命の恩人は黒装束
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﹁なつかし ﹂
﹁何だ�け ︒ノスタルジア 的な 意味とは 違うんだ�たよね ︒待�て ︑思
い 出せそう ﹂
私は 目を 閉じて 指で 眉間をもんでみた ︒昨日授業で 覚えたはずの 古文
単語は ︑たしかにまだ 遠くまでい�ていない ︒どちらかといえば ︑目の
前にある ︑裏返�たカ�ドみたいだ ︒でも 手が 出ない ︒私の 内側にあり
ながら 関係できない ︒思いきり ﹁手﹂を 伸ばそうとすると ︑自分がいき
なり 澄んでしまうような 感じがした ︒
どこかで 犬が 低く 吠えた ︒川風は 軽く 湿�ていた ︒
﹁これ 以上待�たらあんたの 眉間からおかしな 煙が 出てきそう ︒①親し
みやすい ︑②心ひかれる 様子だ ︑慕わしい ﹂
高らかに 読み 上げると ︑チカは 颯爽と 単語集を 閉じた ︒
﹁もうち��
とで 思い 出せそうだ�たのに ﹂と 自分でも 真偽のわからないことを 言い
ながら ︑私も 埃�ぽい 腰掛から 立ち 上がる ︒
週に 一 度︑ 古 文の 単 語テストの 前 日は 放 課 後︑チカと 川 原のあずま
やでかわるがわる 問題を 出し 合うのがならいにな�ている ︒家に 帰�て
まで 勉強する 気にはなれない ︒私たちは 夕暮れの 土手の 上を 自転車で 走
�た ︒川は 暗い 青に 染ま�て 平たく 流れ ︑対岸の 景色はゴルフの 練習場
から 雑木林へ ︑高くほ�そりとした 煙突が 何本も 並んだ 工場へと 移ろ�
た ︒煙突から 出てきたばかりのような 格好で 小さな 月が 浮かんでいる ︒
﹁あらまほし ﹂﹁いまめかし ﹂
﹁はかばかし ﹂
﹁ひがひがし ﹂
﹁まめまめし ﹂
覚えたばかりの 形容詞を 私たちはふざけて 口々にとなえた ︒すれちが�
た ︑恋人らしい 二人組が ︑呆れたように 微笑み 交わすのがわか�た ︒
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記憶力は 人並みだと 思う ︒ただ ﹁私が 思い 出したい 一瞬はどうしても
私の 記憶にはない ﹂ということの 憂いと 白熱を 経験する 頻度は ︑平均的
な 高一よりたかいかもしれない ︒私はかつて 間一髪で 命を 救われた ︒け
れど 幼すぎたから 片鱗も 覚えていないのだ ︒
堤からゆるやかな 弧を 描いて 曲がる 坂 道の 裾に ︑きり�としたアイ
スクリ�ム 店がある ︒ところどころ 放心しき�たようなこの 郊外の 小さ
な 街にあ�ては 突 出した 魅 力を 持つ ︒ここに 立ち 寄るのももう 恒 例だ
�た ︒白と 芥子色と 黒できりりと 統一された 店内にはテ�ブル 席もある
が ︑ 私たちは 道に 面して 開かれた 窓 口からアイスを 買�て 自 転 車にま
たが�たまま 味わう ︒似たところの 少ない 二人だけれど 屋外好きは 共通
だ︒
店の 外壁に 備え 付けられた 白熱灯の 照明器具が ︑光で ︑それ 自身の 形
を 投影している ︒
﹁あ ︑ペ�トボトルさ�きのとこに 置いてきた ﹂
スク�ルバ�グに 大人びたデザインの 財布を 戻してチカが 呟いた ︒
﹁取りに 戻る ﹂
﹁ううん ︑もう 空だ�たし ﹂
端 的に 短いスカ�トから 足を 投げ 出し ︑チカはあ�さり 笑んでアイ
スクリ�ムを 舐めた ︒クセのある 短髪が 似合うきわめて 中性的な 顔立ち
と ︑それを 裏切るようにグラマラスな 体つきとのバランスは ︑ある 種の
光沢みたいだ ︒皆と 同じ 制服を 着ていても ︑彼女を 意味ありげに 浮かび
上がらせる ︒ほどなく 鳴り 出した 携帯電話に 彼女は 出た ︒掌の 温度でブ
ル�ベリ�アイスが 溶けていくのを 平然と 眺めながらチカは 気安げに 通
話を 続けている ︒相手が 喋�ている 間に 舐めたりもしない ︒彼女はび�
くりするほど 友人が 多い ︒
﹁ごめんごめん ﹂
私にかアイスにか ︑ 景 気よく 謝りながらチカが 携 帯をスカ�トのポ
ケ�トに 突� 込んだので ︑我に 返�た ︒自転車にまたが�て 待つあいだ
中︑私は 白い 漆喰壁に 落ちた 仄暗い 影の 形を 見ていたらしい ︒それを 白
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ペンキで 塗りつぶすことばかり 繰り 返し 想像していた 自分に ︑ち��と
うろたえた ︒
いつもの 辻まで 来て ︑﹁うし ﹂﹁こころにくし ﹂と 手を 振り 合�て 別れ
た ︒彼女の 後姿が 角を 曲がるのを 見届けてから 私は 自転車の 向きを 大い
に 変えた ︒もと 来た 道をもくもくと 戻�て 川原に 出る ︒
風に 倒されたらしくペ�トボトルはあずまやのざらついた 床に 転が�
ていた ︒拾い 上げて 見回し ︑分別のゴミ 箱に 放り 込む ︒途中に 川を 挟ん
で 一列につらなる 鉄塔︑その 間の 電線が 夜風にしな�て 大げさな 音を 立
てた ︒長い 橋の 上をとおる 車の 数はまばらだ ︒
こういうことをいつもするわけではない ︒私はただなぞ�ているだけ
なのだ ︒自分がここにいることの ﹁理由﹂からあんまりずれてしまわな
いために ︒つじつまを 合わせるように ︒頭皮の 裏側へ ︑しびれるような
感覚が 静かにはりついていた ︒私は 自転車を 飛ばした ︒アイスクリ�ム
屋の 角を 曲がり ︑暗い 竹林沿いの 道を 突� 切る ︒
竹林の 半ばに 立つ 旧家の 屋敷脇を 通り 抜けようとしたとき ︑私はふと
見えない 何かをとらえて ︑速度をゆるめた ︒実際に 物音がしたのか ︑濃
厚すぎる 気配を 察しただけなのか ︑自分でもわからない ︒その 解明があ
まり 安全な 選択肢でないことだけはたしかだ�た ︒目を 細め ︑延々とつ
づく 生垣越しに 眺めると ︑立派な 門灯は 点いているが 母屋にはほとんど
明かりがない ︒身を 硬くしてペダルを 踏む 足に 力をこめた ︒
﹁誰かいるみたい ﹂
少し 離れたところからだしぬけに 幼い 女の 子の 声が 聞こえたのと ︑く
�きり 瘦せた 若い 男が 途轍もなくそう�と 生垣の 隙 間から 抜け 出てき
たのと 同時だ�た ︒反射的に 凝視した ︒薄い 眉にかかる 黒い 前髪︒見る
者を 押し 返すようなきついまなざし ︒屋敷の 人間ではない ︒私の 知り 合
さ はら
いだ ︒私は 思わず ﹁あれ ﹂と 言い ︑佐原さんは 妙に 陰気な 驚愕の 表情を
浮かべた ︒﹁お 母さん ︑ねえ 誰かいるみたい ﹂ともう 一度生垣の 向うか
ら 女の 子の 声がした ︒枝葉を 搔き 分けた 格好の 佐原さんは ﹁俺にこがせ
ろ ﹂と 一瞬で 言い ︑数秒後には 私は 華々しい 速度で 風を 切る 自転車の 後
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輪の 軸に 立�ていた ︒
街 灯の 下を 通�たとき ︑ 彼が 黒 装 束であることに 気づいた ︒バ�ク
パ�クまでどす 黒い ︒佐原さんはなにやら 一心だ�た ︒カ�ブで 自転車
の 持ち 主を 畑に 振り 落としても 気づかなさそうなので ︑意外と 堅牢な 彼
の 肩にどうにか 指を 食い 込ませた ︒やむなく 瞠�た 目に 夜がどしどし 映
る ︒最初の 角で ︑案の 定ブレ�キもそこそこに 曲がると ︑彼はま�しぐ
らに 駅前の 繁華街を 目指した ︒
私は 陸橋のたもとでや�と 自分の 自転車から 降りることができた ︒膝
がち��と 震えていた ︒私たちを 追い 越した 中年男性が 傍のスナ�クの
ドアを 押し 開けると ︑中からカラオケの 演歌がどさ�と 流れてきて 再び
くぐもる ︒繁華街とい�ても 枯淡なものだ ︒ネオンさえ ︑通りを 盛り 上
げるよりは ︑行き 交う 人々に 互いの 顔の 中の 悲しみを 発見させるのに 一
役買�ていそうな 風情だ ︒
佐原さんは 額に 浮かんでくる 汗を 黒い 長袖の シ�ツでしきりに 拭�
ている ︒小さな 四角い 爪だと 思�た ︒今年で 二十九のはずだ ︒どこか 奥
ゆかしい 品のある 顔立ちに ︑そこはかとなく 暴力的な 表情を 重ねたやや
こしい 容貌の 彼は ︑在宅で 書籍の 校正の 仕事をしている ︒スク�ルバ�
グを 左肩に 掛け 替えて 私は 言�た ︒
﹁あそこで 何や�てたの ﹂
﹁ち��と 用事があ�て ﹂
お 茶を 濁すせりふはお 茶を 濁す 声音で 言うものだとばかり 思�てきた
が ︑彼はまだ 少し 乱れている 息遣いの 合間に ︑ずばりと 言�た ︒いつ 聞
いても ︑乾燥していて 嵩のある 声だ ︒私もそれ 以上問いただすつもりは
なか�た ︒彼がそう 言うなら 善き 用事だ�たはずだし ︑彼が 生垣の 隙間
から 憔悴しき�た 様子で 出てきたならそれに 見合うだけの 価値ある 行為
がこの 世に 送り 出されたはずだからだ ︒佐原さんは ﹁じ�あ ﹂と 踵を 返
し ︑私は 手を 振�て 自転車をこぎ 出そうとした ︒
﹁亜季﹂
彼はふいに 大声で 私を 呼びとめた ︒近づいてきて ︑ポケ�トから 出し
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たくたくたの 一万円札を 握らせる ︒
﹁何これ ﹂
しわを 伸ばしながら 訊いた ︒佐原さんは 何も 言わなか�た ︒赤いネオ
ンがまくしたてるように 瞬いていた ︒
﹁おこづかい ﹂
私は 笑�て 彼の 目を 覗き 込んだ ︒彼はあらぬ 方向を 見遣�た ︒そして
そのまま ︑陸橋の 階段をのぼり ︑見えなくな�た ︒口止め 料と 瓜二つの
おこづかいは 折り 畳んで 生徒手帳に 挟んだ ︒一円玉でもよか�たのに ︑
と 思う ︒佐原さんがくれるものなら 何でも 大事すぎて ︑どうせ 使えない
のだ ︒
彼に 私は 命を 救われた ︒そのことに 疑いをさし 挟む 余 地はない ︒ 私
が 覚えていないだけだ ︒なにしろ 二歳になる 直前のことだ�たから ︒よ
うやく 歩けるようにな�た 頃で ︑両親に 公園へ 連れてい�てもらう 途中
だ�た ︒その 対岸の 道で 母は 古い 知り 合いと 出会�てお 喋りにのめりこ
み ︑父はうんざりしてあさ�ての 方向を 見ていた ︒ふしぎに 音もなくト
ラ�クがカ�ブしてくる ︒漂うように 道を 渡りかけていた 私に ︑両親も
運転手もぎりぎりまで 気づかなか�た ︒学校帰りに 通りがか�た 十五歳
の 少年だけが 目撃した ︒彼は 我が 身をその 場から 幼児めがけてす� 飛ば
した ︒右肩をアスフ�ルトに 打ちつけて 複雑骨折し ︑頰も 十針以上縫う
大怪我を 佐原さんは 負�た ︒
⁝⁝ 色んな 人から 聞いた 話を 継ぎ 合わせただけの ︑ 精 度の 低い 映 像
だ ︒もしあのとき 佐原さんが 通りがからなか�たら 私はいない ︒たとえ
その 直前までは 生きていたとしても ︑自分を 自分だとわか�ていない 存
在を 私とは 呼びにくい ︒誰のものでもないそんな 命は ︑ただ 直接に 世界
のものだ�たのだろうか ︒この 世を 心に 映すこともなく 完 璧に 含まれ
て︒
小さいときから ︑そう 思うたび 心が 裏返りそうになる ︒古びてはいる
がまだ 一度も 読んだことのない 絵本を 繰るように ︑ない 記憶をひらこう
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としてしまう ︒
しかし 佐原さんの 行為に 関しては ︑たとえ 覚えていなくても 曇りなく
信じられる ︒
当時でこそ 他の 面で 注目を 浴びることの 方が 多い 人だ�たらしいが ︑
ものごころついて 以来の 私の 目に 映る 彼はも�ぱら ︑過激なまでの 正し
さと 優しさに 縁取られていた ︒喫煙している 高校生がいれば 煙草を 高々
と 取り 上げ ︑ 不 法 投 棄 物を 見かければ 着 衣のまま 川に 突 進して 引き 上
げ ︑迷い 犬がいれば 飼い 主を 探して 一軒一軒訪ねまわる ︒
たまに 行われるなら 賞賛されたかもしれないことも ︑恒常化すると 話
は 別だ ︒妖気あふれる 善行は 時にトラブルの 発端ともなる ︒その 都度佐
原さんは 殴られたり 思いきり 殴り 返したり ︑泣かれたり 凄んだりしてい
る ︒説教も 弁解もない ︒口数の 多い 人ではないのだ ︒腕�ぷしがつよい
ことは 間違いない 佐原さんが ―
進級するたびクラスをことごとく 崩壊
させた 経歴をもつ 彼は ︑少年時代は 無論そちらの 方面で 有名だ�たらし
い ―
仔犬とうつろな 沈黙とをたずさえて 血走�た 目で 玄関の 戸口に 立
�ていたら ︑たいていの 人は 精神的に 追い 詰められると 思う ︒
きちんと 勉強して 臨んだのに 散々な 点数を 載せて 返�て 来た 答案用紙
は ︑小さく 畳んで 捨てた ︒持�ていた�て 心温まる 機会には 結びつかな
いはずだ ︒他の 教科は ︑それほど 真摯に 取り 組まなくてもそれほどでた
らめな 点数をとることはない ︒でも 数学だけは ︑そういうさだめである
かのように 駄目だ ︒何時間勉強しても ︑しなか�たのと 大差ないしろも
のを 提出するはめになる ︒
辛くて 私は 生 徒 手 帳をひらく ︒ 一 日の 最 後の 授 業も 済み ︑ホ�ムル
�ムのため 担任が 教室に 来るのを 待�ている 短い 時間だ�た ︒手帳カバ
�の 折り 返しのポケ�トに 挟んだ 一万円札を 取り 出して 手に 載せてい
ると ︑辛さは 少しずつ 溶けた ︒皺だらけのこの 紙幣のやわらかな 手触り
を ︑佐原さんも 知�ている ︒かつて 私の 命を 摑んだあの 手が 触�たのと
同じものを 触�ている ︒
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﹁お 金持ち ﹂
﹁何か 奢�て ﹂
私の 机の 傍らを 通りがか�た 男女の 級友がひやかしてきた ︒
﹁これ 観賞用だからむり ︒むしろ 実用の 貸してほしいくらい ﹂
私が 言うと 彼らの 片 方は ﹁ 俺のも 今ぜんぶ 床の 間に 飾�てあ�てさ
あ ﹂と 言い ︑二人は 朗らかに 笑いながらすり 抜けてい�た ︒
担任が 大量にコピ�されたプリントを 胸の 前に 抱えて 入�てくると ︑
﹁先生今日は 早く 終わろう ︒約束あるんだ�てほんとに ﹂
紙幣を 掛け 軸にするという 異常な 趣味の 彼が ︑椅子にふんぞり 返�て
馴れ 馴れしく 声を 上げる ︒担任は ﹁それはち��と ﹂とはにかむように
口ごもり ︑プリントを 列単位に 配布した ︒声の 小さいおとなしい 女の 先
生だが ︑くし�みやし��くりでは 不敵な 音を 立てる ︒教壇でテキスト
を 読み 上げている 最中に ︑太ももの 引き 締め 効果が 期待できそうな ﹁な
がら 体操﹂めいたものを 実践するなど ︑部分部分はダイナミ�クな 人だ ︒
物品の 数え 方も 同様で ︑最前の 人から 順に 回�てくるプリントはたいて
いその 列の 人数を 超えている ︒
後ろから 二番目の 席の 私は 余�た 一枚を 教壇に 返して 自分の 席に 戻�
た ︒他の 列からも ︑やはり 枚数間違いが 歴然とする 辺りの 席順の 子がち
らほらと 漂い 出ていた ︒誰かがカ�テンを 開け ︑なだらかな 山の 斜面が
見えた ︒着席するなり 肩をたたかれて 振り 向くと ︑﹁なんかいつもごめ
し の
んね ﹂と 少し 眉をひそめた 史乃が 肌理の 細かな 白い 顔を 寄せてきた ︒と
くべつに 美人ということはないが ︑とくべつ 緻密に 仕上げられたような
デ�テ��ルの 持ち 主だ ︒可憐な 雰囲気のせいか ︑普通の 男子生徒より
やや 高いほどの 背丈やそれを 支えるのびやかな 骨格を ︑あまり 感じさせ
ない ︒
﹁回してくれていいよ ︒私が 返しにいくから ﹂彼女は 言�た ︒
﹁いいよ ︑そんなの ﹂
私は 少しび�くりして 言�た ︒
彼女とはクラスで 唯一出身中学が 同じなのだが ︑私たちの 間柄にはい
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つも 何か ︑質感として 完成しない 迷いのようなものがあ�た ︒それは 相
性の 問題というより 彼女が 一方的に 気を 遣�ているせいだと ︑最近わか
�た ︒
す�と 浮かんでい�てしまいそうな 軽みのある ︑きれいな 面差し ︒ク
ラス 単位の 催し 物などを 決める 際︑﹁その 他大勢﹂の 無言に 溶けてしま
わずさりげなく 自分の 意見を 言い ︑それに 固執することもないひらかれ
た 姿勢︒人気のある 彼女に 気を 遣�てもらう 理由などないので ︑長らく
ぴんとこなか�たのだ ︒
﹁あの 先生どうして 八枚を 七枚�て 数えち�うんだろうね ﹂
史乃は 私の 顔色を 窺うように 言�た ︒長い 黒髪が 肩から 流れた ︒
﹁あるいは 先生にだけ 八人目が 見えてるんじ�ないといいけど ﹂
私が 言うと 史 乃は 準 備していたように 整�た 形の 悲 鳴を 上げてみせ
た︒
﹁けざやか ﹂
﹁すくよか ﹂
﹁たおやか ﹂
﹁おでん ﹂
﹁ココア ﹂
﹁熱燗﹂チカは 含み 笑いの 声になり ︑私も ︑いいかもねと 言�てみる ︒
対岸の 工場の 巨体にずらりと 小さな 蛍光灯が 点いている ︒両足で 踏みし
めるのでも ︑今みたいに 自転車でも ︑ゆるく 湾曲した 長い 土手の 上を 走
るのは 好きだ ︒川の 形に 沿�て 移動する 間は ︑それと 自分が 遠いところ
でし�かりとつなが�ている 気になる ︒
屋敷の 生垣から 暗い 目をして 抜け 出してきた 佐原さんと 会�て 二週間
余り 経ち ︑十月に 入�た ︒あずまやもすぐ 青い 闇にのみこまれる ︒夏と
同じペ�スで 暗記していては 視力がするする 落ちていきそうなので ︑二
人の 集中力はやむを 得ず 向上した ︒
かわるがわる 突き 出す 膝に 夕 暮れの 涼しい 風が 流れる ︒ 土 手の 草む
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らは 前のめりの 姿勢で 暗緑色にな�ていく ︒店内に 入らず 看板の 一環み
たいな 体裁で 舐めるアイスは 従来の 魅力を 失いつつあ�た ︒来るべき 時
節に 備え ︑冷菓の 代替案を 模索しながらアイスクリ�ム 屋をきりりと 素
通りした 二人は ︑コンビニの 前でフライドポテトを 分け 合う 点で 合意し
た︒
チカはビジネスマンが 使いそうな 薄い 黒無地のスケジ��ル 帳をめく
�た ︒中身は 絢爛で ︑何某と 遊園地に 行くとかテストの 日取りとか 何某
との 映画だとかが 無限の 色彩を 駆使して 書き 込まれている ︒
以前放課後の 渡り 廊下でこの 手帳を 拾�たのが ︑出身中学もクラスも
異なる 彼女と 仲良くな�たき�かけだ�た ︒持ち 主の 判定のため ︑うし
ろめたさに 引� 張られながらもペ�ジを 繰�た ︒まだ 手帳の 使用が 始ま
�て 間もない 五月なのに ︑たくさんの 人の 誕生日が 先々に 渡�て 記され
ているせいで ︑ここから 遠い 時間にまで 活気が 行き 渡�ていた ︒貼られ
たプリクラに 共通して 写�ている 顔を 頭に 叩き 込み ︑四月の 欄の 内容か
ら 絞り 込んだクラスに 行�てみた ︒その 教室の 窓からは 中庭の 柳が 見え
た ︒彼女はき�とんとしてから 深々とよろこんでくれた ︒手帳をひらい
たことを 低く 詫びると ︑名も 知らない 彼女は 椅子から 立ち 上が�て ︑名
も 知らないはずの 私を 抱きすくめた ︒引き 締ま�ているが 弾力のあるそ
の 体はパ�と 離れ ︑棒立ちの 私に 誕生日を 尋ねた ︒
チカが 油のついていない 指で 十一月のペ�ジをひらく ︒
﹁亜季︑来月誕生日だね ︒ど�か 行く ﹂
﹁ありがとう ︒むしろチカが 来てくれない
その 週末の 日曜︑空いて
たら ︒昼食とかケ�キは 用意してあるから 手ぶらで 来て ︒開始時間は 正
午﹂
﹁開始時間 ﹂

?

綿と 続いてるもので ﹂

﹁お 誕生会の ︒ほら ︑親が 企画運営して ︑子どもの 友人たちが 家に 招待
されて ︑皆でケ�キ 囲んでクラ�カ� ︑ていうタイプのあれが ︑今も 連

?

家 族の 話をほとんどしない 私とそのパ�テ��とがすぐには 重なら
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なか�たらしい ︒チカは 暗算の 最中にいきなりカメラを 向けられたよう
な ︑めずらしい 形の 微笑を 浮かべて ﹁クラシ�クじ�ん ﹂と 言�た ︒車
道を 挟んだ 向かいの 道では 背の 高い 男が 一 人︑ 淡いダンスを 踊�てい
た ︒通行人めがけて 空き 家の 軒先から 腰低く 歩み 寄り ︑紙を 差し 出しな
がら 話しかけては 無視され ︑また 陣地にふわりと 戻る ︒舞�ているつも
りはないのだろうが ︑長い 手足をぶらぶらさせるさまはどこかパフ��
マンス 的だ ︒ことごとく 彼の 目的が 達せられないため ︑アンケ�トや 署
名運動の 類いかビラ 配りなのかすらは�きりしなか�た ︒私はチカの 目
を 見て 言�た ︒
﹁でし�う ︒ち��と 前まで 参加者全員の 頭に 三角錐の 紙帽子載�てた
んだから ﹂
招待する 友人にび�くりされる 率が 年々高くなるにつれ ︑当たり 前だ
と 思�ていたその 風習に 私はようやく 疑いの 目を 向け 始めた ︒思い 返せ
ば 面妖なパ�テ��だ�たのだ ︒私が 招く 友人の 顔ぶれは 毎年がらりと
変わ�たが ︑唯一︑私でなく 両親が 招待する 人物は 十四年間一貫してい
た ︒佐原さんだ ︒彼はおそろしく 寡黙に 三角帽を 被り ︑はし�ぎすぎの
児童らを 取�て 食いそうな 目で 見据えたり ︑女子中学生まみれになりな
がら 日本酒を 飲んだりしてきた ︒知人の 通夜に 行くため 翌日の 誕生会は
不参加の 由︑前の 晩に 佐原さんから 連絡を 受けた 両親が ︑ためらわず 開
催日を 延期したことさえある ︒私は 自分が 招待した 友人たちにしどろも
どろの 電話をかけ 続けねばならなか�た ︒
それが 誕生会という 名の ︑﹁この 命に 恩人があるということを 両親が
胸に 刻み 込む 会﹂であると 気づくのに ︑私は 数年を 要した ︒
中三だ�た 今年の 二月︑あることがき�かけで 両親の 私に 対する 限界
﹁我が 子は 大事にしなければ ﹂というゆるぎないコンセプトと ︑そ
―
れに 伴わない 実感との 空白 ―
がめきめき 浮き 彫りにな�た ︒それまで
私はごく 人並みに 父母を 敬�ていた ︒今この 時だ�て 感謝の 気持ちはあ
る ︒彼らは 私を ︑大事にしやすい 環境では 全くスム�ズに 大事に 扱�て
くれるのだから ︒ただ 環境の 底が 抜けて 私だけすとんと 落ちたとき ︑彼
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らがそれに 合わせて 関わり 方を 変えてくれるわけではない ︑ということ
をあの 頃私は 思い 知�た ︒全てがいつのまにか 元通りになるまで ︑彼ら
は 決して 降りてはこずに 待つ ︒どんなに 不自然でも 平常どおり 振舞いつ
づける ︒私個人ではなく 元の 空気の 方を 維持する ︒﹁そうや�て 待�て
いてくれる 人がいるのはありがたい ﹂と 思うほど 謙虚な 姿勢で 生きてい
るわけでない 私はま�すぐ 失望した ︒
そして 佐原さんと 自分とのことを 考える 時間がふえた ︒現在ではなく
十四年前の 彼と 私なので ︑思い 出すことはできない ︒でも 記憶にないか
らこそ ︑アスフ�ルトの 上で 一瞬自分の 命が 佐原さんの 命に 彩られたこ
とを ︑実感しようとした ︒それはまれに 私の 意志を 超えたなまなましさ
を 帯びる ︒現在の 私の 命まで 照らされる 感じがする ︒澄んだ 灯りが 体の
内のすみずみにまで 行き 渡�ていくとき ︑ぼう�と 煙る 淋しさは 散�て
いく ︒
誕生会の 機能を 理解したのは ︑それからまもなくのことだ�た ︒
コンセプトと 実感との 隔たりがやけに 大きいのは ︑父と 母の 昔からの
傾向だ�たのだと 思う ︒ず�と 私が 気づかなか�ただけだ ︒﹁せ�かく
見ず 知らずの 少年が 体を 張�て 救�てくれた 命だから ︑大切にしなくて
は ﹂というのは 彼らにと�て ︑空隙を 埋めるのにう�てつけの 明快な 根
拠とな�たのだろう ︒両親は 年に 一度︑私というより 佐原さんを 軸とし
て 宴をひらく ︒一年かけて 少しずつひらいてきた 空隙を 是正し ︑新しい
一年にもあるべき 姿を 持ち 越せるようメンテナンスする ︒中三の 二月︑
私はあ�けなく 失望したが ︑考えてみればこの 誕生会なくしてはそもそ
も 中三までまともに 育てたかどうかわからない ︒見ず 知らずの 少年に 活
路を 見出すほどの 危機感を 両親が 自覚していたことは 私にと�て 幸いだ
�たといえる ︒彼が 一枚かんでくれたおかげで ︑私の 命は 不透明なもの
にな�たのだ ︒
薬草の 匂いがぷんぷん 漂�ていた ︒日曜とはいえ 昼前にようやく ︑パ
ジ�マのまま 階下へ 降りた ︒独自にブレンドした 葉でハ�ブテ��を 淹
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れていた ︑趣味人の 父が 顔を 上げた ︒
﹁今日は 家だ�たのか ︑亜季﹂
﹁ち��と 風邪気味で ﹂
おいおいうつすなよ ︑と 父はさわやかで 概念的な 笑顔を 浮かべた ︒私
はうなずいて 冷めたほうじ 茶を 啜�た ︒何ということもない 容姿の 父だ
が ︑生まれつき 栗色の 巻き 毛で ︑頭だけいきなり 華やかだ ︒さりげなく
譲られたように 私も 髪と 目の 色がすこし 浅い ︒
強くな�たり 弱ま�たり 音の 変化に 富んだ ︑まるで 解読を 待つ 暗号の
ような 雨が 朝から 降�ていた ︒テ�ブルクロスにぽとりと 置かれたゆで
卵の 殻を 剝いた ︒体がだるく 頭痛もする ︒父はパソコンで 試作したらし
い 二種類のカ�ドを 私の 前に 並べた ︒
﹁招待状のデザイン ︑ど�ちがいいと 思う ﹂
﹁別に 要らないと 思う ﹂
﹁そう 言うなよ ﹂
﹁じ�あ 両方使おう ︒もう 刷らなくて 済むでし� ︒オレンジを 佐原さん
に ︑水色をチカに ﹂
﹁今年は 友達一人か ﹂
﹁うん ﹂
どうして 一人なんだと 追及されることは 決してない ︒父は 封筒の 色に
映える 記念切手を 探して 自慢のフ�イルを 繰�た ︒コレクシ�ンでも 全
く 物惜しみしないところは 美質といえる ︒友人向けのカ�ドは 私が 学校
で 配るのが 常だが ︑佐原さんの 方は 父が 郵送してきた ︒
﹁お 父さん ︑今年は 私が 手渡しに 行�てもいい ﹂
私は 冷たいほうじ 茶に 湯を 足しながら 言�た ︒あの 夜は 問いただす 気
もなくあ�さり 別れたけれど ︑彼が 本当は 他人の 屋敷で 何をしていたの
か 訊いてみたい 気持ちが ︑にわかにふくらんだのだ ︒典雅な 前髪をかき
上げて 父は 腑に 落ちない 目で 私を 眺めた ︒
﹁どこで 渡す ﹂

?

﹁逆に 佐原さんのアパ�ト 以外のどこで 渡すの ﹂
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父は 彼のアパ�ト 名と 部屋番号をアドレス 帳から 書き 写してくれた ︒
狭い 街なのでおおよその 見当はついている ︒
去年の 誕生日に 佐原さんがくれた 深い 緑のリネンシ�ツを 羽織�た ︒
当 人に 会うときでもなければ 惜しくて 着 用できない ︒わざわざ 玄 関ま
で 見送りに 来てくれた 父は ︑﹁そうか ︑亜季に ︑風邪に 効くハ�ブテ�
�を 淹れてやればよか�たね ﹂と 今さらひらめいていた ︒瑞々しいオレ
ンジ 色の 招待状をビニ�ルバ�グの 内ポケ�トに 差し 込んで 私は 家を 出
た︒

た�ぷり 憂いを 含んではいるが 目 抜き 通りと 称される 駅 前の 道に 面
して ︑しばらく 商店街のア�ケ�ドがつづく ︒閉じた 傘の 先から 冷たい
水を 流しながら 私は 歩いた ︒人通りはあるが 買い 物袋を 提げた 人は 少な
い ︒固く 腕組みした 青果店の 主人が 雨に 見入�ている ︒道にはみだす 発
泡スチロ�ルの 箱が 次々白い ︒花屋の 匂いがし ︑精肉店の 匂いがした ︒
ア�ケ�ドの 途中で 狭い 道へ 折れ ︑傘をひらく ︒似たような 造りの 二階
建ての 古いアパ�トが 連な�ている ︒頭ががんがんしていた ︒十月初め
というのに ︑熱�ぽいせいか 寒気がする ︒メモの 走り 書きと 同じ 名前の
アパ�トを 見つけたときだ�た ︒立ちどま�た 私を 叱責するようなベル
を 鳴らして 追い 抜いてい�た 自転車から ︑何かが 転がり 落ちた ︒男児用
の 靴だ ︒後部座席に 母親と 背中を 合わす 格好で 幼児が 座�ている ︒
﹁落としましたよ ！﹂
大声を 上げたら 喉がずきんとした ︒濡れた 靴を 摑んで ﹁靴！﹂とどな
りながら 雨の 路地を 走�たりなんかしたくなか�た ︒
でも 佐原さんなら 確実にするだろう ︒
そう 思うとどうしても 無関係でいつづけられなくな�て ︑透明な 佐原
さんをなぞるように ︑靴を 拾�て 駆け 出した ︒合羽の 二人が 乗�た 自転
車との 距離はなかなか 縮まらなか�た ︒私は 傘を 閉じて 柄を 握り ︑大き
く 腕を 振�た ︒片方は 靴下だけの 足をぶらぶらさせつつ ︑幼児は 自分の
靴の 片方を 手に 追い 上げてくる 人物を 愕然とした 表情で 見つめるばかり
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で ︑何の 手も 打�てくれない ︒
﹁母親に 知らせな ﹂
カ�となり ︑声を 荒げるとようやく 聞きとがめた 母親が 自転車を 止め
た ︒彼女は 私に 礼を 言うのではなく 息子を 叱り 飛ばして 走り 去�た ︒私
は 何だか 不安に 似たような 心持ちで 踵を 返した ︒目当てのアパ�トまで
戻�てきて 外付けの 階段を 上ろうとすると ︑その 最上段に 不機嫌な 顔の
佐原さんが 傘をさして 立�ていた ︒出どころがあのこざ�ぱりした 形の
目とは 思えない 物騒なまなざしだ ︒見上げたまま 私はたじろぎ ︑いつ 気
づいたのか 問うた ︒商店街を 曲が�てきたときからだと 彼は 答えた ︒鉄
製の 階段は 雨に 打たれて 硬い 音を 立てていた ︒佐原さんは 言�た ︒
﹁俺に 助けられたこと ︑いつまでも 根に 持�てるんじ�ないだろうな ﹂

︿続く ﹀

私は 動けなか�た ︒雨の 中︑彼の 声だけがからりと 乾いていた ︒
﹁ゆめゆめ ︑あれには 縛られるな ︒死にたいときは 死んでくれ ﹂
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