い つもそれと なく彼の 動きを 見ていた。 だが、自
分の聞いた ことが全 くでたら めじゃな いかとさ え思い始め ていたん
だ」
「岡藤は 、社革を 生み、育 てた。Ａ派 やＣ派と 連帯して、 デモの 先
頭に立 った。学生 大会は、 徹夜になる ことも度 々だった 」
俊彦は 、次々に浮かんでくる、精力的だった岡藤の行動を思った 。
それは 、打ち消そ うとして も消せな いほど、 強烈な印 象で俊彦の 胸
にやき ついている 。
しか し、ときお り、岡藤 は一人 にこもると きがあっ た。ジャズ 喫
茶で 見かける ときなど、 人を寄せ 付けない厳 しさがあ った。
とき には、 信じられな いほどの 弱みをみせ て。Ｍ病 患者の子 供を
抱き 上げると きは、流れ る涙を拭 いもせず 、頬に滴 らせてい た。
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「遠くな い将来、 あの青年 がいなくな るのかと 思うと、 わしはや り
きれな くてな。な にかてだ てはないの かと、学 医の教 授に何度も 尋
ねたも んじゃ」
井熊 は、グスッ と鼻を鳴 らした。
「岡藤 の家は、 事務機器 販売を手 広くやって いるかな りの資産家 だ
そうだ 。で、 いくら金を かけてで もと、あら ゆる手は 尽くした らし
いが 、妙案は なかったら しい。普 段はたいし た自覚 症状もな いらし
く、 本人も無 為の病院暮 らしは嫌 だという ので、当 人の自由 にさせ
ていたらしい。わからんもんじゃ。いくら金があり余っていたって 、
一人 息子の命 を伸ばす ことなど できん」
俊 彦は、社 革の中で 、作家の Ｍ事件の 総括をした ときのこ とを思
っ た。
岡藤は、 Ｍの死が わかる、と いった。 自分で自分 を始末 できる人
間はすばら しい、と もいった 。自分た ちが数を 頼みに、血 みどろに
なって闘っ てきたこ とさえ、 Ｍの前に は虚しい 、とさえい った。
これに、 河田が猛 然と反論 した。卑 怯な、安 易な逃避に しかすぎ
ない。腰くだけの観念論だ 。と 、つかんでいた灰皿を机に叩きつけ、
取り巻 く俊彦たち にも殴り かからんば かりだっ た。
俊彦 は、直線的 な河田の 論法に、い つもうん ざりし てしまうの だ
ったが 、このとき ばかりは 、河田 のいい分の 方が正し いと思った 。
生きて 、闘って 、われわ れの目指 す社会への 橋頭堡を 築いて、と そ
う単純 に考え るとき、岡 藤のいう 自分で自分 を摘みと るという こと
ばは 、不謹慎 でしかない と思えた 。岡藤は、 Ｍの演 技過剰と も思え
る美学にとうとう感染してしまったのか、と他愛もなくそう考えた。
だ が、岡藤 のことばが 、自らの 近い将来 のことを 避けるこ とがで
きな いものと 感じての 逆説だっ たのだと したら。
俊 彦は、 一時間遅 れて出勤し た。課の ドアを開け ると、課 員の目
がいっせい に振り向 いた。なか でも、佐 川と、 正面の補佐 が、あか
らさまに不 機嫌な表 情を見せ 、課長席 の方に体 をよじった 。
「遅くなる ならなる で、電 話ぐらいよ こしたら どうだ」
佐川のこ とばが、 俊彦の胸 を鋭く刺 す。
同僚た ちみたい に、市役 所に用事が できたの でとか、少 し風邪気
味で病 院に寄って きたとか いって、鼻 を鳴ら したりす るなどの芸 当
は、俊 彦にはでき ない。そ んなこと をして遅 刻するぐ らいなら、 丸
一日休 んでしまっ た方が いいと考 えてしまう 。
あか らさまな嘘 を並べる 同僚に は、女子職 員が、熱 があるのだ っ
たら 無理しち ゃだめよ、 などと見 え透いたこ とをいい ながら、 お茶
を運 んでくる 。
「困 ったよね 、君には。 学位論文 一覧のと ころの初 校は、い つでき
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るんだ。 間に合わ なかった ら、どうす るつもり だい」
三十人 の課員を バックに したという 強味から か、佐川 の声はい つ
になく 大きく、ね っとりか らみつい てくる。
「すぐ に大丈夫で す」
「だい たいだよ 、君もこ の大学の 学生として 、一度は 席を置いた 人
間だ。 まとも にやってく れたら、 それだけの ことは認 められる 立場
にあ るんだ。 少しは大人 になって もいい筈だ ろ。そ れともな にか、
ぼく のやり方 が気に入ら ないとで もいうの かい」
「そ んなこと は」
「じ ゃ、なん だ。いつ までも係 員のまま でいるって の」
い くら係長 という立 場である とはいえ 、こうもい いにくい ことを
常 々いって くれると いうことは 、むしろ 感謝すべ きことな のかもし
れない。俊 彦は、本 当にそう考 えること もある。 それほど 、佐川の
ことばは、 俊彦の一 挙手一投 足に向け て発せら れる。
俊彦は、 何度も同 じ字面の 上をすべ っていく 赤のボール ペンを捨
てて、立 ち上がっ た。
壁際の ロッカー を開くと 、昨日の資 料棚の中 から、洋 子が手に し
た古い スクラップ 帳を取り 出した。
―二 十五日早朝 、中央区 のＴホテ ルの五階 、五二四 号室で、Ｋ 大
の「社 革」委員 長岡藤真 一さん（ 二二）が、 浴室のシ ャワーの留 め
金に浴 衣のひ もをかけ、 首を吊っ て死んでい るのを、 同副委員 長河
田哲 郎さんが 発見し、中 央署に届 け出た。同 署の調 べでは、 岡藤さ
んは 昨二十四 日から宿泊 していた もので、 死亡推定 時刻は二 十五日
午前 一時頃と みられる。 原因等 について は、現在調 査中であ るが、
河田 さんら関 係者の話 では、全 くこころ 当たりがな いという ―
こ のあとに 、社革に ついての 簡単な説 明が続いて いるほか は、事
件 の詳細や 、岡藤の 人柄につい てはなに も触れて いない。
これまで 、何度も 見てきた紙 面である が、俊彦 は改めて 一字一句
をたんねん に拾いあ げてみた 。しかし 、いくら 読んでも、 井熊のい
ったほどの ことは、 どこか らも読みと ることが できない。 とおりい
っぺんの 事件の、 とおりい っぺんの記 事に過ぎ ない。
心臓疾 患という のが事実 であるとす れば、岡 藤自身、そ んなに永
くない 、というこ とを知っ ていたので あろう か。それ を知った上 で
の「自 決」である のだろう か。そし て、洋子 は。
洋子 は、わざわ ざ井熊を 呼んだに もかかわ らず、自 分からはな に
も詳し いことを 尋ねよう としなか った。黙っ たまま俯 き、井熊 の話
を聞 いていた 。レンガ色 のＴシャ ツの背中を 丸め、じ っとまば たき
を繰 り返すだ けだった。
井 熊 と 別 れ た あ と も 、「 今 日 は 迷 惑 を か け た わ 。 ご め ん な さ い 、
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このまま 帰らせて 」という なり、後ろ も振り返 らず、大 学裏門の バ
ス停に 駆けていっ た。
その ときは少し 勝手過ぎ る、と腹立 ちを感じ はしたが 、青桐の 並
木の向 こうに消え ていくバ スを見 送っている うちに、 俊彦にも洋 子
の胸の 内が見え るようで 、元の道 を一人ひき 返したの だった。
岡藤 の心臓疾 患のこと は、明石 も上村も知 らないに 違いない。 知
って いる筈が ない。
「冗 談はよせ よ、委員長 殿」
明 石は、岡 藤がバリス トも破産 だ、と吐 き捨てた とき、傍 にあっ
た丸 太で、い やという ほど岡藤 の尻を叩 きあげたこ とがあっ た。
そして、焼酎の一升瓶を抱えてくると、岡藤の前にドンと据えた。
岡 藤自身も 明石の やり方は心 得ていて 、明石には やっぱり かなわ
んな、と苦笑しながら 、生のままの焼酎をたて続けに二杯も空けて 、
おもむろに 明石の胸 元に、そ の湯呑を 突き返し た。
岡藤の酒 量は、お そらく社革 ではナ ンバーワ ンではなか っただろ
うか。俊 彦も明石 も、ボト ル一本ぐら いは空け るのだった が、あと
がだらし ない。
明石は 、めちゃ くちゃ陽 気に騒いだ かと思う と、飲み 屋であろ う
が、道 端であろう が、お構 いなしに 寝てしま う。
俊彦 は、飲んで いるとき はなんと もないの だが、明 け方になっ て
猛烈な 吐き気に 襲われる 。そして 、いったん 吐き出し たら、決ま っ
て昼過 ぎまで 止まらなく なる。し まいには足 も腰も立 たなくな るほ
どに 、体力と いう体力を 使い果た してしまう 。
そ の点、岡 藤の胃はど ういう仕 組になって いるの か、なに 一つ口
に入れずただ飲んでいるだけなのに、殆ど足元も乱れない。酔って、
判断 を誤ると いう醜態 を見せた ことがな い。おそろ しく早い ピッチ
で、 明石や 俊彦をひ き離してお いて、そ れでいて、 最後まで ちゃん
と 座ってい る。
「松井君、 至急いっ てくれ」
佐川が、 俊彦の背 中に命じ た。
「工学部 の原子核 だ。一時 の開会に遅 れぬよう にな」
俊彦は 、椅子に 肘をのせ 文庫本を読 んでいる 。時計の針 はまだ十
二時三 十分を指し ていると いうのに、 五分も あれば届 く会場まで の
ことを 、佐川は催 促する。 いまから すぐに出 かけたん では、着い て
からの 時間ももて 余すし 、休み時 間だって無 駄になっ てしまう。 そ
れにな により、 俊彦は、 河田と会 う時間を、 少しでも あとにひ き伸
ばし たいのだ った。
「少 し早めに いって、で きたら教 授か助教 授に直接 会った方 がいい
のじ ゃないか 。進行の具 合も頭に 入れてお いた方が いいだろ うし。
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今回は、 本学の研 究班が開 発した超目 玉の発表 が行われ るという か
らな」
佐川 は、執拗に 話しかけ る。
それ だけの情報 を握って いるのな ら、佐川 自身が出 かけてもい い
じゃな いか、と つい毒づ きたくな る。
「いき ます、 すぐに」
文庫本を乱暴に閉じると、俊彦はのそりと立ち上がった。そして、
金庫 の中から 一眼レフを とり出し 、ストロ ボを組み 立て始め た。十
円玉 で留め金 を絞めあげ 、電池 を放り込 み、シンク ロコード をつな
ぐ。 ずい分ス ローモー に見える が、実際 は二分とか からない 。
俊 彦は、手 帳をもち 、左肩に カメラを ぶら下げ、 課長と補 佐の碁
を 覗き込ん でいる佐 川の横顔を 一べつす ると、部 屋をとび 出した。
古びた赤 レンガの 玄関を入る と、すぐ 右手のエ レベータ ーの入口
に、受付の テーブル がある。 開会二十 分前とい うことで、 受付には
まだ四、 五十人が 細長い列 をつくって いる。テ ーブルでは 、五、六
人の係員 が名札と 、資料を そろいの手 提げ袋に 入れ、一 人一人に 渡
してい る。
プラ スチックの 名札を左 胸につけ、 赤と青の 二色刷 りの手提げ 袋
をかか えてたむろ している 出席者 たちや、テ レビカメ ラを担いだ 報
道関係 者たちの 間を抜け 、俊彦は 会場の階段 教室にす べり込んだ 。
後ろ にさがる につれ次 第にせり 上がってい く階段教 室には、す で
に満 員に近い 会員たちが 席を占め ていて、空 調のよ くない部 屋は、
人い きれでむ せかえって いる。俊 彦が入っ ていくと 、それら の視線
が、 まるで異 質の人間が 入って きたこと を敏感に嗅 ぎ付けた かのご
とく に、いっ せいに俊 彦を見下 ろした。
俊 彦は、こ の視線が 嫌いだっ た。いま ではいくら か慣れた という
も のの 、
最初係員として教授会の席に列席したときに感じたあの「階
級的な疎外 感」を、 このような 場に入る 度に、 全身に痛い ほどに感
じるのだっ た。
実際、学 内には教 員と事務 員との格 差が歴然 とあって、 助教授以
上の教員 にはそれ ぞれ個室 があてがわ れるのに 、事務員は 、広く も
ない部 屋に二十人 も、三十 人もが一緒 に詰め込 まれてい る。一人 当
たりの 給与も違え ば、出張 などで自由 になる 経費も問 題にならな い
くらい 違う。
それ より、まず 身分が違 う。二十 代の教員 でも、先 生は先生で あ
る。事 務員がい くら事務 局長や部 長、課長な どという 肩書きを 得た
とし ても、先 生にはたち うちでき ない。
会議 の席で も、事務員 が自分か ら発言する ことは殆 ど許され ない
し、 求められ て答弁する 場合でも 、教員た ちの気に 入らなけ れば、
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たちどこ ろに発言 停止とな ってしまう 。
ときに は、顎の 先で出て いけという サインを 出され、 事務長以 下
一言の 弁明もなら ず、眉を しかめて 教授会の 席から退 場する。そ し
て、気 紛れな教員 たちの発 作的な 作業が終わ るまで、 気長に別室 で
待機し ていなけ ればなら ない。
こん なことを わかって かわから ないでか、 佐川たち 総務課員た ち
は、 教員には まことに愛 想がよい 。直立不動 の姿勢 で、バネ じかけ
の人 形よろし く慇懃に応 対する。 そのくせ 、すぐそ の後で、 係員た
ちに ねちねち 繰り言をい う。同 病相憐れ むなどとは 全くほど 遠い、
複雑 極まるひ ねくれた 機構にな っている 。
さ きの紛争 では、ま さにこう いういび つな機構を 打破する ために
闘 ってきた のだった 。が、一向 にこの因 習が改ま らないば かりか、
いったん白日の下に晒されたばかりに 、よけいに理論武装がなされ 、
より陰湿で 緻密な秩 序が大手 を振って 歩き始め たのではな いかとさ
え思われる 。
「総務課 からまい りました 」
俊彦が 、見覚えのある教授の顔を演壇の下に見出してそういうと 、
「あ、 そう」とに べもない 。そうして 、傍の太 った赤 ら顔の記者 と
なにご とかを話し 始めた。
「おそ れいります が」
教授 は、資料の 図解のか 所を指 しながら、 機械の装 置の説明に 懸
命で、 俊彦の ことばには 耳を貸そ うともしな い。
「先 生、千人 をゆうに上 回りまし た。まだ、 二、三 十人いま すが、
五分 前には受 付を締め切 る予定で す」
河 田が、教 授に歩み寄 った。
「千 人を超え たか」
教 授はニヤ リと笑い 、満足気 に頷いた 。
「 準備完了 です」
「予定どお りにやっ てくれ」
河田は、 教授のこ とばを聞く と、傍に いる俊彦 には目も くれず、
顎を突き出 し、胸を 張って 、大股で教 室を出て いった。
「わが 国の明日の エネルギ ーの行方を 担うべく 使命をも って、最 先
端の領 域を切り拓 き、かつ 極めんとす るもの でありま す」
河田 の張りのあ る開会告 示に続いて 、主催者 代表で ある教授が 演
壇に立 った。フラ ッシュ が焚かれ 、カメラや テレビカ メラの列が 待
ち構え るなかで 、教授は 、こぼれ そうな笑み を満面に 浮かべ、 広い
会場 をひとわ たり見回す と、そう 口火をきっ た。
「天 然資源の 逼塞という 状況の中 にあって 、われわ れが果た すべき
課題 は、火急 かつ甚大な 意味をも つもので あります 」
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教授のいく分上気した声が、静かにはりつめた会場を流れていく 。
その自 分の声に勢 いづいた のか、両手 のこぶし を握り しめ、暑さ の
なかで キチンと着 込んだ背 広の胸の 造花を震 わせなが ら、一段と 声
を高め た。
「今回 の報告は 、斯界の 研究史上 に特筆すべ きことで あり、主催 者
側とい たしま しては、こ の上ない 喜びであり ます」
俊彦 も、報道 陣の中に 割り込ん で、教授の 正面から 、右から 、左
から 、さらに 会場の風景 も入れ斜 め後ろか ら、と次 々にフラ ッシュ
を焚 いた。そ の度に、演 壇の右 下に設け られた主催 者側席の 河田の
表情 も、フィ ルムに確 実に刻み つけられ ていく。
フ ァインダ ーの中の 河田の表 情は、た またま主催 者の役目 がめぐ
っ てきた大 学の一助 教授という より、こ の学界の 中核を支 える若手
研究者とし ての自負 を明らかに 見せ、フ ラッシュ を浴びる 度に、急
激にその存在感を増していくかに見える。教授のことばに合わせて 、
口元に自信 に満ちた 笑いを浮 かべると きの河田 は、俊彦の 手の及び
ようのな い、なに か異次の 世界へ移行 していく のではない かという
隔たりを さえ覚え させるの だった。
突然 、割れんばかりの拍手が会場を揺るがし 、その中を壇上から、
教授が 天を仰いだ 格好で下 りてきた 。頬や首 筋に流れ る汗を拭お う
ともせ ず、ゆっく りと下り てくる 。
河田 は、いち早 く自分の 席を立 ち、教授の 席の斜め 後ろに構え る
と、長 身の腰 を折って、 教授が戻 ってくるの を待って いる。
ミ ュージッ クが、バラ ード風の 曲から、女 性シン ガーのデ ュエッ
トに 変わった 。
和 子が曲に 合わせ鼻歌 を歌っ ている。 むげんだい は、五人 の学生
風の 客が出 ていった あとは、俊 彦のほか に、一組の アベック が声を
ひ そめて座 っている だけで変化 はない。
「遅いわね え、マス ター」
和子が指 を鳴らし ながらいっ た。
「この頃、 ずっと洋 子さん と一緒なん だから」
「じゃ、 和ちゃん が、むげ んだいの切 り盛りを やってるわ けだ」
「そう 」
和子は 、口を尖 らせクス ンと笑った 。
「あの 二人、どう なってん だろう。 マスター 、今日も 一時間とお 店
にいな かったのよ 。怪し いんだな あ、あの態 度」
「明石 がねえ」
「と 、思わな い。へんに でれでれ しちゃって さ。洋子 、洋子、 だも
んね 」
俊 彦は、あ の文系キャ ンパスで 別れて以来 、洋子 からなん の連絡
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もないの を怪訝に 思ってい た。
井熊の 話を聞く までは、 洋子は決し て不機嫌 ではなか った。そ れ
が、い まは思い詰 めた様子 で、毎日 明石と出 歩いてい るという。
俊彦 は、あの話 の中に洋 子の心を 閉ざさせ るなにか があったと し
ても、 俊彦自身 にかかわ ることだ とは思って いないが 、あれっき り
なんの 連絡も ないことが 、俊彦の 心を沈ませ ていた。
「二 人で、な にか調べも のでも始 めたの」
「聞 かないわ 。とにかく 、マスタ ーの車で あちこち 遠出をし てるみ
たい で、帰っ てくると、 毎晩ス ナックの はしごをす るのよ」
「和 ちゃんは 一緒じゃ ないの」
「マ スター 、とても 嬉しそうに はしゃい じゃってさ 。わたし の出る
幕 じゃない でしょ」
「わからな いな」
「男と女の こと、理 屈じゃな いわ」
和子が、 大人びた 口をきく。
「それに しても、 ねえ」
俊彦は、 わりき れない気 持だった。 上村たち を含めたこ のむげん
だいの 席で、洋子 は、自分 につき合っ てほしい 、とい ったのでは な
かった か。
「わか らないもの よ。どう してあ んな女にと 思うやつ に、わたし の
趣味の 男がくっ ついたり してさ」
「和ち ゃんら しくないな 」
「そ の顔で、 っていいた いんでし ょ」
「そ んなこと 、いってな いよ」
「顔 にちゃん と書いてあ る」
本 当に怒っ たのかと思 った和 子は、し ばらくする と、声を あげて
笑い だした 。鼻の頭 に皺を寄せ 、白い歯 を光らせな がら笑う 。
「 素敵だよ 」
「調子が悪 くなった もんだから 、お世辞 なの」
お世辞で はない。 整った顔立 ちに健康 そうな肌 。眺める と、いつ
も胸がすく のである 。それ なのに、そ れほど第 一印象をと らえる派
手さがな いのは、 質朴な山 国育ちのせ いであろ うか。傍に いても 異
性を感 じさせない 。知らぬ 間に横に立 っていて も驚いて 腰を浮か し
かける ということ のない、 どこの風景 にでも 、そのま まそっくり は
め込ん でしまえそ うな存在 だと思っ ている。
その 点、洋子と は全然違 う。
「こん なことだ と、この 店すぐに 潰れちゃう かもよ」
和子 は、おし ぼり用の タオルを 洗って器用 に丸める と、冷蔵庫 の
中に 並べてい く。
「奥 さんは、 なにもいわ ないのか な」
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「マスタ ーには虫 がつきっ こないって 、頭から 信じてる のね。い い
え、そ れほどの男 でもない って、信用 してない のかな 」
和子 は、冷蔵庫 から氷の かけらをと り出すと 、俊彦の コップに ひ
とつま み放り込ん だ。
「やっ ぱり、 噂の俊彦君 がきてる 」
明石 が戻って きた。小 さな土産 の包みをか かえてい る。遅れ て、
洋子 も入って きた。
「松 井さん」
洋 子の顔が 、いきなり 上気した 。
「遅い、遅い。マスターたち、今日はどこをほっつき歩いてきたの」
「 子供が生 意気いう んじゃない よ。大人 には大人 の都合っ てものが
あるのさ」
明石が 、小指の先にぶら下げた土産の包みを 、和子にさし出した 。
「これでも 、ちゃん と大人な んですか ら、お忘 れなく」
「うん 、これはまた 、なんて立派な大人だ。ついこの間じゃないか 、
オネショ が止まな いってお ふくろさん が嘆いて たのは」
「まあ 、失礼しち ゃう。も う、お店の こと、知 りませ んからね」
「そん なにむきに なるのが 子供の証 拠だ」
明石 は、いつに なく機嫌 がいい。 愛用のパ イプをと り出すと、 立
ってい る洋子を 促して、 カウンタ ーの椅子に 腰を下ろ した。
「和ち ゃん、 済まないけ どコーヒ ーを一杯く れないか 」
明石 は、頭 を斜めに傾 けて、マ ッチの火を パイプに 移してい る。
「ち ょうどよ いところだ った。松 井、今夜 はとにか く洋子を お前に
預け るよ」
「預 ける」
「理 由は本 人に聞い てみること だ」
俊 彦は、 明石の横 の洋子を見 やった。 洋子は、和 子がさし 出した
コップの水 を両手で ささえ、音 もたてず に一口 飲んだ。
「マスター 、えらく 気取って るけど、 本当のと ころ、洋子 さんにふ
られたんで しょ」
「こいつ 、まだ俺 をからか う」
明石の こぶしを 振り上げ るしぐさに 、和子が 舌を出して 逃げた。
洋子を 預ける。
俊彦 には、明石 のいうこ との意味が わからな い。な んのために 、
自分に 。
「いっ たい、明 石」
「和 ちゃん、 コーヒーは キャンセ ル。ビール をくれ。 この唐変 木に
少し 飲まして やれ」
「今 日は駄目 だ。これか ら句会だ から」
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「句会、 こんなと きに、ア ホくさいこ とぬかす な。句会 なんぞ、 い
つだっ ていけるじ ゃないか 」
俊彦 は、井熊の 茫洋とし た顔を思い 浮かべた 。そして 、Ｆビル の
五階に 集まる七、 八人の老 人たち を思った。
生き 様というも のを深く 考える場 所として は、この 上もない場 で
ある。 日常の 、まるでた わいもな い出来事が 、いった んこの老 人た
ちの手にかかると、あらゆる時空を包み込んでしまうほどの重さと、
一刷 毛の雲の 軽さにも似 たなにげ なさとを 併せもっ て、俊彦 の前に
現わ れる。俊 彦は、その 表現の 巧みさに 、何度胸を 突かれる 思いを
した か知れな い。
し かし、い ま、洋子 と句会と を天秤に かけた場合 、明らか に洋子
の 方に心が 傾いてい る。
「その句会 に、わた しも一緒で きないか しら」
「句会に、 それはち ょっと無 理だ。で も、今日 はひょっと したら出
られないか もしれな い、とい ってはい るけど」
嘘ではな かった。 前回のと き、井熊 には、学 内の行事が 入りそう
なので、 遅れるか 、もしか したら出席 できない かもしれ ないとい っ
てあっ た。その行 事が、学 長の都合で 一週間延 びたた め、今日は 昼
から休 暇をとって 、むげん だいを覗 いてみた のだった 。
二軒 目のスナッ クを出た 頃から 、ポツリポ ツリ降り 出して、い ま
はかな りの本 降りになっ ている。
俊彦 は、窓 ガラスを打 つ雨の音 を聞きなが ら、その 窓ガラス にも
たれ ている洋 子の、疲れ の浮いて 蒼ざめた 頬を見や った。
電車は、隣県の県庁所在地であるＫ市を過ぎたばかりだ。時計は、
午前 一時をは るかにま わった。 Ｍ病裁判 闘争でかつ て幾度も 訪れた
Ｍ市 まで、 あと二時 間というと ころか。
Ｈ 駅午後 十一時五 十九分発の 特急に乗 ったのは、 以前、大 学から
市内のメイ ンストリ ートをデモ して、解 散後に 屋台で飲み 、その足
で最終電車 に乗った ことがあ るからだ った。今 度もその最 終電車を
選んだ。洋 子のため に、二 十年前のコ ースをも う一度たど ってみよ
うという のである 。
あれか らむげん だいを出 て、近くの スナック に入った。 お互い黙
ったま ま、水割り を飲んだ 。
一軒 目のスナッ クを出る とき、洋子 は、俊彦 の肩に そっと寄り 添
ってき た。なにか 、妙に 軽い羽毛 にも似たた よりなさ だった。二 人
は、な にもいわ ずにその まま歩い て、地下に ある二軒 目のスナ ック
に入 った。
カウ ンター の隅に並ん で座った 洋子の目に 、俊彦は 、うっす ら光
るも のを見た 。その洋子 の指に静 かに指を 重ねると 、洋子は 、全身
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の重みを 俊彦の胸 に預けて きた。
「眠っ た」
俊彦 は、窓ガラ スにもた れたまま の洋子に いった。 電車の座席 に
腰を下 ろしてか ら、洋子 はことば を発するこ とをやめ てしまった 。
俊彦は 、隣の 席にあって 、シート に浅く腰を 落として いる。
電車 の震動で 、ときお りズボン の生地を通 して洋子 の体温が 伝わ
って くる。そ れが、冷や りとする ほど冷た い。
「眠 れないの 。どこかに 、ずん ずん落ち 込んでいく みたいで 」
洋 子は、窓 ガラスに頬 をもたせ たまま 、振り向か ずにいっ た。俊
彦に は、二 軒のスナ ックで飲ん だアルコ ールの酔い が、まだ 残って
い る。
「足元をさ さえるも のがなんに もなくて 、どこま でも落ち 込んでい
くの」
「疲れてる んだ」
「そうか もしれな い」
洋子の声 は、窓 を打つ雨 の音にかき 消される 。その窓の 外を、街
の淡い 光が引き摺 られなが ら流れてい く。
車内 には、二人 の初老の 客がいるだ けである 。彼ら は、俊彦た ち
とは離 れた最前部 の座席に 体を埋 め、目を閉 じている 。
ふと 俊彦は、洋 子の体が 小さく 震えている のを感じ て、思わず そ
の肩を抱きとめようとした。が、洋子は 、俊彦の手をそっと払った。
「わ たしね、 わたし、人 を殺した のよ」
俊 彦は、耳 を疑った。
「二 人も、よ 」
「二 人って」
「あ の人と 、わたし たちの子供 と」
洋 子の声 は、涙声 である。
「岡藤は自 殺した」
「いいえ、 わたしが 殺したの 」
「岡藤は、 Ｔホテル で、あ の朝」
「そう、 あれは間 違いなく 自殺よ。で も、あの 人を殺した のはわ た
しだわ 」
「君が 、どうして 」
「あの 人の生きる 力を奪っ たのは、 わたしだ わ。わた しがいなけ れ
ば、あ の人は死ぬ ことは なかった 」
洋子 は、背を向 けたまま 、声を 殺してしゃ くりあげ 始めた。
「あ の人、わ たしにいっ たのよ。 産むなって 。わたし 、卑怯だ って
怒鳴 ったの。 あなたに、 なんの殺 す権利が あるのか って。あ なたは
矛盾 してるっ て。基地撤 去闘争が なによ。 Ｍ病公害 闘争がな によ。
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あなたの いってる ことは嘘 っぱちじゃ ない。と んでもな いペテン 師
よ。自 分の子を殺 そうとし て、なにを 裁こうっ てのっ て」
「そん なことぐら いで岡藤 が」
「あの 人の家、お 金もちで しょ。 だから、お 金もちっ て、やっぱ り
信用で きないの ねって。 わたしが 足手まとい になるの ね。きっと そ
うよ、 あなた も作家のＭ と一緒よ 。傲慢で、 一人よが りで、潔 癖屋
で、 あなたも Ｍも、なに をいって るのかちっ ともわ からない って。
そう いったの 。それが、 あの人に どれだけ 堪えたの か」
「岡 藤は永く ない命だっ た」
「だ から、あ の人は生 きたかっ た。誰よ りも、人一 倍生きた かった
筈よ 。あん なに、生 きることに 激しい気 持ちをもっ ていた人 が」
「 二人とも 、どうし てそんなに 子供のこ とにこだ わったの 」
俊彦は、 そういい ながら、こ れほど洋 子を刺すこ とばは ないので
はないか、 と思った 。
「あの人が 、あの人 が、遠く ない日に いなくな るとわかっ ていたか
らよ」
洋子は、 岡藤が 、自分の 命がいくら もないこ とから、俺 みたいな
やつは 俺一人だけ でたくさ んだ、とい って譲ら なかっ たのだと、 唇
を噛み しめながら 、悔しそ うにいっ た。
洋子 は、泣くだ け泣くと 、ゆっく り俊彦の 方を向い た。
「あな たがいっ たことば 、覚えて る」
「僕が 」
「あ の最初の 晩、わたし の手を握 って」
俊 彦には、 あの晩の記 憶が欠落 している。 その糸 口さえつ かめな
いで いる。
「あ なただけ だった。 君は、死 ぬために きたんじゃ ないかっ て。で
もわ たし、 あなたに 怒鳴り返し た。バカ にしないで 。みそこ なわな
い でって」
「そうだっ たな」
「嬉しかっ た。わた しの気持 、あなた だけがわ かってくれ たんだっ
て。もしあ なたがい なかっ たら、わた し、二人 が眠ってい るこの街
で」
「この 街で」
「今日 も、昨日も 、その前 の日も、三 人の思 い出の場 所を葬って き
たの。 もう、再び 訪れるこ とはない つもりで 」
「まさ か」
「いい え、東京 に帰るわ 。あの人 のために、 生きられ るだけ生 きて
みる 。二度と 、もう変な 気持は起 こさない。 わたし、 あの人の 声を
はっ きりと聞 いたの。あ の文系キ ャンパス の噴水の ところで 。井熊
さんのことば、あれは間違いなくあの人の声だった。あの人の声は 、
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わたしを責めるものだった 。あの人の声が、わたしを奮いたたせた 」
俊彦の 胸に、俯 いたまま 死んでいた 岡藤の姿 が、あり ありと蘇 っ
てきた 。
岡藤 は清冽な秋 の朝の日 差しが斬 り込んで くる部屋 で、鮮やか な
血の色 をまとっ たまま息 絶えてい た。その姿 が、激し く炎え上が る
強い意 志の色 を、そのま ま氷の中 に、ふいに 封じ込め てしまっ たと
でも いうべき 冷たい熾烈 な激情の 色のままに 、立ち 上がって きた。
「わ たし、自 分ではもっ と強い人 間だと思 っていた 。十分自 由に生
きて ると思っ ていた」
「仕 事がうま くいかな くなった とか」
「そ の逆よ 。テレビ の短時間も のにもと きどき声が かかるよ うにな
っ たし、連 続ものに も手をつけ るように なった。 恐いくら い、同期
生の誰より も順調に いってたわ 」
「恐いくら い、なに もかも」
「そう、な にもかも 忘れよう と必死だ った。誰 にも負けな いよう、
強くなろ うとした 。自分で も小憎らし く思える ほど、強情 だった。
その 、前の方ばかりしか向いてなかった目が 、ふと後ろを見たの。
そうし たら、後ろ がない。 誰もいない 。わたし の後ろ が、かき消 さ
れたみ たいにぷっ つり途絶 えてるの 。暗がり なの。真 逆さまに引 き
摺り込 まれてしま いそうな 」
洋子 が、突然俊 彦の胸の 中に転 がり込んで きた。そ の冷たい洋 子
の肩が 、俊彦 の胸を痛い ほどに押 し上げてく る。
俊彦 は、開 かれた地の 割れ目に 舞い落ちか けた蜉蝣 が、懸命 に羽
を震 わせ、空 中を目指し 、幾度も 浮揚しよ うともが いている のかも
しれ ないと思 った。
掛 時計を見 やった。 五時の退 庁時間ま で、あとい くらもな い。
昼 過ぎに 予期しな かった調査 の依頼を 受け、殆ど 時間の経 つのも
わからない ほど、こ れに没頭し ている。 それも 、明日が締 め切りと
いう。いま の大学に 、こんな 急を要す る仕事が あろうとも 思えない
のだが、と きどき同 様の依 頼が舞い込 んでくる 。
俊彦は 、資料の綴りをひっぱり出し 、ぶ厚い調査表に大学の沿革 、
過去五 年間の学生 数の推移 、留学生の 国別受け 入れ数な どという 項
目を、 一つずつ埋 めていく 。この分で いけば 、四、五 時間の残業 は
覚悟し なければな らない。
「進み 具合はどう だ」
佐川 が、しきり に時間を 気にし ている。俊 彦が、調 査表の合間 を
み て 、「 近 世 貨 幣 の 展 観 」 と 題 し た 展 示物 の 写 真 を 図 書 館 に 撮 り に
いっ た間に、 課長たちと 麻雀の約 束をして しまった らしい。
つ い先ほど まで、今日 は借りを 返させてい ただき ます、な どとひ
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としきり麻雀談義をやって 、先発隊で五時に出ることにしましょう 、
といっ て切り上げ たのだっ た。
「残業 をするとき は、係全 員でやろ うじゃな いか」
俊彦 の仕事がい つまでも 止みそう にないの を、佐川 はいまいま し
そうに 睨みなが らいった 。こんな とき、自分 に対する 当てつけみ た
いにし やがっ て、と佐川 の胸の内 が煮えくり 返ってい るのが、 俊彦
には わかる。
し かし、調 査表は明日 までに仕 上げなけれ ばならな い。中 途で切
り上 げて明日 にまわして しまっ たら、明 日は明日で どんな仕 事がと
び込 みで入る かわから ないし、 期限には ただでさえ うるさい 佐川の
こと だから 、どんな 嫌味を並べ たてるか わかったも のではな い。
残 業は係全 員で、 というのは 佐川一流 のやり方で 、自分の いない
ときに係員 だけが残 るというの は、補佐 や課長た ちに対す る心証が
悪いという 理由によ る。また 、その裏 もいえる ことで、い つもたい
した用事も ないのに 残ってい る佐川で あるが、 その自分に 係員も従
え、とい うことに なる。
「松井君 」
佐川は 、奥の席 から様子 を窺ってい る課長の 視線に、 とうとう し
びれを 切らしたと みえて、 俊彦の後 ろにまわ り込んで きた。
「協調 ということ が一番だ 。君が いくら一人 で頑張っ たって、評 価
は上が らないん だよ。目 の前のも のを、がむ しゃらに 片付ければ い
いというものではない。仕事というものは、よく考えてやるものだ 」
矛 盾 し て い る 、 と 俊彦 は ム ッ と し た 。 い つ か は 、「 理 屈 な ん か 二
の次 だ。まず 、目の前の 単純なや つを先に 片付ける 。あとは 、自分
のア イデアで 仕事をつく り出す 。要は、 なにをつく り出すこ とがで
きる かだ。そ して、そ いつをど うやって 人に納得さ せるか。 ここだ
よポ イント は。なに しろ、人並 みのこと をしてたん じゃ、浮 かびよ
う がないか らな。競 争だよ、こ の世界は 」と、長 々と訓戒 を垂れて
くれたばか りである 。
「その、目 の前のも のを片付 けてるん です」
そういお うとして 、俊彦は やめた。 どれが目 の前の単純 作業で、
どれが自 分のアイ デア作品 なのかなど と、いち いち気にし ていた ん
では、 係は動いて いかない 。第一、佐 川ほどの 暇はもて 余してい な
い、と 俊彦は考え る。
考え ろ、と佐川 はことあ るごとにい う。それ ならと 、俊彦の考 え
をいう と、君のは 駄目だ 、どうし てそう要領 の悪い方 ばかりにい く
んだ、 と佐川は たちどこ ろに不快 な顔をする 。
「論 理だよ、 論理。論理 さえ間違 わねば、な んとかな る。規程 に定
めら れた以外 の責任は負 わない。 これが、 われわれ の持つべ き理念
だ」
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佐川の結 論は、 いつもこ ういう具合 に落ち着 き、決まっ て、君は
紛争の 生き残りだ からねえ 、とつけ加 える。
「佐川 君、無理な んじゃな いか、今 日は」
首筋 を叩きなが ら、課長 がやって きた。
「いえ 、大丈夫 です。た いしたこ とじゃあり ません。 たいしたこ と
のない 調査で すから、も ういつで も提出でき ます」
佐川 が、むき になって 弁解した 。
「も う帰るの 」
マ マが、怪 訝そうにい った。
「少 し疲れ てるんで す」
俊 彦は、最 後の一 杯を盃に注 ぎながら 、腰を浮か しかけた 。
「残業だったんでしょ。こんなときは、体を温めて早く寝むことよ」
「そうじゃ ないんで す」
俊彦は、 洋子のこ とを考えて いる。 洋子が帰 って、一か 月余りが
過ぎてい る。それ 以来、な んの連絡も ない。
洋子は、 Ｍ市を 訪ねた次 の日の朝、 早い新幹 線でひっそ りと帰っ
てしま った。明石 も、まだ 眠っていた 時間だっ たとい う。明石の 妻
が驚い てひき止め ると、小 さく微笑 んで朝靄 の中に出 ていったと 聞
いてい る。
俊彦 の胸には、 あの冷い やりす る洋子の、 肩のあた りの感触が 、
まだ鮮 明に残 っている。 蜉蝣色の 羽を震わせ ながら、 これ以上 震え
ると 壊れてし まうのでは ないかと 思われるほ ど、動 悸を激し く打た
せて いた。
俊 彦は、洋 子の肩を抱 いたまま 、未明の Ｍ駅に降 りた。微 かに見
覚え のある駅 前の風景 の中に立 ちながら 、俊彦はそ れ以上歩 を進め
るこ とがで きなかっ た。
洋 子も、 俊彦の胸 の中で、も う一言も ことばを発 しなかっ た。
二人とも 、町中に踏み込むことが、どういうことを意味するのか 、
わかってい た。
岡藤、河 田、上村 らととも に、いや 、Ｍ病の 被害者たち とともに
歩いた町 。春の日 や炎天の 下。車椅子 に乗り、 あるいは他 の者の 背
に負わ れたＭ病の 患者たち は、われわ れの激し いシュプ レヒコー ル
の中に あって、信 じられな いほど明る いのだ った。
「いい 人でもでき たの」
「え、 なにか」
「当た ったでし ょ。だっ て、話し かけても返 事もしな いのよ」
「話 しかけた 、ママさん が」
俊彦 は、驚 いてママの 顔を見上 げた。
「そ うよ、ぼ んやり考え 込んでる 」
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俊彦は 、自分でもはっきりしなかったぼんやりした思考の核心を 、
ママが いい当てて くれたの ではないか と、弾か れる思 いだった。
俊彦 は、二階へ の階段を 駆け上が った。俊 彦の部屋 は、一番奥 の
西の端 にある。
一階 からは、 賑やかな ステレオ の音が響い てくる。 いつもこの ア
パー トの住人 や、どうか すると南 向こうの住 宅から も文句を いわれ
てい る、二人 連れの学生 の部屋か ら響いて くるらし い。夜の 十一時
など といって も、彼らに とって は、ほん の宵の口で しかない のであ
ろう 。
勢 いよく、 風呂の湯 を流す音 もする。 出るぞお、 という男 の太い
声 に混じっ て、甲高 い子供のは しゃぐ声 が聞こえ る。
俊彦は、 アルミの ドアを引い て部屋に すべり込む と、壁 のスイッ
チを押した 。耳の奥 にはママ のことば の余韻が 残っていて 、ひとり
でに心が浮 きたって くる。背 伸びをし 、口笛を 吹きながら 、俊彦は
状受けか ら夕刊を 抜きとっ た。
そのとき 、スッ と足元に 落ちたもの がある。 薄い、白い 封筒だっ
た。中 村洋子、と ある。
俊彦 は、夕刊を 傍の机の 上に放り上 げると、 急いで 封を切った 。
〈黙っ たままで帰 京したこ と、申 し訳なく思 っていま す。あなた に
声をか けると、 いつまで も去り難 い気がして ならなか ったからな の
です。
自分のアパートに帰ると、次から次に仕事の話が舞い込んできて 、
最初はなにをどう始めてよいか、悲しいくらい迷ってしまいました 。
だっ て、わた し自身の気 持の整 理もつか ないところ に、お構 いなし
なん ですもの 。
で もわたし は、やら なければ ならない と思ってい ます。
あ の文系 キャンパ スで聞いた あの人の 声に、叱ら れるので す。俺
のために生 きてくれ 、とあの人 の声はい ってい るのです。 君が死ぬ
ときは俺が 本当に死 ぬときだ って、そ ういうの です。
わたし、 決して貞 淑な女で はありま せん。だ けど、あの 人のこと
だけは、 わたしの 心から一 生消え去る ことはな いと思って います 。
わたし がつまずい たり、泣 いたり、わ めいたり しても、 あの人は き
っと許 してくれる 、と信じ ています。 なぜな ら、あの 人は、あの 人
のすべ てをわたし に残した まま、あ の人のす べてをわ たしに賭け た
からこ そ、逝って しまっ たのです から。
あなたの親切、感謝しております。もし 、あなたがいなかったら、
わた し、ため らわずに自 分を捨て ていたでし ょう。本 当に、あ んな
エアポケットのなかで、よくわたしを救い出してくださった。いえ 、
あの 人を救け 出してくだ さった、 とそう感 謝してお ります。
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わたしは 、わが ままな女 です。自分 で自分が 情けないほ どです。
でも、 これだけは 信じても らいたいの です。わ たしは 、決してあ な
たに嘘 をついたの ではあり ません。 どうか。 やっぱり 、わたしの わ
がまま でしょうか 。
明石 さんや上村 さんにも 、迷惑を かけまし た。申し 訳のことば も
ありま せん。
河田 さんには 、わたし という女 の浅はかな 胸の内が 見えてい たの
でし ょう。む げんだいで のあのと き、二十 年前に二 人の関係 を詰ら
れた ときと同 じに、足が 竦む思 いがしま した。社革 のことを 一番真
剣に 思ってい たのは、 やっぱり 河田さん です。わた したちが 葬り去
った 筈の社 革が、河 田さんの胸 の内にい まも確かに 生き続け ている
の を知った とき、わ たしはこと ばを失っ てしまい ました。
最後に、 もう一つ だけ、信じ てもらい たいことが ありま す。この
社革のこと を、わた しが作品 や記事の 材料にし たりするこ とは決し
てありませ ん。そん な資格も ないと思 っていま す〉
俊彦は、 読み終え ると、そ の手紙を ビリビリ と裂いて、 夕刊の上
にこぼし た。そし て、畳に ひっくり返 ると、静 かに目を 閉じた。
（了 ）
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