タイム ・スクリー ン
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信

二

僕の 名前は、 Ｙという 。
実に ありふれ た名前で あるから 名乗るほど のことは ないが、 他の
人物 や、他の ものと区別 する必要 はあろう と思われ るので、 プログ
ラム で使用し ている頭文 字だけ でも紹介 しておこう 。
ところで、なぜＹと呼ぶのかというと、吉田だとか、山下だとか、
ＹＡ Ｎだと かに特定 する必要が ないとい う理由から 、とりあ えずＹ
と いう記号 を使うと いうに過ぎ ない。
ついでに 、プログ ラムでは、 僕が勤め る事務機販 売会社 の支店の
名称がＦ、 中古のジ ープがＴ 、五年三 月住んで いる一Ｋの アパート
がＨとなっ ている。 しかし、 Ｆも、Ｔ も、Ｈも 、特にプロ グラム名
にこだわ る必要な どないの で、できる だけ通常 の固有名詞 で呼ぶこ
とにする 。
戸外 は、だんだ ん秋の気 配に満ちて きた。
街路 樹の欅並木 の葉が、 真上から の陽射し に葉脈を 染め、残り 日
を惜し むかのご とくにし なをつく り始めた。 特に厳し い暑さだっ た
この夏 の、こ ってりした 空気の層 も、こころ もち薄く なってき た。
その せいか、 アパートの すぐ裏手 で一月ぐら い前に 着工され た架橋
工事 の音が、 日に日に鋭 さを増し てきた。
窓 の外をぼ んやり眺め て過ごす 日が、こ れで七日 になる。 昼過ぎ
に目 覚め、そ れからゆ っくりと ドアに宙 吊りになっ ている新 聞を広
げ、 ひとと おり目を 通す。これ はなにも 自分の興味 を満たす もので
は ないが、 二十年来 の日課にな っている ので、殆 どの場合 、字面だ
けを追い、 後ろの机 の下に積み 重ねてお く。そ れが済むと 、コンビ
ニエンスス トアの袋 からカッ プ麺を取 り出し、 湯を注ぐ。
支店には 、長期休 暇を電話 で願い出 た。
電話口 の支店長 は、これ から年末を 控え、一 番忙しいと きじゃな
いか、 と怒気を露 に詰り始 めたが、僕 が軽い 吐血をし たというと 、
ことば に詰まって しまった 。その隙 に電話を 切った。
入社 以来五年半 、殆ど休 日返上で 働いてき た。
支店 長も、この 時期に、 忠実な 部下であっ た僕が長 期休暇をと る
など とは予想 もしないこ とであっ たらしく、 その狼狽 ぶりはお かし
さを 通り越し 、気の毒な ほどだっ た。
し かし、僕 は、三か月 あるいは 四か月、も しかす ると半年 も一年
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も出社し ない覚悟 だった。
もう一 息で完成 しそうな プログラム 、
「タイム・スクリーン」の仕
上げの ため、僕に は、三か 月あるい は半年な りの時間 がどうして も
必要な のだ。
僕はこれまで、プログラミング専門の学校に通ったこともないし 、
手ほど きさえ 受けていな い。唯一 知り得た知 識といえ ば、今の 事務
機販 売会社に 入ってから 、事業所 や研究室に 機器を 納品する 際、仕
様書 やカタロ グや説明書 を丹念に 読むこと で、コン ピュータ の仕組
みを 初歩的に 知り得たに 過ぎな い。
し かし、僕 は殆ど直感 的に、そ のＹＥ Ｓあるいは ＮＯとい う単純
な指 示を与 え、それ を突き詰め ていくと き、この時 間という ものを
視 覚化し、 前後左右 に、縦横無 尽に、そ れを操れ るのでは ないか、
という確信 をもつに 至った。
つまり、 簡単にい えば、ビデ オテープ を操作す ることに より、時
間、空間を 思いのま まに映し 出すこと ができる 、というこ とを思い
起こして もらえば いい。
タイム・ スクリ ーンが完 成すれば、 ムー大陸 が海中に没 する瞬間
や、恐 竜類が絶滅 するとき の様子、ワ ーテルロ ーの戦 いに破れ、 落
ちてい くナポレオ ンの表情 （特に、 顔の皺の アップの 様子など） ま
で、リ アルにスク リーンに 再現す ることがで きる筈だ 。
いや 、僕が本当 に目論ん でいる のはそれだ けではな い。わが惑 星
系が、 巨星と なった太陽 に呑まれ てしまう様 や、太陽 が超新星 とな
って爆発する瞬間、いやいや、宇宙誕生のビッグバンの瞬間でさえ、
スク リーンに 映し出そう とするの だ。
Ｙ ＥＳとＮ Ｏの組み合 わせ。こ の単純極 まる指示 を積み上 げるこ
とに よって、 無限の命 題を、望 みのまま に処理する ことがで きる。
例 えば 、
「富 士 山 は 穂 高 よ り 高 い 」
〈ＹＥＳ〉であり、
「富 士 山 は マ
ッキンレーより高い」〈ＮＯ〉である。
この延長 線上に、 タイム・ス クリーン はある。
常識と常 識との組 み合わせか ら成るプ ログラム に、ナポ レオンの
ＩＤや、徳 川家康の ＩＤを 忠実に入力 すること により、ナ ポレオン
も、徳川 家康も、 時間のな かに立ち上 がり、姿 を現す。
考え方 は、シン プルこの 上もない。
僕が、 過ぎって いった彼 らのＩＤと いうもの に着目し たのは、 支
店の二 軒隣にある 、それこ そ客の入 っている ところな ど見たこと が
ない古 本屋に、コ ピーの 新機種の 納入にいっ たからで ある。
僕は 、亭主が指 に唾をつ け札束 を数えてい る間に、 目の高さに あ
る薄 い黄ばん だ本を棚か ら抜いた 。黄ばんだ 本の表紙 をめくっ てみ
ると 、前文な どはなく、 いきなり 二十桁の アルファ ベットと 数字か
らな る記号と 物の名や人 名だけが 書かれ、 公式や簡 単な注釈 だけが
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並んでい た。
薄気味 の悪い本 だと、棚 に戻そうと している のを札束 の隙間か ら
目ざと く見つけた 亭主が、 ニヤリと 笑った。
「そい つは、精神 病院で死 んだＵ という物理 学者の卵 のガリ版刷 り
でな、 こいつを 学会に発 表したと ころ、世界 中の笑い ものになっ た
という 。気に 入ったらも っていき な」
元の 位置に戻 したばか りの本を 、僕はなぜ かもう一 度取り出 し、
亭主 の疑い深 そうな目が 粘りつい てくるの を意識し ながら店 を出た
のだ った。
も っとも、 この本は、 一年近く 僕の部 屋のソファ ーの上で 眠って
おり 、僕自 身その存 在さえ忘れ かけてい たのだった が、ひど く酔っ
た 晩、壁に 張り付い た蜘蛛を追 い払おう と、手近 にあった 本で打っ
たのだが、 酔ったは ずみで手元 が狂い、 勢いよく 投げ出し てしまっ
たため、本 の中身が 壁に飛び 散り、バ ラバラに なってしま った。
裂けたペ ージやイ ンクの染み たペー ジなども あり、丸め て屑籠に
入れよう としたが 、
「ムー大陸のＩＤを読み出す方法 」という一行に
目が止まり、眺めているうちに 、これは 、
「過ぎ去った未来 、いつで
も出会 える過去へ の誘い」 とでも銘打 つべき内 容の本 であること が
わかっ た。
全体 で百ページ にも満た ない、そ れもとこ ろどころ ページが欠 落
してお り、素人 向きの内 容ではな いから、い くつもの 公式の並ん だ
部分の 、それ こそ一パー セントで さえ理解で きないの ではない かと
思わ れたが、 公式に導か れ例示さ れている物 の名や 人名には 、多少
馴染 みがあっ た。
さ らに、太 字で記され た「ここ に至って は、創造 主のＩＤ さえ導
き出 すことも 可能であ るが、こ れを実現 ならしめた とき、大 いなる
罪に値するに相違ないことを、一科学者として認知せざるを得ない。
一 九八×年 、Ｕ」と いうくだり もある。
つけ加え るならば 、Ｕが出入 りした、 我が国で も有数の 大学とい
われる数校の大学教授に見せたところ 、一様に返ってきたことばは 、
「くだらん ね。古い ゲーム のソフトか い。付き 合ってられ ないよ」
というも のばかり だった。
たてつ けのよく ない網戸 を開いて、 昨夜から 干したま まの下着 を
取り込 む。下着と いっても 、持って いるのは 数枚きり でしかない 。
この 街に住んで 、五年と 三月にな る。最初 の三月は 会社の独身 寮
に入っ ていたが 、共同生 活だと、 どうしても プライベ ートな時 間が
削ら れてしま うので、支 店から車 で三十分の アパート に、すぐ に引
っ越 した。
六 畳と台所 だけの、こ のアパー トの五階に 移って きたとき 、荷物
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といえば 布団袋と 本箱だけ で、建て付 けの悪い 窓から台 所へと乾 い
た秋風 が吹き抜け ていく度 に、僕は清 涼飲料を 一気に 飲み乾した 、
とでも いうべき快 哉を覚え たものだ った。
やっ と僕は一人 になれた 。予定し たとおり の一人き りの生活を 、
とうと う手に入 れた。
そのとき三十七歳の僕は、半年前に某官庁の課長補佐の職を辞し 、
妻と 二人の娘 たちとの間 で離婚が 成立したば かりだ った。
僕は、
幾 多の地方 自治体を指 揮する中 央官庁の直 接責任者 として 、
同輩 たちの先 頭をきって 走って いた。誰 もから、エ リートと 目され
る集 団の先頭 をきって 。
そ う、あの 日まで。 いや、あ の時間ま で、といっ た方が適 切かも
知 れない。
僕は、同 期の誰よ りも頭が切 れると思 っていたし 、群が ってくる
部下や管下 の自治体 の代表も 、僕を避 けては道 路一本つく れないの
だった。
僕はその 日、僕の 地元で行 われた県 の植樹祭 に出席して いた。出
席者は、 知事を始 め地元選 出代議士、 地元経済 界の主だ っためん め
ん、と いったとこ ろだった 。
僕は 先頭の代議 士に続き 、あらかじ めその場 所に適 するよう十 分
吟味さ れたであろ う梅の苗 のもと に、リボン のゆわえ られた真新 し
いスコ ップを抱 え、近付 いたのだ った。
僕は 、盛り土 の一掬い を苗にか け、二掬い 目に移ろ うとして、 何
気な く傍で苗 木を支えて いる男の 顔を見た。 そして 、男の首 にかけ
られ た赤いタ オルを見た 。
その瞬間、足元に電気が走った。いや、頭の血が一挙に流れ下り、
僕と 会場全体 の間に、 なんとも いえない 奇妙な隙間 ができた 。
僕 は、しば らく忘我 の態（傍 目には、 相変わらず 傲岸とも みえる
立 ち居で、 スコップ をふるって いたに違 いない） で、いま にも崩れ
落ちてしまうのではないかと思える自分を、かろうじて支えていた 。
口がひり ついて、 唾を飲み込 もうとす るのだが 、肝腎の 唾が湧い
てこない。 あわてて 目をし ばたたいた 。目を何 度、その男 から逸ら
そうとし たことか 。
僕（Ｙ ）が、ぼ く（Ｙで はない）自 身を間近 に見下ろ している の
だった 。スコップをふるっている僕が 、手でスコップの跡をならし 、
枝の向 きをしきり に気に している ぼくの、皺 の刻まれ た横顔を一 メ
ートル 弱の距離 で見詰め ている。
この 日のた めに、ぼく （Ｙでは ない）は、 丹精を込 め育てて きた
見本 林の紅梅 を、半日が かりで掘 り上げ、 若い部下 と一緒に 現場に
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運んだの だった。
ぼくは 、あと半 年で定年 を迎えよう としてい る大学の 林業手で 、
教官や 学生たちの 研究や授 業のアシ スタント を務めて 四十年、く る
日もく る日も見本 林の一本 一本の 木肌に触れ てきた。
そん なぼくに、 ふって湧 いたとし かいいよ うのない 話がきた。 県
政施行 百三十 周年記念式 典に、県 の木である 梅を植樹 するとい う。
人選 がどこで どうなされ たのか知 らないが、 数ある 造園業者 にでは
なく 、見本林 二十ヘクタ ールを預 かって四 十年とい うぼくに 、紅白
梅十 二本を厳 重に選定し 、準備 するよう にと、学長 直々の命 が下っ
た。
植 樹祭当日 の次第な ど殆ど教 えられな いまま、樹 種の選定 に当た
り 、一か月 近くかけ て十二本を 選び、念 入りに手 入れを施 し、掘り
起こし作業 に半日を 要して、運 び込んだ 。
式典の進 行を見な がらぼくは 、会場の 控えのテ ントの中 で普段の
作業着のま ま待機し ていたの だったが 、植樹の 直前に、突 然梅の枝
を支える よう命じ られ、主 催者側の県 のカラー である赤い タオルを
首にかけ 歩み出た 。
もちろ ん、報道 各社のカ メラのレン ズは鍬を ふるう代 議士や、 県
知事や 、中央官庁 の役人の 顔をアッ プで映す のである から、ぼく の
指一本 表に出るこ とはない 。
ぼく は上手の方 の苗の枝 を支え ながら、鍬 をふるう 、まだ四十 前
と思わ れる傲 岸そうな男 の表情を それとなく 窺った。
その瞬間、立ちくらみに似た悪心に襲われ、あわてて目を落とし 、
枝につかまった。いや、つかまる思いでやっと中腰の自分を支えた 。
な にがこう させるのか 、わから なかった 。緊張の あまり、 持病の
高血圧が出たのかと思った。疲れたり、風邪をこじらせたりすると、
よく 出る症 状であっ た。
し かし、 なにかが 違った。
自分が自 分を操れ ない領域に 踏み込ん だのだ、 という思 いがあっ
た。今、最 も晴れが ましい舞 台に立っ ている筈 であるのに 、自分が
ひどく頼り ない。
冷たくぬめりのある脂汗が 、脇の下からどっと吹き上がってきた 。
僕（Ｙ ）は、幼 いとき、 夢でこの光 景を何度 かみたこ とがある 。
脈絡 もない夢の 最後に、 植樹祭の場 面がよく 出てき た。なんの 変
哲もな い夢である が、起 きたとき 、決まって 寝汗にま みれていた 。
多分 、八、九歳 の頃、九 度の熱 で寝込んで いたとき にみた夢だ ろ
う。 僕は、小 学校を終え る頃まで 、決まって 季節の変 わり目毎 に高
熱を 出し、激 しく咳込み 、痙攣を 起こした 。
目 覚めた後 、肩口が抜 け落ち、 平衡感覚を 失った のではな いかと
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いう悪寒 とだるさ があった 。
夢は、 いつも、 色とりど りの家々の 立ち並ぶ 街並みで 始まった 。
Ｓと 呼ばれる僕 は自由に 空を飛んで おり、あ たりには 、軽やか な
メロデ ィが流れ、 街を渡る 風は花 の匂いに満 ちていた 。父も母も 、
兄妹も 、数えき れないほ ど多くの 友達もいて 、僕のい く先々で歓 声
があが った。
僕の 順番がき た。
僕 は、Ｓと いう名前を 捨て、一 人荒野に出 るのだ。
見 わたすか ぎり砂だけ がうねり 続く中を 、幾日も 、幾日も 歩かね
ばな らない。 灼熱の太 陽の下、 光を遮る ものもなく 、口にす る水の
一滴 もない 中を一人 歩く。
歩 かねばな らない 。
そうする ことは、 必要なこと だと十分 知っており 、父や 母や兄妹
たちから、 きちんと 努めを果 たしてく るよう励 まされ、素 直で気だ
ての良いＳ のことだ 、きっと 大丈夫だ から、と 笑顔で送り 出された
のだった 。
街を離れ 、十日 十晩とい うもの、飲 まず食わ ずで荒野を 歩き、目
印の一 本の植物が 準備され た場所にま でたどり つかね ばならない 。
植物 の傍には、 長い髭を 生やした仙 人みたい な老人 がいて、植 物
を植え るためのス コップを 用意し て待ってい る。
昼間 の熱と、夜 間の凍え るほど の寒さの中 、息絶え 絶えの態で 老
人の前 にたど りつくと、 教えられ るとおりに 、残され た全ての 力を
振り 絞り、植 物を穴に落 とし込ま せ、老人が 差し出 す白い液 体を受
け取 り、植物 の根本に微 かな潤い を与えて やる。
夢 は、いつ のときも、 ほぼこん なストー リーで進 み、最後 の植樹
の場 面で終わ った。
こ の夢を 、最近ま たよくみる のである 。
明け方近 くのまど ろみの中、 夢は現れ 、消える のだった が、離婚
前半年ほど というも の、週に 一度のペ ースにな った。
夢にうな されてい る自分の 声に驚い て目覚め ると、決ま って強く
勃起した ペニスを 、手で慰 めねばなら なかった 。妻とは事 実上の 別
居状態 にあり、性 生活が全 くなくなっ たためか と、ぼん やりした 頭
の中で そんなこと を反芻し ながら、迫 ってく る出勤時 間に間に合 わ
せるた め、簡単に ことを済 ませた。
それ が、三日に 一度の頻 度になっ た。明け 方に夢は やってくる と
はいえ 、睡眠時 間がそが れること に違いはな かった。
実際 の植樹祭 に臨んだ 朝も、夢 をみた。自 分の植え る梅の苗を 支
える 男の輪郭 までが、夢 の中に現 れた。し かし、梅 の枝を支 える初
老の 男の顔は のっぺらぼ うだった 。のっぺ らぼうと いうより 、男の
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体全体が 透けてい た。
なんと もいいが たい胸苦 しさがあっ た。
疲れ ていた。
傍目 には、僕は 知事や代 議士たち とともに 、梅の根 本に形ばか り
の土を やり、 男の差し出 す水桶か ら一杯の水 を掬い、 根本にか ける
と、 拍手の中 を来賓用の テントに ゆっくりと 戻った のだった 。
そ の後、引 き続いて催 された祝 賀会の乾杯 の音頭で 、ビー ルを一
口飲 んだ。
ぼ く（Ｙで はない） は、主賓 たちが去 った後、改 めて苗の 一本一
本 に土を与 え、根に たっぷりと 水を含ま せ、植樹 の仕上げ をした。
丹念に選 んだ苗が 、新しい土 にきちん と馴染める かどう か、木々
の声を聞き 、木々の 表情を眺 めながら 、四十年 の経験から 得た知識
と技術を用 い、最後 の確認を した。全 て良好だ った。
だから、 テントの 中で進め られてい る祝賀会 のことには 関心がな
かったし 、進行の 具合にも うわの空だ った。
ただ、 自分が支 えた苗を 植える男の 顔を上目 づかいに 見たとき に
襲われ た、あの激 しい立ち くらみの ことを思 っていた 。突然、空 気
がから っぽになっ たみたい だった 酩酊感。あ やうく蹲 り、崩れ落 ち
てしま いそうな ところを 、なんと か寸前に逃 れること ができたの だ
ったが 。
首の 付け根 をさすり、 腕を大き く回してみ た。
異 常はなか った。数十 分前のあ の不快感は なんだ ったのだ ろう、
と思 えるほど だった。
こ の役目を 終えれば、 すぐそ こに定年 が待ってい る。見本 林の燃
え上がる紅葉に包まれながら施肥をし、冬支度を済ませ、梅が咲き、
椿 に目白が 戯れ、桜 の花芽がは ち切れそ うに膨ら む頃、四 十年以上
を暮らした 見本林を 去ることに なる。
農業高校を出て 、大学の教室に臨時職員として使ってもらううち 、
ぼくが受け 持つ樹木 の色合 いの良さ、 育ちの良 さが認めら れ、見本
林の担当 として本 雇いにな った。
正確に いえば、 四十一年 と三月を見 本林一筋 に過ごして きた。始
めは考 えてもいな かった技 術専門職員 という 下級管理 職相当の地 位
も与え られ、恵ま れた勤務 生活だっ た。
もちろん、我が子より若い学生たちに植林や伐採の手ほどきをし 、
卒業し た彼らに 、今度は 部下とし て仕えると いう大学 ならでは の仕
組み に、全く とまどいが なかった とはいえな いのであ るが、意 地を
張る ほどのこ とでもなか った。
ぼ くは、十 二本の紅白 梅が新し い土の気を 吸い始 めたのを 長年の
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勘で確認 すると、 二人の部 下に命じて 水桶やス コップな どの道具 を
軽トラ ックに積み 込み、会 場を出た。
気が 付いたとき 、僕（Ｙ ）は官用 車の座席 にいた。 運転手は、 発
車して いいもの かと何度 か尋ねた らしかった 。いいん だ、といっ た
自分の ことば で我に返っ た。
運転 手のスケ ジュール では、一 時間以上早 い出発の 筈だ。
後 部座席の 窓を開ける と、テン トの方では 来賓の挨 拶が続 いてい
るら しく、風 に乗って男 のダミ 声が流れ てきた。声 のトーン からし
て、 大臣を務 めたこと のある代 議士のそ れに違いな い。
ど うやって テントを 出、車ま で歩いて きたのだっ たか覚え ていな
い 。乾杯の ビールを 一口飲んだ 。記憶は そこで途 絶える。
セレモニ ーが続い ているとこ ろをみる と、失態と いう失 態はやら
かしていな いらしい 。
運転手が 怪訝そう な顔で車を 発進さ せたので 、局長から の呼び戻
しの連絡 があって な、と背 中にいった 。いった 後で、運転 手に理由
を告げることなど 、これまでの自分にはなかったことだ、と思った 。
ビール を一口飲 んだとき 、確か、梅 の苗を支 えていた 男の顔が 頭
の隅を 過ぎったの だった。 男が、男 の汗の臭 いが、間 近に迫って き
た。
男の顔に見覚えがあった 。確かに、どこかで出会ったことがある 。
どころ か、そ れは自分そ のもので はないか。 そう考え るうちに 、頭
の中 が支離滅 裂になって きた。
後 部座席に 蹲り考えて いたのは 、そのこと ばかり だった。
ど うして、 あの初老の 男が自分 だという のか。年 齢も、身 分も、
明ら かに違う のに。
し かし、あ れは自分 だという ことがわ かる。世の 中には、 瓜二つ
の 人間がど こかに必 ずいるとい う。が、 あの男の 場合は似 ても似つ
かない。で も、男は 僕自身であ るのだ。 それは 、直感とし かいいよ
うのないも のであり 、いわば 、同じＤ ＮＡを持 つ者同士の 波動とで
もいうべき か。
わかるの だ。ただ 、わかる 。
つい一 時間前ま では、こ ういう出会 いがあろ うとは考え もしなか
った。 自分が、自 分自身を 見下ろし、 苗を植 えること になろうと は
毫も思 わなかった 。
あの 男は自分自 身である のに、人 格は別だ 。
無数 にある僕自 身の種の うちの 二つが、あ らかじめ 決められた 順
番に 従い、と もに地上に 降りると いうシナリ オのまま に実行し た。
「頑 張れよ」
「ど こかで会 ったときは 、思い出 してくれ 」
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「自分自 身だもの 、思い出 すも出さな いもない だろう」
「敵同 士にだけは ならない ようにしよ う」
「そう 祈るよ」
「グッ ド・ラック だな」
「すぐ に、また 戻ってく るんだか らな」
「ああ 、すぐ にね」
そん な会話を した筈だ 。僕とぼ くは、ＩＤ を確認す る手続き にも
一緒 に出向き 、手を握り 合った。
勿 論、それ は明け方に みるくだ んの夢の 中での話 だが。
「ホ テルの方 へ直行し てよろし いでしょ うか」
か なり走っ たのだろ う、やや 疲れ加減 の運転手の 声に、あ いまい
に頷いた。しかし、そのまま戻る気分にはなれそうもなかったので、
いつも泊ま るホテル の赤いレン ガ壁が見 え始める 前の信号 で、車を
止めさせた 。
「ありがと う。ちょ っと用事 を思い出 した」
運転手に は先にホ テルに戻 るように 指示し、 車を降りた 。
街中にも 、秋風 が舞い始 めていた。 秋風に吹 き乱される 前髪のか
たちに 気をとられ ながら、 喫茶店に入 った。と びきり 苦い味のコ ー
ヒーを すすりたか った。
僕は 、男の首に かけられ た赤いタ オルに刻 まれたア ルファベッ ト
と数字 からなる 二十桁の 記号をは っきり覚え ていた。
軽ト ラック の助手席に 座り、ぼ く（Ｙでは ない）は 判然とし ない
気持 にとらわ れていた。
県 政百三十 周年記念の 植樹を、 無事に終 えること ができた のだか
ら、 教授から も、学長 からも、 ねぎらい の声がかか ることだ ろう。
「見 本林で 育ててき た梅の並木 が、記念 館の前にで きるのか と思う
と 、ゾクゾ クします ね。やっぱ りこれは 、先輩の 精進の賜 ですね」
部下たち は交互に いった。声 にも表情 にも、大 きな仕事 をなし遂
げたという 晴れがま しさがあ る。
「ぼくだけ の力じゃ ない。 みんなの力 の合作だ 。日頃の地 道な仕事
に、ちゃ んと日が 当たった ということ だろう。 本当に御苦 労さん 」
同じこ とばを二 度、三度 繰り返した 。
首筋に 滲んでく る汗をタ オルで拭い ながら、 あの才気 走った役 人
の顔を 思い出す。
あの 顔には見覚 えがある 。特に、 左斜めか ら鼻筋に かけての鋭 角
的な線 は、二十 数年前の 自分の顔 そのもので ある。出 勤前、髭 を剃
ると きいつも 見た気難し さと、ち ょっと冷た さを感じ させる線 だ。
それ にして も、どうし てぼく自 身が同じ場 所で出く わしたと いう
のだ ろう。技 術職員の自 分と、い かにも抜 け目のな い怜悧な 目をし
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た若手の エリート 官僚と。
「いつ もの店でい いですよ ね」
部下 の一人が、 打ち上げ の話を向け てきたの で、いい よ、と返 し
た。
一杯 のコーヒ ーでやや 落ち着い た。
引け 時前とい うことも あり、店 にはまばら な客しか いない。 バッ
クに は、カー ペンターズ が流れて いる。軽 快なテン ポの中に 、少し
だけ けだるさ を滲ませた メロデ ィには共 感するのだ が、曲名 が思い
出せ ない。
僕 は二杯目 を注文し て、煙草 に火を点 けた。
ふ と、二人 の娘の ことを思っ た。妻と 娘が出てい って、一 年近く
になる。
上の子は 小学校の 四年になる 筈だ。下 の子も、 来年は入 学する。
妻は実家 の援助で 役所の近く にマン ションを 購入し、女 性として
は最も早 く課長補 佐職に就 いた。同じ 省に勤務 するとはい え、フロ
アが違う のでめっ たに顔を 会わせるこ とはない が、彼女 の猛烈な 仕
事ぶり はよく噂に 聞こえて くる。
互い の勤務時間 のずれが 原因だった とはいえ 、本当 に妻が家を 出
ていく とは思わな かった。 勿論、 僕が課の大 学の後輩 に当たる松 井
祐子と 関係した ことにも 原因があ る。しかし 、祐子と の関係は、 十
二時を 過ぎて も帰ってこ ない妻と の生活が、 五年も続 いたこと にも
起因 している 。
直 感の鋭い 妻は、三度 目の頃に は、祐子の 名前ま でずばり といい
当て た。僕を まとう匂い でわか るのだと いった。
「い いわよ、 お好きな ように。 勿論、今 みたいなす れ違いの 生活に
は、 無理が あるわ。 でも、離婚 は駄目。 お互いのた めによく ないか
ら 。子供た ちだって 、巻き添え になって しまうわ 」
たまの日 曜日、妻 は台所に立 ち、あま り得意で はない食 事の支度
をした。メ ニューは 、冷凍の 品を多用 する簡単 なものだっ た。
「せいぜいあの子を可愛がってあげることね。あなたと出会った頃 、
わたしに してくれ たと同じ に」
妻が初 めての女 性だった 僕は、女と いうもの は、どこま でも居丈
高でわ がままな存 在なのか と思ってい た。
祐子 は違った。
僕の 気持の襞々 を、一つ 一つ丹 念にほぐし てくれる 寛容さがあ っ
た。 僕は、祐 子の好みで ある音楽 が好きだっ た。とり わけ、バ ラー
ド系 の曲にな ると飽かず に、繰り 返し聴い た。カー ペンター ズや、
リチ ャード・ クレイダー マンは、 客たちの ざわめき の中でも 、地下
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鉄のコン コースで でも聞き 分けること ができた し、次の フレーズ の
メロデ ィが自然に 湧いて出 た。
食べ 物の好みも 一緒だっ た。山菜や 魚介類の うまい店 を、よく 食
べ歩い た。アルコ ールも、 ワイン で乾杯し、 日本酒を 中心に地方 の
銘柄を 楽しむと いう飲み 方だった 。
食事 の後は、 祐子のア パートに 寄った。通 りから三 つ目の角を 入
った だけであ るのに、閑 静な佇ま いになって いて、 八階にあ る部屋
から は正面に 霞ヶ関ビル を仰ぐこ とができ た。
「通 勤には便 利だな」
「た またま、 空いてい たの。学 生時代か らだから、 もうすぐ 十年に
なる わ。ち ょっと古 びているけ れど、す っかり馴染 んじゃっ て」
僕 が先にシ ャワー を使ってい ると、遅 れて祐子が 入ってく る。祐
子の肌は、 最初、北 国の女はこ んなに色 が白くて か細いの かと驚い
たのだった が、何度 目にして もその思 いは変わ らなかった 。
「十年後輩 なんだ、 君は」
僕は 、祐子の背中に手をまわし 、強く引き寄せる 。唇を求めると、
いやいや をする恰 好で首を 振る。しか し、唇の 中はやわ らかに湿 っ
ていて 、舌先が僕 の舌にか らめとられ ると、目 を閉じ ながら肌を 合
わせて くる。
「奥様 も十年先輩 ですわ」
目を 閉じたまま 、祐子が いう。 僕も、妻も 、祐子も 同じ大学の 、
同じ学 部卒だ 。
「彼 女しか知 らなかった 」
祐 子とは、 いつも同じ 会話で始 まった。
「彼 女は、も う僕など必 要とし ない。年 々女性を脱 ぎ捨て、 という
のは 僕から見 た場合に 過ぎない だろうけ ど、なにご とにも貪 欲にな
って きた」
「 奥様は、 私の目か ら見ても、 とてもチ ャーミン グで有能 な方です
わ」
そうかも 知れない 、と僕も思 う。
妻は、二 人の子持 ちとは思 えない若 さを保っ ているし、 子供を持
ったこと で、仕事 面におい ても、コミ ュニケー ションの場 におい て
も、よ り懐の深い 対応をす る術を身に 付けた、 と僕は見 る。
「彼女 から必要と されない から、君を 求めて いるんじ ゃないよ。 最
初、君 を見たとき から、特 別な思い があった 。きっと 、以前、ど こ
かで出 会ったとい う」
「私も です」
「僕 にとって 、君は本当 に驚きな んだ。新し い発見だ といえば 胡散
臭い かもしれ ないけど、 とても穏 やかで、 はるかに 遠くて、 胸に溢
れる ほどの懐 かしいもの を感じる 」
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「私、決 して奥様 と事を荒 立てるなん て、いい 出しませ んわ。こ う
やって 、肌を温め 合うこと だけでいい んです」
祐子 は、鼻筋か ら顎にか けての鮮や かな線を やわらか に反らせ 、
微笑を 浮かべ、目 を閉じた ままゆ っくりと昇 っていっ た。
しか し、僕の 腕の中に ある筈だ った祐子は 、僕に相 談すること も
なく 、結婚の ため突然退 職した。 相手は、妻 の部下 だった。
二 人の結婚 式に招待さ れた僕と 妻は、隣り 合った席 にいな がらこ
とば を交わす こともなか った。 特に、妻 が新郎の上 司として スピー
チを するとき 、僕は殊 更音をた ててフォ ークを使っ た。
一 年後、祐 子は男の 子を産ん だ。一年 後だという ことに、 僕は複
雑 な胸を撫 でた。
妻が出て いったの は、祐子夫 婦が産後 の挨拶にき た直後 だった。
妻は、男の 上司とし て、いつ になくス マートに 振る舞った 。男が、
僕たち夫婦 を手本に した家庭 を築きた いという のに、大き く頷き微
笑んだ。
「私たち もよい夫 婦でいる ため、当分 頭を冷や しましょ う。見送 ら
ないで ちょうだい 」
妻は夜更けにタクシーを呼ぶと、スーツケース一つで出ていった 。
子供た ちは、当分 実家に預 かって もらい、必 要なもの はその都度 取
りにく るから、 といった 。
マンションには、手付け金を入れていたらしい。実家には帰らず、
手筈 どおり別 居を実行し たものと 思われる。
煙 草を吸い 終えると、 店を出る つもりだ った。妻 のことを 思い出
した ことも、 男に出会 ったこと も、妙に 胸に刺さっ ていた。
僕 のうちに 、ある決 心が生ま れつつあ った。
官 僚を辞 めること だった。
大学を出 て、最も 難しいとさ れる試験 にストレ ートで合 格し、エ
リートと呼 ばれる省 に入った 。定年近 くまで勤 めると、代 議士に推
されたり、 関連団体 の理事 長職に就く ことにな る。
三十代の 前半で課 長補佐職 に就き、 そろそろ 課長の声が 出始めて
いる。
その職 を辞める 。
なぜ なら、Ｓで あった僕 が、十日十 晩の旅程 に入る 前に決めて い
たこと であったか ら。
僕は 、自分自身 であるも う一人 のぼくと出 会い、エ リートの地 位
を擲 って、誰 もが経験し たことの ない新たな 石ころだ らけの道 に進
むこ とを、自 分自身で決 めた。
も う一人の ぼくと出会 うこと。 これが、全 ての始 まりだっ た。
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次には、 家庭を 擲つこと 。何年かか ろうと、 素の自分に 戻らねば
ならな い。全ての ことは、 素の自分に 戻らなけ れば始 まらない、 と
決めた のだった。
今、 五年半前の ことをい ちいち説 明する必 要などな いのだが、 課
長補佐 職を辞 めることは 簡単なこ とだった。
記念植樹祭から戻り、出張報告より先に課長に辞表を差し出すと 、
慰留 のことば もなく受理 された。 課長によ ると、と うに準備 されて
いた といわん ばかりに、 後任の 人事も時 間を置かず 決まった 。
「こ れで、君 の念願の 事業が始 まるとい うことだな 。おおい に期待
して るよ。 是非、頑 張ってくれ たまえ」
課 長は、僕 の手を 強く握りし めた。
「昨日、君 から辞め たいとのメ ールをも らったと きは、眉 唾だろう
と本気にしなかった 。しかし 、君の壮大な事業の計画を読むうちに 、
これは本気 だと確信 した」
僕は、課 長にメー ルなど送 った覚え はなかっ た。もしか すると妻
の仕業で はないか と一瞬考 えたが、翌 日に辞表 を提出す ることを 妻
が知る 由もなかっ た。まし て、妻には 官僚とし ての夫 を失う必要 は
ない。 どころか、 別れるこ とを誰よ り嫌って いる筈だ 。
とすると、記念樹を運んできたもう一人のぼく（Ｙではない）か。
経緯はともかく 、僕が差し出した辞表はその場で人事部に回され、
午後に は辞令 交付式まで 行われた 。組み込ま れていた タイムス ケジ
ュー ルのまま に従ったが 、長年座 ってきた自 分の椅 子を離れ るとき
は、 さすがに 辛かった。
特 に、使い 慣れたパソ コンを終 了させ、 全国の首 長たちに 直接指
示を 出してい た電話の 前を去る ときは、 こぼれ落ち そうにな る涙を
こら えよう と必死だ った。
課 員の誰 もが僕が 去ることを 知ってい たらしく、 女子職員 たちは
花束を準備 し、胸を 詰まらせて いる者も いた。
記念植樹 祭から戻 ってきた ぼく（Ｙ ではない ）は、いっ たん自室
に入ると 、すぐに 打ち上げ の会場に出 向かねば ならないの だった か
ら、作 業着を脱ぎ 、顔や手 にこびりつ いた土を 石鹸で洗 い流し、 県
から与 えられた赤 いタオル で顔を拭い 、使い 終わった タオルは机 の
上に無 造作に放り 投げた。 そして、 シャツに 着替えネ クタイを締 め
た。後 は靴を履き 替え、 髪を整え れば終わり だった。
一日 の仕事の終 わりは、 パソコ ンを落とせ ばよかっ た。ぼくは マ
ウス を終了に 導こうとし たが、ふ と心に浮か んできた 自分でも 意味
のよ くわから ない文言を 、普段は めったに 使うこと もないメ ールに
急ぎ したため 、息子に送 ったので ある。そ れに、一 つだけ届 いたら
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しいメー ルに気を 止めたが 、どうやら 間違って 送られて きたらし い
辞職云 々といった 内容のも のを、本来 の宛先で あろう 大学人事課 に
転送し 、パソコン を閉じた 。
胸の うちに、も う一人の 自分であ るエリー ト官僚の 顔が浮かび 、
いつま でも消え ようとし なかった が、呼びに きた部下 が、タクシ ー
が待っ ている と急きたて るので、 小走りに部 屋を出た 。
僕 （Ｙ）は 、もう一人 のぼくが 、打ち上げ の会場に 向かう 途中、
タク シーが交 差点でトラ ックに 追突され 、結局意識 が戻らな いまま
一週 間後に命 を落とす ことを知 っていた 。
そ のことを 思いなが ら、課員 の拍手に 押され、役 所を出た 。出る
と きは、い つもと変 わらぬ傲然 とした態 度を崩さ なかった が、門を
出た途端に 歩道の小 さな窪みに 足をとら れ転びそ うになる のを、た
たらを踏み ながらす んでのと ころで止 まった。
当てはな かった。
どうして 、突然辞 職したく なったの か。これ からどうし ようとい
うのか。
僕は、 官舎のあ る駅で下 車すること も忘れ、 終着駅ま で乗り過 ご
し、降 り立った。
妻は 、このことを知っているのだろうか 。知っていたのだろうか 。
海に 面した町の ホテルに チェッ クインし、 僕自身が 出したとい う
メール の中身 について考 えてみよ うとした。 勿論、自 分自身が 出し
たも のでない ことは間違 いないが 、このシナ リオに ついて、 夢の中
のこ とではあ るが、Ｓで あった頃 の僕は十 分承知し ていた。 承知し
てい るどころ か、十分時 間をか けて準備 したものを 父や母や 兄弟た
ちと 何度も相 談し、厳 しい中身 ではある が、やりが いのある とても
良い シナリ オだと納 得していた 。
そ の内容 が知りた かった。正 確なこと が知りたか った。
知り得な いことだ とわかって いるのに 、懸命に 思いを凝 らしてい
れば、なに かのきっ かけが得 られるの ではない かと思った 。
窓を開け 、夜の海に向かって耳を傾けた。波の音が 、潮の匂いが、
僕に向か ってしき りに囁い ていた。高 く低く寄 せてくる波 の音に 混
じり合 い、その音 は確かに 聞こえると いうのに 、僕自身 のうちに ま
で届か ないのだっ た。必要 なアプリケ ーショ ンをもた ないため、 届
けられ た添付ファ イルが開 けないと いう状態 だといっ たら、当た っ
ている かもしれな い。
僕が 役所を辞 めたこと で、祐子 が課を訪ね てきたと いうことは 風
の便 りに聞い たが、僕は 当然のこ とながら 、もう課 の実質責 任者で
ある 補佐でも なく、祐子 と連絡を とるほど の厚かま しさもな かった
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から、以 前何度も かけたこ とのある携 帯に電話 もしなか った。
祐子の 、あの奇 妙な穏や かさと、肌 理の細か い肌の白 さが脳裏 に
なんの 感興も呼ば なかった といえば 嘘になる が、この ままじっと し
ていさ えすれば、 祐子は官 僚夫人 として、か なりのプ ライドを維 持
していける筈だ。自虐的にではあるが 、そう思いやる余裕はあった。
もっ とも、僕 が僕であ るところ の傲岸さと 、生来併 せ持つ卑屈 さ
とが 祐子に連 絡をとらせ なかった 、というと ころが 本音のと ころで
あっ たろう。
そ れより、 僕は官舎を 一定期限 のうちに 出なけれ ばならず 、その
ため には次の 職を得る 必要があ った。新 しい職に就 くことは 、僕が
在職 中に世 話をした 数十人の誰 かに声を かければ、 すぐにで も得ら
れ る筈だっ た。
しかし、 彼らは一 様に、退職 した僕に は見向きも しなか った。か
つて蟻のご とく群が ってきた 彼らが、 決して僕 を支えてく れようと
はしないば かりか、 居留守を 使ってま で会おう としないの がわかっ
た。
ある程度 予測は していた ものの、そ のことも 僕のプライ ドをかな
り引き 裂いた。
数日 後、妻の紹 介の者だ という人物 が訪ねて きた。
放送会社の顧問にどうだという。妻は電波関係を束ねる職にあり 、
会社の 首根っこ を掴まえ ているに 等しかった 。
「御経 歴から して、是非 弊社にお 迎えしたい とお願い に上がり まし
た」
男 の口上を 聞いている うちはよ かったが、 妻には 大いに世 話にな
って いるとの 下りで、熱 が急速 に冷めて しまった。
「し ばらく休 憩して、 もし自分 に役立て る分野があ ればお世 話にな
ろう と思っ ています 。なにしろ 、辞めた ばかりなの で、頭の 整理が
つ かないん ですよ。 とにかく、 走り過ぎ ましたの で、少々 疲れてい
るんです」
男は、安 堵の表情 を浮かべ、 それでも 是非その 節は弊社 をお選び
いただけま せんかと 、いい 残し帰って いった。
妻がどう いうつも りで放送 会社の者 を寄越し たのかはわ からない
が、夫 の窮状を救 おうとい うことを通 して、自 らの力を 誇示した い
との思 いが見てと れた。そ れに、妻は 当分離 婚したく ないのだ。 そ
のためにも、夫はれっきとした職を持ち 、健在でなければならない 。
僕は 、
妻の 意向を受け てきたら しいマス コミ二社 の訪問を 受けた 。
新聞社の解説委員に、という話にはかなり気持が動いたが、やはり 、
しば らくエネ ルギーの補 給をした いというこ とばを返 した。
この チャン スを逃せば 、僕がど んなキャリ アであれ 、話はそ うそ
うこ ないとい うことはわ かってい た。
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案の定、 再就職 の話はそ れだけで、 官舎の貸 与期限も迫 っていた
ので、 取り敢えず 部屋の片 付けと荷物 の梱包に かかっ た。梱包に か
かって みて、妻の 荷物が殆 どないこ とに気付 いた。そ のうち必要 に
なった ら引き取り にくると いって いたが、ど うやらそ の必要はな さ
そうだ った。
宛先 のない荷 物の梱包 をして、 初めて自分 はとんで もない選択 を
した のかもし れないと思 った。職 のないこと などた いしたハ ンディ
には ならない と思ってい たが、そ うなって しまうと 世間がい かに冷
たい ものであ るか、が垣 間見え てきた。
宛 先を書か ない梱包を 残し、部 屋を出 た。
官 庁街で電 車を降り 、地上に 出た。地 上は、スー ツに身を 包んだ
男 たちが飛 び走る勢 いで歩いて いた。女 たちも、 無表情で 歩く。書
類カバンを 重そうに 抱えた、一 目で地方 からの陳 情組だと わかる群
れが、地下 鉄マップ を睨みな がら歩道 の一角を 占拠してい る。
数日前ま で、自分 は陳情組の 話を半 分程度に 聞き、難癖 をつけて
は出直す よう指示 していた 。コツは、 一度や二 度の陳情で 容易に首
を縦に振 らないと いうこと にあった。 陳情組も 慣れたも ので、話 が
一回や 二回でうま くいくと は思ってい ない。そ こで、 地元選出の 代
議士と ともに乗り 込み、大 筋で合意 するとい う仕掛け になる。
元の 庁舎前まで きたとき 、元課員 の一人に 出くわし た。彼は僕 を
見かけ ると駆け 寄り、笑 顔で挨拶 を交わした が、別れ しなに、会 議
の五分 前です ので失礼し ますと、 大慌てで踵 を返した 。会議の 名称
は、 かつて僕 が議長を務 めていた もので、そ の重要 さもわか ってい
る。 しかし、 組織を離れ た者にも う用事は ない、と いう意味 である
のか との穿っ た見方もで きる。
ほ かに、数 人が会釈し て過ぎ たが、こ の場にいる と、息が 詰まり
そう になる 。誰一人 、ためにす る行動を とっている わけでは ないの
で あろうが 、僕を押 し出す方向 の態度に 出ている としか思 えないの
は、単なる 勘ぐりに 過ぎないの だろうか 。
官庁街を 離れ、こ れまで歩 み入った ことのな い街並みに 出た。
家電販売 店、カメ ラ店、ブ ックスト ア、洋品 店などが並 ぶ商店街
だった 。家電販売 店には覚 えがあり、 多分その 本店の出 入り業者 か
らだっ たと思われ るが、か つて専用の パソコ ンと携帯 電話を購入 し
た。そ のパソコン と携帯電 話に、昼 夜を問わ ず連絡や 相談がきて い
たのに 、職を辞し てから というも の、それは きっちり とない。
改め て、職場以 外の誰と も無縁 であったこ とが思い やられた。 頻
繁に 鳴る携帯 コールに悲 鳴をあげ ていたこと が、今に なると奇 怪な
ほど だ。
そ の携帯電 話は、官舎 の机の上 に放り出し たまま だ。
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表通りの 賑わい から道路 二本入り、 ふと小さ な事務機販 売会社の
前で立 ち止まった 。
「職員 急募。経験 無用」の 張り紙が 目に付き 、ふらり と入った。
どう して、名も 知らない 事務機販 売会社の ドアを開 けたのか、 わ
からな い。自動 ドアが勝 手に開き 、たまたま 吸い込ま れたという 具
合だっ た。
コピー機や、机や椅子、書棚などが狭いスペースに並んだ店内に 、
人の 姿はなか った。店内 の電気も 薄暗かっ た。節電 のためか 、半分
の蛍 光灯は灯 されていな かった 。
「や あ、失礼 しました 」
自 動ドアが 開いて、 スポーテ ィな恰好 の男が入っ てきた。
「 申し訳な い。今倉 庫から書棚 を出し、 荷を送り 出したと ころでし
て」
男は額の 汗を拭い 、少しほく そ笑んだ 。
「御用の向 きは、あ れでしょ うか」
僕はなぜ か頷いた 。
「お待ち しており ました。 即断即決で すね。と ころで、 あなたは よ
くテレ ビでお見か けしたこ とのある」
いい や、といい かけたが 、
「財政 緊縮に伴う 三大経済 政策改 革提言の論 調、見事 でしたな。 そ
こらへ んのキャ リアとは 、一味違 って。野性 味を感じ ました。こ の
頃の若 者には 、この手の 迫力を見 ずにいまし たから」
男は 、僕と それほど歳 の違わな い年代だと 思えるの に、そう いっ
た。
「マ ア、親父 の代からの 商売を やってる わけでして 、エリー トのあ
なた とは比べ ようもな い。なん で、そこ らの私大中 退のわた しなん
ぞと 組むの か、と思 われること は無理も ないことで しょうが 、これ
も なにかの 縁です」
男は、僕 の採用を 勝手に決め てしまっ た。
「なに、気 楽にやっ てくださ い。わた しらの目 標はシンプ ルで、業
界の中の競 争といっ ても、 まあ普通に 泳いでい けば済みま すから」
僕の配属 先は、副 都心の方 にある事 務所だっ た。
「よく 働いてくれ た社員が 、親父さん が亡くな ったとい うことで 、
田舎に 戻らねばな らなくな ったんです 。親父 さん、定 年を半年後 に
して、 事故だった といいま すが」
僕は 、あの林業 手の男が 死んだの だと知っ た。
男は 、事故後救 命センタ ーで治 療を受けて いたのだ が、頭部の 傷
が元 で死んだ のだ。
僕 は官舎に 戻ると、荷 物の宛先 を、取り敢 えず会 社の独身 寮とし
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た。
独身寮 という響 きが新鮮 で心地よか ったし、 なにより 次の職を 得
て、役 所から離れ られると いうこと が幸いだ った。
独身 寮は、賄い 付き、コ インラン ドリー付 きで無料 といった、 個
人企業 の持ち物 にしては 立派なも のだった。 先代の遺 産で、まだ 新
築に等しいという。しかし 、難といえば 、共同生活を余儀なくされ、
会社 までの通 勤に二時間 近くを要 し、僕が入 居した 部屋には 、あの
林業 手の長男 が住んでい たという ことだっ た。
結 局三か月 後、僕が身 の回りの 荷物をも って入り 込んだの は、一
Ｋの アパート であり、 配属され た支店に 三十分かけ て通うこ とにな
った 。
仕 事は、本 社のオ フィスにあ ったと同 様のコピー や書棚な どの事
務機を中心 に、それ ぞれの支店 のアイデ アのもと に、家電 製品やカ
メラまで並 べた機器 の営業が 主だった 。
官庁出の 僕に商才 があるとは とても 思えなか ったが、支 店長がく
だけた人 物で、僕 に特別な 目を向ける ことなく 扱ってくれ たので、
スムーズ に転身す ることが できたとい ってよい 。
休日も 、寝る間 もないほ どに働きづ めだった 役所時代 に比べ、 半
日を精 一杯働くこ とで、給 料は二倍 になった 。コピー 機や書棚は 、
学校や 官庁に大量 に納入す るルー トができて おり、僕 は新商品の 説
明をき ちんとす ればよく 、納品は 下請け業者 が行った し、据え付 け
も専門 業者が 行った。
迂闊 なこと に、入社し て初めて 知ったこと だが、個 人企業に は違
いな いが、業 界ではトッ プスリー の位置に あり、業 績も悪く なかっ
た。
妻 から、離 婚届が届 き、その 日のうち に判を押し て返送し た。役
所 に止まっ ていれば 、決して別 れるとは いい出さ ない筈の 妻の方か
ら行動を起 こしてき たというの は、妻の 勧める 放送会社を 蹴り、僕
が得体の知 れない事 務機販売 会社に職 を得たか らであるこ とはわか
っている。
結果とし て、第二 の職場が 妻との関 係を明確 にした。子 供たちに
未練は あるが、彼 女らにと っても、妻 の実家と いき来し ながら成 長
する方 が、まだ幸 せなこと かもしれな いと納 得した。
妻も 、役所で十 分に力を 発揮するに は、この 方が得 策だと踏ん だ
のだろ う。
僕は 、送り迎 え付きの 生活を長 く続けてき たため、 ペーパード ラ
イバ ーであっ たが、最初 の給料を 頭金にし てジープ を買った 。自分
が見 たい町に いき、見た いものを 見、食べ たいもの を食べる ためだ
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った。
もう一 つの目的 は、海を 見ることだ った。月 に二、三 日の休日 を
利用し 、房総や伊 豆のあた りに出か けた。
高速 道路を制限 時速を超 えるスピ ードで走 り、普通 車を次々に 追
い越し ていく。 スポーツ カーまで 追い抜き、 逆に抜き 返され、ま た
抜き去 るとい った単純な ことに気 持を奪われ た。
房総 の海は、 いつのと きも煌め いていた。 広く、果 てしなく 、眠
気を 催しそう なほど長閑 で、白い 光の粒を 幾万も埋 め込んで いた。
僕 の地元の 海は北に広 がってい るせいか 、いつも 儚気に青 く、透
き通 っている のだった が、南に 開いた海 は明るかっ た。透き 通った
青い 海も嫌 いではな かったが、 光煌めく 海は心を晴 れやかに した。
役所時代の傲岸な物言いは、なんと了見が狭く、自分だけでなく、
多くのこと を融通の 効かない世 界へ導い ていたこ とか。
帰りのジ ープでは 、ヒットチ ャート曲 を大きく 鳴らし、 ハンドル
の手を上げ 、大きな 伸びをし た。
客の応対 も嫌では なかった 。些細な 問いに応 えることだ けで、相
手が満足 している という実 感を得るこ とができ た。
「君の 成績はかな りのもん だ。社長か ら新しい 社員が 入ると聞い た
とき、 正直気乗り がしなく てね。超 エリート の官僚上 がりだとい う
じゃな いか。気が 重たかっ たよ。 理屈一辺倒 の、偏屈 野郎に違い な
いって ね」
支店 長は、商 業高校卒 だという 。
「俺なんか体で営業を覚えた。なに、喧嘩に明け暮れてきたもんで、
人に 負けるの は嫌いな性 分さ。し かし、君 はたいし たもんだ 」
頭 髪をポマ ードで撫で つけた支 店長は、 敵にまわ すとかな り厄介
な存 在なのか もしれな かったが 、あっさ りと僕を認 めた。
負 けるのが 嫌いとい うだけあ って、支 店長の営業 は妥協を しなか
っ た。市場 の動向を いち早く把 握し、売 れ筋の商 品の仕入 れには遅
れることは なかった し、泡沫商 品には見 向きも しなかった 。
事務機販 売と銘打 ちながら、 浄水器の 販売を手 がけたり 、マッサ
ージ機や洗 浄機能付 き便器 の販売にも 手を広げ た。浄水器 もマッサ
ージ機も 、洗浄機 能付き便 器も、家庭 やオフィ スに必ずニ ーズが あ
ると主 張し、その とおりに なった。
店内に リラクゼ ーション の品を持ち 込んだの も支店長 で、他店 に
はない ことだとい う。
僕は 、第一支店 と呼ばれ るこの店 が気に入 った。店 員十人足ら ず
でしか ないが、 役所には ない明確 な目標があ った。目 標といえ ば、
つま るところ は利潤の追 求であっ たが、その 過程に、 柔軟な発 想と
工夫 があった 。
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僕は、Ｕ の書い た本のペ ージを繰る 。
何度読んでもよくわからない。理解を超えている 、というべきか 。
公式 の導き方そ のものが わからない し、専門 の科学者 に見せて も
要領を 得ない。つ まり、物 理学者 の卵Ｕの独 創世界な のだ。
しか も、ムー大 陸とか、 ナポレオ ンとか、 マリーア ントワネッ ト
とか、 ヒット ラーとかの 、思わせ ぶりな名前 が数千は 登場し、 それ
ぞれ に二十桁 のＩＤが振 られてい る。
Ｙ ＥＳとＮ Ｏだけでで きた文章 らしきもの が、五十 ページ 余りも
続き 、ところ どころペー ジが欠 落してい る。
僕 がこの暗 号集みたい な本に興 味を持 ち始めたの は、支店 の一角
を占 めるゲ ーム機コ ーナーをと きどき担 当していた からだっ た。
ま ずキーを 叩け。
何度も本 を繰って いるうち、 Ｕのメッ セージはこ れに尽 きるので
はないかと 思い始め た。
ドアを開 け。そし て、疑念を 抱くこ となく進 め。そうす れば、徐
々に見え 始めるで あろう。 そもそも、 論理で迫 ることなど 不可能に
近い。
約めて 読めば、 どうもこ うなるらし い。
この 一年という もの、紙 質も印刷も よくない 本のペ ージを何度 と
なくめ くり、半分 くらいと ばし読 みしてきた のだった 。
タイ ム・スクリ ーンへの 誘いと いう章によ ると、時 間、空間へ の
入口は無数にあり、（一 ）なんの障壁もなくスッと入っていける場合 、
（二 ）自身が その条件に あること を信じさえ すれば たちどこ ろに入
って いける場 合、
（三 ）特別な能力者の力を借り、入っていける場合、
（四 ）バーチ ャルな経験 を重ね ていく中 から能力を 修得し、 入って
いけ る場合 、
（五）自らのスピードを光の速さ以上に速めることで入
って いける 場合等々 、方法その ものも書 き出しきれ ないほど あるら
し く、その 他の方法 は、一つの 山の頂を 目指すル ートが無 数に存在
するのと同 様に、カ ウントする ことはで きない と結んであ る。
僕は、比 較的容易 ではないか と思われ る、バー チャルな 経験を重
ねていくと いう方法 にチャ レンジして みること にした。
林業手で あったぼ く（Ｙで はない） が、植樹 祭のときに 首にかけ
ていた 赤いタオル 。タオル に刻まれた アルファ ベットと 数字から な
る二十 桁の記号番 号がまざ まざと脳裏 に蘇っ た。なに かの糸がほ ぐ
れ始め るかもしれ ない、と いう予感 めいたも のがあっ た。
中古 のパソコン を立ち上 げた。 古本屋の亭 主がくれ た十年近く 前
の、 型式も能 力も最新型 からみる と数段劣る 代物だ。
亭主 は、Ｕ の本と一緒 に、埃を かぶってい たこのパ ソコンを 、ま
だ使 えるかも しれん、と いってく れた。
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パソコン は、実 際、頼り なげに立ち 上がった 。
デスク トップに 設けられ たショート カットを クリック すると、 気
が遠く なりそうな ほどの遅 いスピー ドで、そ れでも最 新のニュー ス
を読み 込み、かす れた音の ミュー ジックを流 した。
「マジ かよ」
普段使っているパソコンに比べ、スピードは十分の一にも満たず 、
その ためかソ フトウェア というも のも殆ど組 み込ま れていな い。
僕 は、旧式 というほか にはなん の特徴もな さそうな パソコ ンを閉
じよ うとし、 デスクトッ プに一 つだけ設 けられたフ ォルダを クリッ
クし た。
フォルダの名前は、「扉」となっていた。
フ ォルダを クリッ クすると、 最初電源 が落ちたの かと思わ せる黒
い画面にな り 、
「氏名」、
「住所 」、
「勤務先 」といった数項目の記入を
求め、続い ていくつ かの記述 項目に付 き合い、 さらにＹＥ ＳかＮＯ
の選択をしていくと 、「ＩＤ」とのみ記されたボックスが現れた。
試しに、 Ｕの残し たＩＤの 一つを打 ち込んで みたが、打 ち込む端
からＩＤ は消され 、なんの 変化もみら れなかっ た。
「とん だポンコツ だ」
僕は パソコンを 閉じ、Ｕ の本を床に 放ろうと した。
その とき、頭の 中を赤い 稲妻が過 ぎった。 あの林業 手が首に巻 き
付けて いたタオ ルに書か れていた 記号。
一つ の謎を解 いたとい う思いだ った。
その 二十桁 のアルファ ベットと 数字を、パ ソコンに 打ち込ん だ。
す ると、画 面に夥しい 星状の粒 が現れ、右 から左 へ、手前 から奥
へ、 地平から 上空へと、 ゆるや かなスピ ードで流れ 始めた。
星 の渦の中 に、ＩＤを 入れる 箇所が無 数にあり、 僕は今度 、さき
ほど 入力し てなんの 変化もみせ なかった Ｕの残した ＩＤの一 つを入
れ てみた。
突然 、グアッという衝撃とともに 、パソコンが破裂したと思った 。
煙があたり 一面にた ちこめ、 目を開け ることも 息をするこ ともでき
ない。
きな臭い 臭いが胸 を刺し、 血飛沫が 飛んでき た。
目の前 に弾が落 ち、あた りの人々を 吹き飛ば したのだ。 千切れた
手足、裂けた腹、砕けた頭蓋、見る間に夥しい血の海ができていく。
僕は 、恐る恐る 自分の手 を抓り、足 をさすり 、顔を 撫で上げた 。
この 目の前の出 来事が、 実はパソ コンの中 だけでの ことだと気 付
いたの は、いっ たいどれ だけの時 間が経って からのこ とだった ろう
か。
気が 付き、 あわててＩ Ｄの解除 というＵの 本の箇所 をめくり 、キ
ーを 叩くと、 殺戮の惨状 はふっと 消えた。
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溜め息を ついた 。
既に、 プログラ ムは作ら れているの だろうか 。
急い で、Ｕの本 の付箋を 付けたとこ ろをめく ってみる 。記号と 公
式に埋 められた中 の、わず かな記 述の部分だ 。
「九十 七パーセ ントの実 証作業の 準備を終え た。残る は、現次元 の
時間・ 空間と 装置を連結 すること だけだ。時 間の底に 未来があ った
り、 頭上に過 去があった りする。 いや、過去 も、現 在も、未 来もな
い。 あるのは 今だけだ。 また、見 かけ上、 宇宙は猛 烈なスピ ードで
互い に遠ざか っていると いうが 、それは とりもなお さず、今 が果て
しな く連続し ていくの であるか ら、そう 理論を展開 せざるを 得ない
もの であり 、われわ れは今とい う時に、 瞬時に宇宙 を一周し て元の
位 置に立っ ているの だという考 えに立て ば、多少 の理解が 得られる
のではない だろうか 」
頭の中が 支離滅裂 になる。今 しかない という時 間が、Ｃ Ｔスキャ
ンの画像を 並べたカ タチに、 際限もな くスライ ドしていく 。
玉乗りの 芸人が、 前後左右 に揺れな がら、絶 妙なバラン スをとっ
ていると いう光景 が、脈絡 もなく目の 前に浮か んだ。
「今し かあり得な い。宇宙 の裏側は、 宇宙の表 面と同 一であり、 か
つ、上 でも下でも 、前でも 後でもな い」
Ｕは 、ページの 同じ箇所 に三度も 同じ表現 を用いて いる。
僕は 、古びた パソコン から離れ 、Ｕの本の 付箋の箇 所をもう一 度
読み 返す。
そ もそも、 Ｕはなにゆ えにこの 本を著した のか。 わが国の 最高研
究機 関にあっ て、学界で は殆ど 顧みられ ることなく 、精神病 院で若
くに 命を閉じ たＵとい う物理学 者の卵。
「過 ぎ去っ た未来、 いつでも出 会える過 去への誘い 」
とでも銘打つべき、欧文のタイトル。装丁も粗末な、黄ばんだ本。
パソコンで 検索して みたところ 、国立国 会図書 館には所蔵 されてい
るものの、 その他の 図書館の どこにも 存在しな いらしい。 しかも、
前書きも、 後書きも ない、 一見資料集 とでもい うべき内容 。
そして、 パソコン 。本が一 九八×年 の作であ り、パソコ ンがそれ
から数 年後の作と みえるこ とから、Ｕ は、この パソコン によって 、
十年ほ ど前にプロ グラミン グを行って いたと いうこと になる。
僕の 脳裏に、髪 の毛や髭 は伸びるに まかせた まま、 敷き放しの 布
団のあ る部屋で、 恐らく 痩せぎす の男が、寝 る間も惜 しんでキー を
叩いて いる様が 浮かんで きた。Ｕ は息をする ことも忘 れ、自分 が二
十世 紀の末に 存在してい るという ことさえ忘 れ、作業 に没頭し てい
たの かもしれ ない。
つ まり、Ｕ は、数年前 に死亡す るまでの間 、僕が 生きてき たとほ

- 22 -

ぼ同一の 間、同じ 空気を吸 い、同じ時 間を共有 してきた のだ。
Ｕが残 した本と パソコン 。
どう いう経路で 古本屋の 棚に置かれ ることに なったの かはわか ら
ないが 、夢の中で みた僕自 身のシ ナリオによ ると、こ の一時点に 僕
は現れ 、Ｕの残 したタイ ム・スク リーンを引 き継ぐと いうことに な
ってい た、と いうことを 朧気なが ら思い起こ す。
Ｓで あった頃 の微かな 記憶では 、Ｕのやり 残したプ ログラム を完
成さ せ、今の 時空と、Ｓ であった 頃の時空 とを自由 に往来で きるよ
うに する、と いうことに なって いる筈だ 。
最高学府の学者たちが、ゲームに過ぎないと酷評したＵの理論と 、
それ をバー チャルに 表現するた めに組ま れたプログ ラム。
勿 論、Ｕが 自らい うように、 理論の方 は置いて、 プログラ ムは、
九十七パー セントま でしか出来 上がって いないら しい。
多分、こ のプログ ラムに、今 という時 のＩＤを 組み込む ことで、
Ｕの理論は 現実のも のとして 表現され 、実現す ることにな るのだと
想定され る。
そう 、
「過ぎ去った未来 、いつでも出会える過去 」のうちを自由に
往来し 、瞬時に宇 宙空間を 移動するこ とが、可 能にな る。僕がＳ で
あった とき、現に そうであ ったとお りに。
ベル が鳴ってい る。何度 も繰り 返し鳴る。
最初 電話の呼 び出しか と思った が、玄関の チャイム だった。な に
しろ 、このア パートを訪 ねてくる 者などめっ たにな いので、 勝手が
違っ た。
ド アの外に 、若い男が 立ってい た。
「い つか植樹 祭に出て いらした 方ですね 」
男 があの林 業手の息 子である ことは、 すぐにわか った。面 長の顔
立 ちと、目 の色と、 声が林業手 にそっく りだった 。
「あなたは 確か、以 前事務機販 売会社に いらし た」
「ええ、五 年ほど前 になりま す。父が 亡くなっ たものです から、実
家に戻り、 母と一緒 に暮ら しています 」
男を応接 間に通し た。
「お母 さんと二人 で」
「実家 に戻り結婚 しました ので、娘も います 」
「実家 に戻らねば ならない 理由でも 」
「ええ 、不思議な もので 、父が亡 くなる直前 に、メー ルをくれた ん
です。 メールな んて苦手 で、殆ど さわること もないと いってた んで
すが 。初めて もらったメ ールの内 容が、びし りと重た いもので 」
「ほ う」
「な ぜ、あん な遺書めい たものを 書いたの か、と考 えました 。なに
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か、虫の 知らせで もあった んだろうか と」
男は、 黄色に変 色しかけ た紙を封筒 から取り 出した。 メールの 本
文らし かった。
「お父さんにもしものことがあっても、決して取り乱さないように 。
そのと きは、悪 いけれど 家に戻り 、しばらく お母さん の傍に付い て
いてほ しい。 少なくとも 、五年間 は。ついで に、是非 聞いても らい
たい 願いがあ る。五年後 に、いつ も使ってい る金庫 の中にあ る手紙
を、 ある人に 届けてほし い。その 人は、植 樹祭に出 た直後に 職を辞
す人で、大切な仕事をやり遂げなければならない 。その仕事のため、
金庫 の中の手 紙が必要 になる」
斜 め読みを してみる と、そん な内容が 読みとれる 。メール の最後
に 、山口孝 夫という 名前が記さ れており 、まさし くメール の日付、
時間は、植 樹祭当日 の夕方にな っている 。
山口孝夫の長男の良太と名乗った男は 、実直そうな目をあげると 、
胸ポケット から、こ れも黄ば んだ封筒 を取り出 した。
「封など していな いので読 んでみたの ですが、 これがそん なに大切
なものな んでしょ うか」
良太の 表情に、 怪訝そう な色が浮か んだ。
手紙 には 、
「この二十桁の記号番号が、きっとお役にたてると信じ
ます。 私には、こ れをなに にどう 用いるのか 全くわか りませんが 、
六十年 間という もの、頭 の中にこ びりついて いる暗号 なのです」 と
ある。
僕も 、この 二十桁の記 号番号が どう用いる べきもの であるか わか
らな いが、タ イム・スク リーンの 作業を進 めるため に不可欠 なもの
であ ろうこと だけは、そ れと知 れた。
用 向きが済 んだとみて 腰を浮 かしかけ た良太を引 き留め、 街に出
た。 自分が まともな 食事をして いないこ ともあった が、わざ わざ訪
ね てくれた 林業手の 息子をその まま帰す のは、し のびなか った。
並んで寿 司屋の椅 子に腰掛け 、ジョッ キで乾杯 した。
話してい るうちに 、良太と 僕とは同 じ年の生 まれで、誕 生日は僕
が三日早 いだけだ というこ とがわかっ た。
「あな たに比べる と、しが ない私大卒 ですから 。なにし ろ、就職 も
殆ど名 の知れてい ない事務 機販売会社 で」
その会社に在職しているのだというと、初めて知ったことらしく 、
「エリ ートのあな たがど うして」 と目を丸く した。
僕は 、役所を辞 めるに至 ったく だりを話そ うとして 詰まってし ま
った 。考えて みると、役 所を辞め なければな らなかっ たこれと いっ
た理 由が思い 当たらない 。
「植 樹祭に出 るまで、辞 めるとい うことは これっぽ っちも考 えなか
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った。た だ、奇妙 な隙間の 中に、ふい に」
といいかけたが 、ビールを飲み下し 、もう一口飲んで、
「親父さん
に会っ たとき、何 故かそう なるのだ というイ ンスピレ ーションを 感
じた」 といった。
「それ は、父が お願いし たもので すか」
「違う 。僕自 身のなかに 眠ってい たものを思 い出した 、という こと
かな 」
「ど こかで、 父との接点 があった という」
「初 めてもな にも、植樹 祭の場 で、本番 になって一 メートル 弱の距
離で 出会った 。時間に して、三 分の間」
そ うなのだ 、と改め て思った 。山口孝 夫という林 業手に出 会わな
か ったら、 僕は今も 役所にいて 、部長ぐ らいにな っている 筈だ。
植樹祭と いうこと なら、十数 回の経験 があったし 、場所 も北から
南まで、偏 ることな く出かけ ていた。
第一、山 口孝夫と いう名前だ って今 知ったぐ らいで、本 来、あの
日の植樹 祭で進退 を考えね ばならない 理由など なに一つな かった。
僕は、植 樹祭の こと、事 務機販売会 社のこと 、古本屋の こと、物
理学者 の卵である Ｕのこと を手短に話 した。
良太はジョッキにかけた手を止めて聞いていたが、「古本屋に最初
にコピ ー機を納め たのは私 で、亭 主とは会う たびによ く世間話を し
たもの です。し かし、あ の亭主に そんな秘密 めいたも のがあると は
考えもしませんでした。もしあったとしても、多分 、私に対しては、
Ｕの ことなど おくびにも 出さなか ったのでは ないで しょうか 。それ
とも 、あなた が亭主の元 に出向い たときに 合わせ、 Ｕの本と パソコ
ンが 舞い込ん できたのか もしれ ません」 といった。
空 きっ腹に ビールを 流し込ん だためか 、一気に酔 いがまわ ってき
た 。少しろ れつがま わらなくな っていた 。
「出来すぎ ている。 なんの気持 の準備も なく、 植樹祭で親 父さんに
会った。役 所に戻る と、既に 辞める算 段になっ ていた。そ の間、親
父さんは事 故で命を 落とし 、役所を辞 めた自分 は偶然通り かかった
事務機販 売会社に 拾われる 。しかも、 会社は親 父さんの息 子が寸 前
まで勤 めていたと ころだ。 会社の営業 で、古本 屋の亭主 を知り、 た
またま 手に取った Ｕの本が 、親父さん からの 暗号によ って、始め て
意味を なす。そう いうスト ーリーっ て、凡人 には考え もつかない 。
なにか に魅入られ たとし かいいよ うのない、 ブラック ゲームだ」
僕は 、そんな類 のことを 店中に 聞こえるほ どの大声 で喋った。
良太 も 、
「父からもらったメールといい、金庫の中から出てきた暗
号と いい、誰 かの悪戯じ ゃないか と疑いま したよ。 だって、 父は農
業高 校を出た だけの、愚 直さだけ が取り柄 の人間で したから 。だっ
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て、こん なに手の 込んだシ ナリオの当 事者だな んて、ど うやって 信
じます 。今日届け た手紙に しろ、冗談 だとばか り思っ てました。 た
またま父の五年の法要をしているとき、植樹祭のことが話題になり 、
見本林 の後輩に当 たる人が 、父は あのとき高 級官僚の 方の持ち場 に
ついた との話を してくれ たんです 。それも、 当初は知 事か代議士 を
サポー トする ことになっ ていたら しく、それ が本番直 前に、持 ち場
に営 林局の人 が割り込ん できたた め、順番が 一つず れたのだ ったと
聞い たもので すから。念 のために と思って 、当時の 資料を確 かめて
みた のです。 すると、話 のとお り資料と は異なった 位置に配 置され
たと いうこと がわかり 、あなた の名前に いき着いた のです」
良 太は、蛙 の子はな んとやら というの か、見本林 の臨時雇 いで細
々 と生活を している のだといっ た。
「臨時雇い ですが、 机は一人前 に与えら れていま して、父 が使って
いたパソコ ンも私に 割り当て られまし た。しか し、なぜか 、パソコ
ンの情報は 全て消去 され、つ まり、初 期化され ていて、そ のせいか
どうか、 元のＯＳ を入れて も立ち上が らないん です。結局 、修理不
能という ことで、 当時父に どのような 情報が入 っていた か、どの よ
うな情 報を発信し たか、な に一つわか らないま まです 。職場にお 願
いして 、しばらく 廃棄する のを待っ てもらっ てはいま すが」
僕は 、山口のパ ソコンに は、今目 の前にし ている暗 号が送られ 、
今日の 日に至る ように指 示がなさ れていたに 違いない 、と思った 。
酔い のまわっ た頭の隅 に、かつ てＳであっ たという ときの光景 が
微か に過ぎり 、そういえ ばそんな ストリーを 学習し たのでは なかっ
たか 、と思え てきた。
山 口も、僕 も、一人の Ｓだった のだから 。
一 人のＳが 、この世界 に現れ るため、 二人の肉体 を持つ人 間とし
て降 りてき た。Ｓで あったとき の僕は、 それらの全 てを知り 、十二
分 に訓練に 訓練を重 ね、降りて きた。
そこまで 考え、こ れは夢の中 でのスト ーリーだ ったなと 、改めて
思い直した 。
「偶然にし ては、話 が出来 過ぎている 。登場人 物は、親父 さんと、
僕と、君 と、古本 屋の亭主 と、Ｕと、 後はなん だろう」
僕は 、妻や娘のことを考えた 。祐子のことを考えた。彼女たちは、
どうい うストーリ ーのもと に僕と関わ ってき たのだろ う。
タイム・スクリーンが完成すれば、全ての仕組みと意味がわかる 。
Ｕの本 の内容を一 言でい うなら、 そういうこ とだ。
「妻と 出会った のも、父 が危ない というので 大急ぎで 帰郷した 病院
でな んです」
ほう 、と僕 はいった。
「妻 、いえ当 時は見も知 らない相 手だった んです。 彼女は、 二トン
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トラック の運転手 でしてね 。東京から 一晩かけ て街まで 衣類を運 ん
できて 、交差点に 入ろうと したとき、 突然タク シーが 目の前に潜 り
込んで きたという のです。 急ブレー キを踏ん だが、間 に合わなか っ
た。彼 女は震えて いました 。父の ベッドの端 で、頭を 垂れただ震 え
ていま した。加 害者なん です、彼 女。許せな かった。 出ていけと 怒
鳴った んです 。しかし、 肩を落と し出ていく 彼女を引 き留めた 。そ
のま ま、自殺 でもしかね ないと思 ったからで す。父 は、傷ら しい傷
は殆 どなく、 苦しい様子 もない。 安心して 眠ってい る、とい う表情
でし た。結局 、再び目を 開ける ことなく 、一週間後 に息を引 き取り
ました。彼女は、父の手にすがりついて声を殺して泣いていました 。
そう 、一週 間ずっと 付き添った まま、離 れようとし なかった 。それ
が 、妻です 」
うん、と 頷いたの だったか。 僕は、こ れだけ緻密 に作ら れたシナ
リオはない な、と酔 いのまわ った頭の 奥で一人 頷いた。
陽が落ち る頃、ア パートの まわりを 歩くのが 日課になっ た。
Ｕのパソ コンと 格闘を始 め、Ｕの本 を睨み、 これと思わ れる式を
加えた りしたもの の、最初 にＩＤを入 れたとき のあの 変化より先 に
進む気配もなく、いつ画面が消えてもおかしくない不安定な状態を 、
かろう じて保って いるのだ った。
良太 が持ってき てくれた ＩＤを 、プログラ ムらしい 数式のあら ゆ
る箇所に入力してみたが、反応はなかった。入れる箇所によっては 、
突然 画面が揺 らぎ、焦げ 臭い臭い がし、元々 能力の よくない パソコ
ン本 体が喘ぎ 始めてしま うのだっ た。ハー ドディス クを追加 し、メ
モリ を交換し ようとして も、外 部機種を 全く受け付 けようと しなか
った 。それだ け旧式の 機器であ り、一度 店に持ち込 んだが、 部品の
全て が製造 中止にな っていると いうこと だった。
耳の奥で 、いつも なにかが鳴 っていた 。
ときおり 窓の外を 眺めながら 、一日の 殆どをパ ソコンと 格闘しな
がら過ごし 、夕暮れ 前だけ 、息抜きの ため戸外 に出た。
戸外は、 秋の気配 に満ちて いた。
街路樹 の欅並木 の葉が、 真上からの 陽射しに 葉脈を染め 、残り日
を惜し むかのごと くにしな をつくり始 めた。 アパート のすぐ裏手 で
始まっ た架橋工事 の音も、 既に反対 車線側に 移ってし まった。
耳の 奥でいつも なにかが 鳴ってい るという 気配が、 戸外に出る と
止んだ 。胸いっ ぱいに吸 い込む空 気が、甘か った。ど こかで、 金木
犀が 匂ってい るのかもし れなかっ た。
いろ んな人 がいるもの だな、と 初めて気が 付いた。
アパートを出たばかりのコーナーに、小さな宝くじ売り場があり、
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買い手の 姿を殆ど 見たこと がないとい うのに、 三億円が 出ました 、
一億円 二本が出ま したなど と、大きな 赤字の札 が貼ら れている。 一
坪ほど の売り場に は、六十 年輩の女 性がいて 、目線を 合わせるた び
に肉饅 頭そっくり の頬を崩 し、笑 顔を返して きた。
少し 歩くと、携 帯電話の 店があり 、若い店 員二、三 人が、決ま っ
て五人 ほどの 客を相手に 笑顔を振 りまいてい た。
バス のターミ ナルまで 歩くと、 この停留所 を発し他 県の県庁 所在
地ま でいくと いう夜行に 、リュッ クを背負 った若者 たちが幾 組も乗
り込 んでいる のだった。
ターミナルの裏には、表通りからは気付かない深い木立があって、
小さ な鳥居 をくぐっ て入ると、 掃き清め られた境内 に出た。 境内は
か なりの奥 行きをも っていて、 表通りの 空気とは 違う密度 の濃い空
気が漂って いた。
境内を抜 けると、 飲食街にな っていて 、飲み屋 が開店準 備を始め
ていた。和 牛の店、 活き造り の店、居 酒屋と、 人の群れを 受け入れ
る準備に 余念がな いのだっ た。若い店 員が、ジ ーンズ姿で 玄関に水
を撒いた り、ドア の雑巾が けをしてい た。
飲食街 がかなり 長く続い た後、交差 点を挟ん でオフィ スが立ち 並
んでい た。銀行、 証券、旅 行、デパ ートとい うふうに 、この街の 中
心部へ と向かう。
僕は 、交差点を 渡らず、 十分ほ ど行き交う 人々の姿 を眺め、Ｕ タ
ーンし た。
近くのコンビニで弁当や、カップ麺を買って戻ると、湯を沸かし 、
夕飯 にした。
随 分バラン スのよくな い食生 活だとは 思いながら 、後半年 も食い
つな いでい ければよ いのだと考 えた。
タ イム・ スクリー ンが完成し たら、自 分の任務は 終わる。 シナリ
オは終わる のだ。
勝手に、 そういい 聞かせてい た。
妻や、僕 のＤＮＡ を受け継 いだ二人 の娘たち も、僕がど こでどう
なろうと 、関係な いだろう 。役所に籍 を置いて いたとした ら、マ ス
コミの 連中が放っ ては置か ないかもし れないが 、今の僕 には、ど ん
な死に 方だって許 されるの だ。
手持 ち金も、恐 らく後一 年ともたな いだろう し、保 険にも加入 し
ていな いので、医 者にか かるのに も具合が悪 い。いや 、かかるつ も
りはな い。
こうやって、カップ麺ばかり食べ、どこか酩酊した状態で過ごす 。
そう 、Ｕがパ ソコンと格 闘してい た頃の生 活は、敷 きっぱな しの布
団に くるまり 、髪の毛も 髭も伸ば し放題の まま、二 晩も徹夜 したか
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と思うと 、真昼に 涎を垂ら して眠ると いう、多 分今の僕 と似通っ た
ものだ ったに違い ない。
Ｕに 近付こうと いう切実 な願いが ある。Ｕ がたどり 着いた域に 、
できる だけ早く たどり着 きたい。
Ｕの 本は、ま さに魔力 に溢れて いる。そう 気付いた のは、ほん の
最近 のことだ 。
魔 力、そう 、Ｕは間違 いなく天 才であり、 疑いよう のない 異常者
であ る。しか し、間違い なく天 から下っ たかなりの エネルギ ーを手
中に していた に違いな い。
光 、量子、 重力など の世界を 超えてし まう強烈な エネルギ ーを、
と いえば、 最もＵを 、Ｕの世界 を表現す るのに適 している のではな
いだろうか 。
「過ぎ去っ た未来、 いつでも 出会える 過去への 誘い」
Ｕの本が 放ついい ようのない 呪縛が 、僕を纏 い始めてい る。それ
は、秘密 を覗いた 者がその 域から逃れ ようとす ると、容赦 なく抹殺
してしま うという 秘密結社 の掟にも通 じるもの がある。
とにか く、僕に は進むよ りほかに道 はない。
カッ プ麺を半分 残し、パ ソコンに 向かう。
電源 をＯＮにす ると、立 ち上が るのに二十 分を要し 、頼りなげ に
画面が 揺れ続 ける。これ が、はた してパソコ ンと呼べ るもので ある
のだ ろうか。 壊れかけた ゲーム機 の類ではな いのか といぶか ったこ
とも あったが 、型式はパ ソコンの それに違 いない。
ハ ードディ スクの容量 は今の標 準のもの に比べ、 十分の一 足らず
で、 メモリも そのレベ ルだから 、なにし ろ時間がか かる。反 応があ
きれ るほど 遅い。そ のくせ、ハ ードディ スクは忠実 に任務を こなそ
う とし、い つも歯ぎ しりに似た 音をたて 、唸る。
僕に、多 少でもＩ Ｔについて の心得が あったな ら、組み 込まれた
プログラム を新しい パソコン に移せる のかもし れない。
しかし、 目の前の パソコン は、奇妙 な音をた てて唸り、 ストレッ
チでもし ているの か、使用 者の僕に次 の正確な メッセージ を入れ る
のを要 求してくる といった 状態を崩さ ない。
久しぶ りに、ぼ くである 山口孝夫が タオルに 記してい たＩＤを 入
れてみ た。最初の ときに、 いきなり 、グアッ という衝 撃とともに 、
パソコ ンが鳴動し 、煙が あたり一 面にたちこ め、目を 開けること も
息をす ることも できない きな臭い 臭いが胸を 刺し、血 飛沫が飛 んで
きた ときの場 面を再現し てみよう とした。
ＩＤ を入力 してみる。
反 応がない 。
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もう一度 入力す る。やは り、反応は ない。
この間 、何十回 も同じＩ Ｄを入力し 、試みて みたのだ が、あの 爆
弾が炸裂し、手足が千切れ 、腹が裂け、という場面には出会わない。
なに かの法則が あるのか もしれな い。同じ ＩＤに反 応するとし て
も、な にかの規 則性がき っとある 筈だ。
僕は 、Ｕの本 を開く。 公式を読 む。
実証 作業の仕 上げまで 、後三パ ーセントの 仕事が残 されてい る、
とい う意味の ことが記さ れ、突然 後の記述 が途絶え る。その 同じ箇
所で 、何百回 立ち止まっ たこと か。
「そ う す る こ と に よ っ て 、
『過ぎ去った未来、いつでも出会える過去』
に、容易に入ることができる。理論は、百パーセント完成している。
残 るは 、
そ のことを 現実に 体験するこ とのでき るマシーン の完成だ 。
勿論、一つ の山に登 るのに無数 の道があ るごとく 、マシー ンの完成
だけが問題ではない 。ただ信じるという方法だけで 、
『過 ぎ 去 っ た 未
来、いつで も出会え る過去』 に簡単に 入ること さえできる のだ。い
うまでも なく、理 論は完璧 だ。理論は 、既に創 造主の寝乱 れた姿さ
え映し出 すことが できる」
という くだりが 続く。
天才 といわれた Ｕの頭脳 に、稲妻に 似たヒビ が走り 始めた時期 に
書かれ た部分であ ろうと、 当時の Ｕを知る教 授に教え てもらった 。
教授 は、Ｕとは 郷里も近 く、生 い立ちから 最期まで を、もっと も
よく知 ってい るといわれ る、現在 の物理学界 の大御所 だ。
「Ｕ の頭脳は 、ＩＱなど で計れる ものではあ りませ んでした 。未来
を知 っている 。過去も知 っている 。それは 、なにか の計算で 割り出
した とか、デ ータを駆使 して解 答を導く 、などとい うことと は全く
異な り、Ｕ自 身が今経 験してい ることを 、間髪を入 れずに表 現して
いく という 方法で、 われわれの 前に提示 するのです 。しかし 、それ
が まさにＵ の悲劇で もあるので す。Ｕの ことばに 信憑性が あるらし
いことがわ かればわ かるほど、 客観的な 論拠や 証拠、つま り資料の
提示を求め ずには済 まないの です。Ｕ は、私た ちの顔を、 いったい
何度、なん という哀 しい目 でみやった ことでし ょう」
教授は溜 め息をつ き、
「学問 の保守性、 学界の排 他性、人間 という存 在の浅ま しさが、 Ｕ
の頭脳にヒビ割れを植え付けていったのかもしれません。もっとも、
Ｕ自ら 、遅かれ早 かれ、そ の頭脳に ヒビ割れ を作らな いことには 、
存在す ること自体 が危う い領域に 近付くこと になった と思われま す
けどね 」
唇を 引き結び 、それ以 上をいっ てはならな いのだ、 と小さく首 を
振り 、教授は 足早に離れ ていった 。
そ れは、数 週間前のこ とだ。
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僕の母校 であり 、Ｕの母 校でもある 大学の物 理学教室を 訪ね、教
授に面 会した。教 授とは初 めての対面 ではなか ったが 、僕がＵの 残
したパ ソコンを手 に入れた というこ とが、教 授のこの ことばを引 き
出した のだった。
「悪い ことはい いません 。そっと しておいた 方が、き っとあなた の
ために 、いえ みんなのた めになり ますね」
別れ 際に、教 授はそう 囁いた。
祐 子から連 絡が入った 。祐子の 声を聞く のは、五 年ぶりだ った。
「も し、お忘 れでなか ったら」
祐 子の声は 沈んでい た。
ど うして僕 の住所 と電話がわ かったの か。それも 、なんで 今なの
だろうか。
目の前に 、五年前 の、いや六 年前現に 僕の手の 中にいた と同じ祐
子がいる。 ちっとも 変わって いない。 ただ、子 を持つ女の しなやか
さが全身 を包んで いた。
「なにか 変わった ことでも 」
喫茶店の窓際に席を取ると、伏し目がちな祐子の顔を覗き込んだ 。
形のよ い小さめの 唇が、一 メートル の距離に あった。 なにより、 少
し横を 向いたとき の鼻梁か ら唇に かけての輪 郭が一段 と美しさを 増
してい た。
「お詫 びしな くては」
祐子 は、や やあってキ ッと視線 を上げた。
「息 子は、補 佐の子供で す」
僕 は、あん ぐりと口を 開けてい たのかも しれない 。
「申 し訳あり ません。 結婚して 、一年目 に生まれた 息子は、 補佐の
子供 です」
「 そんな」
「補佐には 、一年目 に生まれた という報 告をし ましたが、 出生はそ
の二月前な のです。 届け出は 、その二 月前に済 ませていま す。主人
も、自分の 子供では ないこ とは知って います」
「馬鹿な 」
「結婚 式の数日前 、補佐と 最後の夜を 過ごしま した。私 は、可能 日
である ことを偽り 、補佐に は安全日だ と申し 上げまし た」
あの 晩のことを 思い出し た。
「今、 授かったの だと感 じました 。もっとも 、それは 女の勘にし か
過ぎま せんが」
「で も、なぜ 」
「補 佐になに かをお願い しような んて、考 えたこと もありま せん。
ただ 」
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「ただ」
「ええ 、主人とは 殆ど。最 初の二月ほ どだけ」
僕は 唸った。祐 子の大理 石の色に似 た肌を思 った。
「主人 が帰宅する のは、い つも十 二時を過ぎ ます。そ して、六時 に
は起き 、出勤し ます」
祐子は、夫の忙しさのことをいっているのかと思っていると、
「主
人が 帰る家は 、私の元で はないの です」とい った。
僕 は、全て を察した。
祐子の夫が帰るのは、僕の妻のところだ。祐子たちの結婚式の日 、
妻の 表情がこ れ以上は ないとい うほどに 輝いていた 。
祐子は、紅茶を半分残したまま帰っていった。振り返らなかった。
僕 の心の中 で、一 枚の青磁の 皿がふっ と舞い落ち 、砕け散 った。
良太からメ ールが届 いた。
「大切なこ とを忘れ ていまし た。父か らいつも 聞かされて いたこと
です。タ イム・ス クリーン についてで す。Ｕが 開発しよう としたタ
イム・ス クリーン は、Ｕの 能力をもっ てすれば たわいも ないこと だ
ったの ではないか というこ とです。こ れは、私 の勝手 な憶測なの か
もしれ ませんが。 もともと 林業手で しかない 父が、Ｕ のことなど ま
ともに 知り得たと は思えま せん。 しかし、父 は見本林 の中で、た び
たびＵ に出会っ たらしい のです。 もっとも、 父の表現 を借りれば 、
ホーム レスの 仲間にとい うことに なりますが 。Ｕは（ Ｕに違い ない
と、ほんの今気付いたばかりです）、見本林の端に置いてあるベンチ
に寝 そべり、 ときには息 をするの さえ止め 、目玉だ けを宙に 彷徨わ
せて いたと聞 きます。蓬 髪を風 になびか せ、目玉だ けを動か し、手
足を だらりと 投げ出し 、という 異様な風 体に、父は 最初の頃 何度か
一一 九番を したとい います。と ころが、 Ｕは救急車 がくる直 前に、
決まってスッと姿をくらますのだそうです。それだけのことですが、
ただ見本林 の若い職 員の一人が 、Ｕの頭 上に虹 が架かるの を見たと
いいます 。多分Ｕは 、
『過ぎ去った未来、いつでも出会える過去 』の
うちを、度 々訪れて いたの ではないで しょうか 。この話を 何度も聞
かせてく れた父の ことを、 思い出しま した。父 は、Ｕが去 った後 の
ベンチ に腰を下ろ し、その 一角の清々 しい気に 打たれ、 ただ者で は
ないと 思ったとい います。 Ｕが寝そべ ってい たベンチ の周囲では 、
樹木が 一気に三年 の成長を してみた り、古木 が柔らか な目を出し 、
花を咲 かせること さえよ くあった といいます 」
良太 のメールの この部分 は序文 に過ぎず、
「こ れは、戻 ってから考 えた私の 憶測にしか 過ぎませ んが、Ｕ はタ
イム ・スクリ ーンを完成 していた のではな いでしょ うか。完 成し、
発表 しようと したのでは ないでし ょうか。 しかし、 激しい抵 抗にあ
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った。例 えば、薬 を打たれ 、コンクリ ートの壁 で閉ざさ れた場所 に
監禁さ れた。Ｕの 頭脳にヒ ビが入り始 めたのは 、その 頃からでは な
いでし ょうか。こ う考える と、なに かがスッ と抜けて いくのです 。
という のも、父の 遺品を整 理して いるうち、 宛名のな い一通の手 紙
を見つ けたので す。この 手紙は、 鍵などかけ ない父の 引き出しに 無
造作に 入れら れていたも ので、始 めからその 存在には 気付いて いま
した。今回 、改めて中身を確かめてみようとして、Ｕからのものだ、
とな ぜか確信 するものが ありまし た。中身 には、閉 ざされた 部屋か
らみ る空の色 のことが綴 られて いますが 、あいかわ らず意味 不明の
アル ファベッ トや数字 が並べら れ、便箋 七枚にもわ たってい ます。
Ｕが 亡くな る半年ぐ らい前のも のだと思 われます。 なぜ、父 の元に
Ｕ の手紙が 存在する のかという 疑問は置 いて、何 度も字面 を眺めて
いるうち、 その中の 一行に釘付 けになっ たのです 。その一 行を記し
ます」
とあり、 やはり二 十桁のアル ファベ ットと数 字が交互に 並んだも
のが、最 後に記さ れていた 。
僕は、思 わず唸 った。ぼ くである山 口が、僕 に残したメ ッセージ
に間違 いないと、 直感した 。
山口 は、良太に 僕と会う ことを勧め た。山口 自身が 勧めたもの か
どうか はわからな いが、良 太と僕 は一つの点 で出会っ た。
時間 と空間が織 りなすと いうタ イム・スク リーンの 、その定め ら
れた一 点にお いて。
僕 は、良太 の確信は恐 らく間違 いのないこ とだろ うと考え る。ど
うい う意図で 、どういう 経路で 、Ｕの手 紙が山口の 元に届い たのか
は置 くとして 、古本屋 の亭主を 介し、Ｕ が僕の胸に 一本の矢 を放っ
たこ とは間 違いない ものと信じ ることが できる。
Ｕ のパソ コンに向 かい、いつ ものとお り、僕の頭 文字Ｙを 記し、
ＩＤを求め るところ まで進んだ 。
良太が寄 越した二 十桁の記号 番号を記 入する。
記入した 文字群が 、すぐに 弾き出さ れてしま うのか、な んとかプ
ログラム の中に潜 り込んで いけるのか 。なにか が沸騰し、 なにか が
腐りゆ くのに似た 臭いが漂 い、黒の画 面のまま 五分、六 分と時間 が
過ぎる 。
ハー ドディスク が悲鳴に 近い唸りを あげ、千 切れそ うな機械音 ま
でたて るものだか ら、僕 はパソコ ンの心臓部 に異変が 起きたので は
ないか と、何度 主電源を ＯＦＦに しようとし たかしれ ない。
いき なり、画 面に稲妻 が走り、 耳をつんざ く轟音が したかと思 う
と、 かすかに 「次へ」と いう文字 が地底か らせり上 がり、徐 々に鮮
明な 画像へと 変わってい く。そし て、Ａ、 Ｂ、Ｃと いう文字 が点滅

- 33 -

し始めた 。
生唾を 飲み下し 、僕は、 Ｕのプログ ラムのど こかが動 き始めた の
かもし れない、と あわてて 本のペー ジを繰っ た。
しかし、どこを繰ってもこの画面について触れている箇所はない。
パソ コンは、Ａ 、Ｂ、Ｃ の文字を 画面いっ ぱいに押 し出し、唸 り
は相変 わらず であるが、 機械音は 消え、とに かく、次 の選択を 迫っ
てい るのだっ た。
と うとう、 Ｕのタイム ・スクリ ーンへのル ートに乗 ったの であろ
うか 。向かい 合っている のは僕 だけであ るから、そ う感じる 、とし
かい い表す術 がない。
僕 の頭の中 を、アパ ートもろ とも吹き 飛んでいく 自分の姿 が過ぎ
っ たが、も とより恐 怖などない 。そうい い切れば 嘘になっ てしまう
が、進むよ りほかな いのだ、と いい聞か せた。
Ａ、Ｂ、 Ｃのどれ を選択する か、逡巡 した。そ の逡巡の 間に、エ
リートとい われる官 僚であっ た自分、 今も中央 官界の中の 流れを泳
いでいる妻、二人の娘 、大理石の色に似た滑らかな肌をもった祐子 、
出会った ことのな い祐子の 子供、ぼく である林 業手の山 口、息子 の
良太、 古本屋の亭 主、精神 病院で死ん だという Ｕらの 面影が目の 前
を走り 、Ｓであっ た頃の自 分の顔を まじまじ と思い出 し、父や母 の
顔まで はっきり思 い浮かべ た。
それ が、はたし てどれだ けの時 間であった のか。十 分か、二十 分
か。あ るいは 、一秒にも 満たない 時間だった のかもし れない。
僕 は、無意 識の中でＢ を選択し た。
途 端に、な にかが木端 微塵に砕 けた。
僕 を取り巻 く全てが、 木端微 塵に宙に 放り出され 、猛烈な 勢いで
空間 を走る 。あわて て目を開い た僕の前 に、巨大な 暗黒の空 間が広
が る。茫々 と、果て のない空間 だ。
ああ、今 アンドロ メダ座大星 雲が誕生 したのだ 、という 誰かの声
が高らかに 響く。一 ミクロン にも満た なかった 星の卵のエ ネルギー
が、今封印 を解かれ たのだ 。
放たれた ことばが 駆けめぐ り、冷や 冷やとし た光景がゆ っくりと
四方八 方に伸びて いく。
一転、 場面が変 わった。
恐竜 族の頂点に 立ったチ ンタオザウ ルスの首 長の演 説が、佳境 に
入った 。
「われ われ同胞 の、幾世 紀を費や し、幾多の 屍を乗り 越えた、 英雄
的な 血と誇り と汗の成果 が、今完 璧に成就し た。決し て忘れる こと
ので きない憎 悪をも呑み 込むとい う、われ われの偉 大な叡智 によっ
て、 永遠に止 むことはな いと思わ れた戦火 の時を脱 し、未来 永劫に
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続くべき 道に、わ れわれは 、まさに今 到達した 。この勝 鬨を、謹 ん
で天に 捧げるもの である」
チン タオザウル スの首長 は、長い演 説を終え 、マスコ ミ陣のフ ラ
ッシュ を滝のごと くに浴び ながら 、最も天に 近いとい われる山の 頂
から、 世界に向 かって力 強く宣言 した。
その ことばが 、終わる か終わら ないかとい うときだ った。チン タ
オザ ウルスの 首長を始め 、全世界 で首長のこ とばを 歓喜の喝 采とと
もに 聞いてい たチンタオ ザウルス たちは、 瞬時に、 そのまま の姿勢
で凍 り付いて しまった。
恐 竜族の長 チンタオザ ウルスが 、世界 を制覇し、 天に向け て勝利
宣言 をした 瞬間に、 彼らは絶滅 の橋を渡 ったのだっ た。
僕 の前で、 フラッ シュを浴び 、高らか に首を天に 伸ばした 首長の
顔が、勝利 の宣言を した瞬間の ままに凍 り付き、 歓喜の表 情を崩す
間もなく息 絶えた。
場面は、 さらに一 転する。
街に人が 溢れ、さ まざまな 人種がい き交って いる。白人 も、黒人
も、黄色 人種も。 国境がな くなり、戦 争が絶え て久しい 。しかし 、
いき交 う人々の顔 は憂いに 満ちている 。
新た なエネルギ ー源の発 見と、新種 の食糧を 獲得し たため、衣 食
住に事 欠くことは ないもの の、頻 発する地震 や洪水で 、人口の三 分
の一が 死に絶え た。死に 至らなく とも、重傷 、軽症、 感染症を合 わ
せると 、実に 半数が被害 に遭い、 街は疲弊し た病人で 溢れてい る。
学校 も、役 所も臨時の 救護所に 当てられ、 車という 車は救急 車代
わり となった 。
世 界のリー ダー国家が なくなっ て一世紀 を刻もう としてお り、飽
食を 重ね、動 き進むこ とを忘れ た人々の 平均寿命は 三十四歳 と、毎
年低 下する 一方であ る。
暫 定政府 の若い大 統領は、二 十人の裸 婦を傍に侍 らせたま ま記者
会見に臨み 、生殖行 為こそ人類 に課せら れた第 一義であり 、この危
機を脱する 道は他に ない、と のメッセ ージを全 世界に発し た。
「産めよ、 増やせ」
「奥底に 眠るわが 種の魂を 鼓舞せよ」
「身内 に流れる、 己の血を 誇るのだ。 賛美する のだ」
「必ず や、われわ れ人類は 勝利する。 それは 、われわ れの内にあ る
闘争本 能に目覚め ることに よってだ 」
「本能 の火を燃や せ。怠 惰な自ら を叱咤せよ 」
「事は 急ぐのだ 」
テレ ビ画面か ら、大統 領の声が 空しく流れ 、落ちて いく。
街頭 の大画 面の前に立 ち止まる 人もまばら で、オフ ィスに動 く人
影も 少ない。 出勤しよう にも先日 の洪水で 家が流さ れ、線路 が流さ
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れ、社員 自らも濁 流に呑ま れた。
衣食や 住居の手 当は、過 去の遺産で なんとか 賄われて いるが、 気
持ちの 奥底に巣く う虚脱が 、食物を 自分の口 に運ぼう とさせない 。
一人 が消費する 食物は、 標準カロ リーの半 分程度だ し、大きな エ
ネルギ ーを要す る出産に 至っては 、殆どの女 性が耐え られない。 育
児とな ると、 もはや個人 の手に負 えないので 、国家の プロジェ クト
が、 周囲を鉄 条網で囲ん だ施設の 中で、特命 を帯び て行って いる。
か つて、平 和の祭典と 賛美され 、速さと、 強さと優 美さを 競って
いた オリンピ ックなどは 、はる かな遠い 伝説でしか ない。
「闘 え、闘う のだ」
大 統領は、 ヒステリ ックに、 同じフレ ーズを三度 叫んだ。
僕は、薄 れていき そうな気持 を振り絞 り、目の前 のパソ コンの画
面にＣを取 り込むよ う、指示 を送った 。Ｃを、 Ｃを、キャ ンセルを
と叫び、マ ウスを懸 命にクリ ックした 。
そのまま 倒れ込も うとする 寸前に、 パソコン は黒い画面 に戻り、
また唸り 音をたて ていたが 、やがて初 期画面に 立ち返っ た。
僕は、 その場に 崩れた。
気を 失っていた のか、眠 っていた のかわか らない。
ふら つく体をや っとのこ とで半 分起こした とき、日 はとっぷり 暮
れてい た。五 時間以上も 、畳に突 っ伏してい たことに なる。
パソ コンは と見ると、 初期画面 のまま机に 乗ってお り、マウ スは
僕が 倒れ込む とともに垂 れ下がっ たとみえ る。
Ｕ の本は足 元のあたり に飛び、 ページの 何枚かは その周囲 に散ら
ばっ ていた。
夢 だったの かもしれ ない、と 思った。
頭 の芯に 鈍い痛み があった。 重苦しい 思いが胸を 塞いでい た。
「過ぎ去っ た未来、 いつでも出 会える過 去」
に出会っ たのだっ たかどうか 、僕のう ちには判 然としな いものが
ある。
Ｕのプロ グラムは 、バーチ ャルな体 験をも目 指している 筈だった
から、 あるいは目 標の一端 に触れたの だったか もしれな い。
しかし 、多くの 学者たち が口を揃え ていうと おりに、 ゲームの 世
界を彷 徨っただけ だったの だといえ なくもな い。しか し、例えゲ ー
ムであ ったとして も、こ れまでの 常識を覆す 迫真のゲ ームではあ る
のだが 。
明け 方の戸 外は、薄手 のシャツ では寒いほ どだった 。
道 路には、 朝刊を配る バイクが 走り、老い た夫婦 連れや、 野良犬
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たちが歩 いていた 。
「これ は、珍しい 」
斜め 後ろから声 をかけら れ振り向い たが、思 い当たら ない顔だ っ
た。眼 鏡の奥で、 細い目が 笑って いる。
「どう です、楽 しめてま すか」
よく 見ると、 古本屋の 亭主であ る。いつも うず高く 積んだ、黴 の
臭い のする本 の間に埋も れている 姿しか見た ことが なかった のに、
百八 十センチ を越える長 身で、四 十年輩に しか見え ないトレ ーニン
グシ ャツ姿の 亭主は、い たずら っぽく笑 った。
「い や、わた しもね、 結構バー チャルゲ ームは見て きました が、Ｕ
のは スケー ルが違い ますからね 」
「 Ｕの例の パソコン 」
「あれはガ ラクタで すよ。なに をどうし たものか 、全く使 いものに
なりません 。わたし は、もう 一台Ｕが 実際使っ ていたゲー ム機をも
っていましてね。これは商売柄その筋から転がってきたものでして 、
こいつは すごい。 関ヶ原の 戦いと銘打 ったやつ など、家康 の心臓に
コンマ三 ミリの距 離まで刃 が迫るとい うもので して、さ すがに超 エ
リート の物理学者 、Ｕの才 能には喝采 ですな。 それが 、なにを間 違
って精 神病院に入 れられた のやら」
亭主 は、機嫌が よい。い つも、古 本の奥で あくびを 噛み殺しそ う
な表情 をしてい る亭主と は、別人 だ。
「Ｕの 本、あ れは」
「Ｕ の本には 違いありま せん。で も、あれは Ｕが変 質してし まって
から の作のよ うで、誰一 人相手に した形跡 はありま せん。無 理もな
いで すよ、将 来を最も嘱 望され たＵが、 ひょんな事 件を契機 に変わ
り始 めたとい いますか ら」
亭 主は 、
「Ｕが変わり始めたのは、頭を休めるために、見本林を訪
ね 始めてか らだとい われていま す。そこ のベンチ に腰を下 ろし、仮
眠をするの が楽しみ だったとい います。 ところ が、自分の 後ろの古
木が急に若 い芽を吹 き、細か った樹が 一気に三 年の成長を とげると
いったこと が続き、 だんだ ん軌道をそ れていっ たといいま す」と声
をひそめ る。
「なに 、わたしが 使ってい るゲーム機 のソフト ウェアは 、Ｕが若 い
頃に考 案したのを 業者が製 品化したも のでし て、しか し、ちょっ と
危険な 思想が盛り 込まれて いるとい うことで 、市場に 出る寸前に 販
売禁止 となったも のです 。でも、 さすがに当 局が目を 光らせるだ け
のこと はあり、 迫力満点 ですよ」
亭主 はそれだ けいうと 、ジョギ ングの続き を再開し 、路地の向 こ
うに 消えてい った。
僕 は、これ 以上いくあ てもない のに気付き 、アパ ートへの 道を引
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き返した 。携帯電 話の店は 閉まってお り、コー ナーの宝 くじ売り 場
には、 三億円出ま した、と の赤字の札 が貼られ ている ものの、い つ
もの年 輩の女性の 姿はない 。
ポケ ットを鳴ら し、鍵束 を取り出 す。いち いち鍵を かける必要 な
どない のだが 、長年の習 性でやは り施錠して しまう。
おや 、と思っ た。
ド アが数セ ンチ開いた ままにな っており、 隙間から 僕ので はない
靴が 見える。
瞬 間身構え た。今の僕 に、なに が起き ようが、な にが起こ るまい
がな にも関 係ない。 そう思い直 し、ドア に手をかけ た。
祐 子だった 。祐子 が玄関の土 間に立っ ている。
「ごめんな さい」
祐子は、 泣きはら した目を向 けた。
「ドアが開 いていた んです。 それで、 勝手に入 り込んでし まいまし
た」
僕は 、いいんだよ 、と祐子の肩をポンと叩いたのだったかどうか 。
パソコ ン、畳に 散らばっ たＵの本、 カップ麺 の夥しい 袋。脱ぎ 捨
てた下 着。紐にぶ ら下げた シャツと ズボン。 塵籠を溢 れた屑。敷 き
放しの 布団。
僕が 佇んでいる と、祐子 が後ろ から背中に 飛び付い てきた。全 身
を震わ せ、涙 に濡れた頬 を擦り寄 せているら しい。僕 のシャツ を掴
む指 先に、力 が込められ る。
「ご めんなさ い」
そうやっていると、だんだん祐子の興奮も落ち着いてきたらしく、
スト ンと床に 落ちた気 がした。
振 り返ると 、祐子の 手首に無 数の切り 傷があり、 二筋の傷 から血
が 滴ってい た。
「なんだ、 これは」
驚いて叫 ぶと、祐 子は閉じて いた目を うっすら と開け、 弱々しく
首を横に振 った。
「どうし た」
祐子の 肩を揺す る。
「ごめ んなさい。 子供を手 にかけ」
祐子 は、僕の腕 の中で首 をガクリと 仰向けに 垂らし た。
「なん だというん だ」
僕は 、祐子の手が握りしめている携帯電話を引き抜いた 。急いで 、
一一 九番をプ ッシュする 。
「し っかりし ろ、大丈夫 だ」
僕 は、着て いた自分の シャツを 脱ぐと、祐 子の腕 にきつく 巻き付
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けた。し かし、祐 子の顔は みるみる蒼 白に変わ っていく 。
祐子の 頬を殴っ た。しっ かりしろ、 と叫びな がら殴っ た。
救急 車のサイレ ンが近付 き、止まっ た。
僕は 、いったん 祐子から 離れ、ベ ランダに 走り出た 。救急隊員 の
一人に 合図をし 、部屋に 戻った。
しかし、祐子の姿がない。透き通りそうな顔色で横たわっていた 、
祐子 がいない 。
机上のパソコンが、グワッという音をたて、起動を始めたらしい 。
見る と、パソ コンの置か れた机 傍のガラ ス戸が開け られ、ガ ラス戸
の向 こうに人 影がある 。
「な んでそ んなとこ ろに出る」
ガ ラス戸の 向こう には、畳一 枚ほどの スペースが あり、物 干場に
なっている 。五階の テラスなの だ。
「じっとし てろ、動 くんじゃ ない」
ゆっくり と、祐子 が振り返っ た。白 い顔だっ た。鼻筋か ら顎にか
けての鮮 やかな線 が、美し かった。
祐子は、 唇だけ を動かし た。
次の瞬 間、祐子 の体は腰 丈ほどの柵 を巻いて 後ろに倒 れ、スロ ー
モーシ ョンとなっ て宙に躍 り出た。
突然 、パソコン の画面が 部屋全体 を取り込 むかの如 く、巨大な 動
物の口 に似た深 紅の画面 を映し出 した。
（了）
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