働く店はすぐ決まり 、新宿 コマ劇場から近い、西 洋の古 城に

時の日本で純喫茶と名 乗る店 は基本姿勢としてアル コール 類を

その一階二階が、その まま純 喫茶という形態のもの だった 。当

似せた外観と内装の大 袈裟な 建物内部をそっくり接 客用に した、
その前年まで約一年半 を大 阪で過ごした。

あり、簡単な仕切りに テーブ ルとベンチシートが置 かれた だけ

提供しない。三階には 個室の 、カップルで利用する 同伴喫 茶が

一九七六年の秋に、単 身渡 欧した。
物語は、未来を信じ た若い 女が、大阪から故郷の 東京へ 年末

会議室にも使える広い部 屋が あった。

れる代わりに、時間制の料金は割高と決まっていた。四階には、

の狭いスペースに並ん で座る と束の間のプライバシ ーが確 保さ

に戻り、年が明けた一 九七六 年の、イギリスへ旅立 つまで の出
来事を母体に語られる。
東京の西部地域にあ る杉並 と世田谷を行ったりき たりし なが

「大きいねぇ。サイズないなぁ。新しく作るからサイズ測らせ

天下の歌舞伎町らしく 店は 終夜営業である。

街は、そこそこ身近な 繁華街 といえた。その繁華街 が、た とえ

てね」

ら借家住まいなどして いた家 庭で育った。なので、 新宿と いう
ば東洋一だとか、新宿 駅の乗 降客数が後には世界一 になる だろ

店長は愉快そうに即決 し、 こちらは困惑した。

いいんですか？」

「はぁ。すいません。あのでも、ワタシきっと、そんなに永く

ひらひらした安物の ドレス のような明るいオレン ジ色の 制服

は勤められないと思いま すが ……

舞伎町で働いて過ごす と決め た。やはり大阪の時の 経験か らも

ヵ月間を、大阪にいた 時と同 じように、立派な繁華 街であ る歌

を、私だけのため店 は新調す る。スリーサイズを 測ると九 四×

イギリスへ行くのは 春と決 めて準備していた。そ れまで の数

うとか、そんなことは、 当時 は、特別に気にもならな かっ た。

大勢の従業員を必要と する大 きな箱の喫茶店が好ま しいと 探し

地下街のサブナードで 買った 銀ピカのヒールの高い サンダ ルを

は、まだまだデカい。まるで金魚のようなひらひらを身につけ、

五八×九四だった。当時の日 本人女性として身長 一六四セ ンチ

を放棄してしまってい ては、 何かをして過ごさねば 却って 面倒

に立ち、出入りするお 客を、 にこやかにお出迎えし 、また 送り

履くと、しばらくは店 長の言 いつけに素直に従い店 の入口 内側

働くことが格別に好 きだっ た記憶はないが、さり とて、 就学

た。狭く少人数の人間関 係は 欝陶しい。そんな理由だ った 。

っぱい外で働き、また 手にし た給金を頼りに出歩い ている 方が

出して試用期間をあっさ りパ スした。

なことに直面しかねな い。そ んなことに陥るくらい なら、 めい
ましと、そういう選択だ った ろう。
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すぐに、常連のお客 たちの 顔と名前を覚えた。店 の真向 かい

どうにも居心地が悪い。

なかった。だが、同世代のような若い女の不幸を眼にするのは、

も彼女に話しかけない し、彼 女も誰かを頼ろうとす る素振 りが

ブースがあり、日替

とは、客が選んで注文 した生 の野菜や肉や魚介を馬 蹄形の カウ

店には、入口近くにラジオ局のような

には炉端焼と昼サロと いう名 称の店舗が営業してい た。炉 端焼
ンター内で焼いて調理 し、出 来上がった食品を、バ ケモノ のよ

ポップスやジャズを店 内に流 しては合間に他愛ない トーク も交

シックを消し、各

が得意分野 の持参したディスクから 最新 の

が通ってきていた。彼らがいる間だけＢＧＭのクラ

出すシステムの、夕方から営業する酒が飲める食べ物屋である。

え、悪くはない番組の ように 仕立てていた。中学の 〝お昼 の放

りで違う

風俗店らしかった。そ の二店 の店長やマネージャー とおぼ しき
人物が、それぞれ、ほ ぼ毎日 やってきてはコーヒー を飲ん で帰

送〟では真似事をしていた。彼ら日替わり

勝手に〝プリンちゃ ん〟と いうあだ名が付いた。 胸前の 広く

とかを、女性

ミ

接室のように愛用して いた。 ちょくちょく面会や呼 び出し がか

ろか彼は数時間に一回 は現わ れるくらいに、その店 をまる で応

ろう。真向かいの昼サ ロのマ ネージャーをしていた 。精悍 な顔

開いた制服のせいだ。 最初に 言い始めたのは、たぶ んフジ タだ

が叫んでいた 。

かる彼の名を覚えるの に時間 はいらなかった。常に 、しゃ がれ

スター・メロディ！」

「ナットキング・コールの娘。ナタリー・コールが唄う……

親しくなった。ほぼ毎日 のよ うに、

それから、地域の顔 役の一 人でもあるらしい小柄 でビア 樽の

った。

たちとも、すぐに

昼サロの方は、なんだ か得体 の知れない雰囲気の男 性客向 けの

うに大きな木のしゃも じに載 せカウンター席の客に 瞬時に 差し

DJ

た声を出して話す。

ように太った色黒のオ ヤジも 、やはり毎日きていた 。毎日 どこ

DJ

DJ

若い女も一人、常連 客だっ た。暗い陰もないのに 、どう にも

ない。

ではないだろうか。良 く働く 優しい男だった。素性 は全く 知ら

つきをした中肉中背の 男で、 おそらくまだ二十代半 ばだっ たの

いた。

と、とぼけた。全く イメー ジじゃないなぁと思っ ても黙 って

「なんでプリン？」

なるのだった。

DJ

薄汚く見える。そして 彼女の 腹は、誰が見ても日に 日に大 きく
店長と常連客たちが、まだ未成年に見えた女のことを噂して、
などと気軽に話して いる。 家出娘の素人娼婦を心 配する とい

「どうする気なんだ。産むつもりなのかな」
うふうもなく、それよ り面倒 は困るといった口振り だった 。誰
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DJ

過去を否定したくなか ったの だ。自分の人生を、誰 でもな い、

別れ、そのまま大阪に 留まり 、当然のように働いて 生きて いた

勝手に実家を飛び出 し、連 絡を断ち、男と暮らし 、その 男と
いのは読めていた。

の提案が、苦しむ娘を 救いた い親心から純粋に出た もので もな

なら支援するという有 り難い 提案が母親の方から出 された 。そ

る男性もいたのだが、 そこに 未来もなさそうと見切 りをつ ける

そう言って、生活の ある大 阪へ戻ったものの、付 き合っ てい

「しばらく、考えてみる」

間に恩人がなくては出 来なか ったことだった。とて も気の 進ま

自分自身でずっと創っていくため、実家の母と話し合いをした。
ないことだったのだが 、どこ かで軌道修正する必要 に気づ いた

歴で成り立ってはいな い虚偽 によるもの、というの があっ た。

ひとつには、大阪で の自分 の生活が、決して本物 の自分 の履

と、わりと簡単に決断し て年 末に大阪を引き払ったの だっ た。

私が小五の時に家から 追い出 され母と別居した。私 が大阪 にい

にも、まだまだ子供で 経験不 足だった。それでも、 様々な 他人

いつかは問題とならざ るを得 ない不安を抱え生きる には、 いか

永いこと無職だった父親は、発明とやらが思い通りにいかず、

自分のことを、認めない わけ にいかなかった。

争った身勝手な両親だ った。 父には、母の方の希望 もあり 何も

の人生の一部を実社会 に出て 触れたり見たりする機 会に恵 まれ、

た間に離婚成立したと 聞かさ れる。五年間も、子供 を取り 合い
話せずにいた。住まいも電話番号も知っていたが会えなかった。

かとかの想像をしてあ れこれ とイメージを膨らませ 、たっ た独

なんとなく、こっちの 選択な らこう、こっちの選択 ならば こう

て家を出るまで、母の 要望な ど撥ねつけ父に会って いた。 妹の

故郷の長崎へ勝手に帰 ってし まった先輩を追いかけ 駆け落 ちし

に、今の自分が望む人 生が、 未来があるのかを真剣 に考え させ

りで生き抜いていくこ との大 変さや寂しさを分かり 、その どこ

られた日々だった。そ ういっ た部分は、言いかえれ ば、ち ょう

方は母の言いつけを忠 実に守 り、自分の父親と都合 十年間 も連
念に思っても、経済力 をバッ クに自信満々の気の強 い母に 脅さ

校のような役割だったろ う。

ど年齢的にも大阪で過 ごした 期間というものは、間 違いな く学

絡を取らず全く会わな かった 。当時の自分がいくら 姉とし て残

女はそして、どんどん 取り込 まれていった。父には 、だか ら少

れ考え方を押しつけら れてし まった妹に伝えるのは 難しく 、彼
し申し訳ないとも感じ てはい たが、簡単に説明も出 来ない から

ほぼ毎日その店で、ウ ェイト レスとして当たり前の 真面目 さで

アルバイトを決める ような 気軽さで簡単に勤めを 決めた が、

永らく休学扱いとさ れてい た都立高校へ復学しな いと粘 った

働いた。慣れてくると 、早番 だけでなく遅番シフト もこな す。

仕方ないと諦めていた。
娘に対し、それならと 、私が 幼い頃より憧れていた 海外へ 行く
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「あ、ははは！

右翼系 と知 ってたら入るの止めた？ 」

他に決まった約束もな かった ので、店長の希望を、 そのま ま柔

入れる大学の選択肢はな かっ たしぃ……」

「さぁ、それは。最初から知ってれば。でも自分にはあまり、

ホールの同僚には、 スチュ ワーデスを目指し専門 学校へ 通う

軟に受け入れただけだっ た。

葉は、標準語とは違う 抑揚の 不思議なリズム感を持 つ。ホ ール

通った都立高校は、 彼の行 く大学の裏にあった。 彼が話 す言

「まぁ、タイプはともかく、何を学ぶかじゃない？」

だよと教えられ、すっ かり興 味喪失した自分との対 比が面 白い

め新鮮だったが、小学 生では 抱いていた夢を、女の 世界で 大変

け肯定する。裏階段を 最上階 まで上がったところに あるタ イム

の制服姿も初々しい大 学二年 生の男は、丸顔の童顔 を真下 に向

女子が何人かいた。そ ういう 世界があることを知ら なかっ たた

と感じる。役者をしな がら夢 に向かって働く若いカ ップル もい

店からは、正社員だ けに特 権として食券が配られ た。そ れを

それからは普通に親しく 話す 仲になった。

カードの出勤退出を記 入する 場所で、そんな会話を 交わす と、

た。男性の方は厨房に いて、 彼らは二人して、なぜ だか私 を気
に入り、同棲する部屋に 招待 までしてくれた。
東京の北部にある十 条の安 アパートへ招かれた。 地方出 身の

利用するため、休憩時 間や退 店後に提携する近所の 大衆食 堂へ

彼らが選んだ地域と生 活が、 どこか、大阪にいた自 分の生 活を
思い起こさせる。なん でも隠 さず訊かれたことを正 直にズ バズ

が、主に労働者に向け 開いて いるものとわかる。い つ行っ ても

と出向く。店長に教え られた とおりの場所へ着くと 、その 食堂

ウェイトレスの先輩だ った女 性の方は、職場にいる 時とは 別人

気があった。厨房スペ ースで は、あちこちで盛んに 白い湯 気が

営業しているだだっ広 い明る い食堂は、客の数には 関係な く活

バ話す質の私は、その部分を彼らに好かれたかもしれなかった。

に、裸電球のように剥 き出し の生き方を曝す女の後 輩を、 もて

立ち登っている。

のような艶やかな落ち 着いた 顔と仕草をして、愛す る男と 一緒
なしてくれた。
また地方から東京の大学へ通うため上京していた。宮城訛りが、

出し作っては出してく れてい た。キャンティーン形 式で小 鉢な

が三人いて、白服に白 頭巾を 被り、せかせかと料理 を作っ ては

おじちゃん、おばち ゃん、 と声かけしたくなるよ うな働 き者

どうにも愛らしい。

注文するシステムである 。

ど選び、その他の主菜 や、温 かい汁とご飯は声を出 して対 面で

一人のアルバイト大 学生の 先輩ウェイターに注目 した。 彼も

「Ｋ舘って、知ってて入ったの？」

魚や肉の主菜を頼み 、付け 合わせに野菜料理の小 鉢を選 ぶ。

「いやぁ。入るまでは、全く知らなかったよぅ。ああいうタイ
プの大学だと、入学案内 のど こにも書かれてなかった しぃ 」
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頼むことが多かった。 あるい は飯におかずが載せて ある典 型的

それに白米のどんぶり 飯と味 噌汁や豚汁をセットに した定 食を

そしさを醸している。どこか、あなたの目の前にいるこの私は、

けるようにして外側に 存在し 、すぐには打ち解けに くいよ そよ

どこか互いに遠慮や分 別のよ うなものが、うっすら ベール をか

今は世を忍ぶ仮の姿な んです とでも言いたげに、そ れぞれ が、

な丼ものや温かい汁ご と食べ る麺類を選ぶ日もあっ た。特 に目
立った会話はなくても、すぐに、
「今日は何にします？」ぐらい

事をしていたはずなの に東京 のその店でのやり方に は、合 理的

おとなしい。それに、 およそ 内容は変わりようがな い形態 の仕

「ここをこう変えたら、いいんじゃないですか？」

ではないと思われるとこ ろま であった。

料理をしないわけで もなか ったが、家庭的な献立 や雰囲 気に

の親しみある笑顔なら簡 単に 受け取ることが出来た。

かったろうがレパートリーはパターン化していて、冷えていた。

簡単には言いださない 暗黙 の了解でもあるのか？

常に飢えていた。母が 作り置 きする料理も家庭料理 には違 いな
朝も昼も夜も、家族は バラバ ラに飯を喰い、またバ ラバラ に風

あらゆる地方から人 が吹き 溜まる首都ではあって も、東 京に

は、やはり列島の北部 や東部 にあたる北海道から東 北や甲 信越

呂にも入った。忙しい 。ただ それだけの理由で、物 事は多 く追

地域と北関東からの人 々の流 入が、より多いと気づ く。日 本に

いやられた。
新宿の歌舞伎町は身 近と思 える街だったが、実際 に内部 へ昼

む人々のメンタリティ ーと、 比較的寒い地域である 東側に 住む

限らないことと思うが 、暖か い地方、日本の場合で は西側 に住

けた上方風の人情も好 きだっ たが、必死で働く人の 多いこ の街

夜を問わず通うのは初 めてで 、面白く飽きなかった 。大阪 で受

とにも意欲的である。 主張を 戦わせることに気後れ がない し、

と、遊ぶこと、喋るこ と、笑 うこと、総合的に元気 だ。働 くこ

うに、往き場を模索す る若者 たちが自然に集まり造 る新し い文

当時ちょうど下北沢 は、後 の、ロンドンのカムデ ン地区 のよ

毎日の仕事を終えると 、決 まってシモキタへ向かっ た。

れでも、東京については 、ま だ知らないことばかりだ った 。

人々のメンタリティー の差が 、こうした違いを産む 。東京 生ま

関西には、日本列島 の西の 地域にある九州や四国 や中国 地方

も嫌いじゃなかった。

合理性というコンセン サスが 優先されても、手厚い 人情が 人の

住む野暮ったかった住 宅街で しかなかった乗換駅の ある街 は、

化的活動が活気づいて きてい る途上だった。新興の 中流が 多く

の人間も集まる。全体 的なメ ンタリティーは明るく 、食べ るこ

慣れていた。

シモキタと、つづめた 愛称で 呼ばれるようになり、 ファッ ショ

心を救いとってカバー する。 そうした優しさのある 職場環 境に
都内で初めて働いてみて感じた。冷たいわけではないのだが、
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ンや小劇場に代表され る演劇 など若者文化の発信地 として 、こ
ただ居場所を必要と してい た若い女が無理なく隠 され、 ジッ

の時期から大変身を遂げ る。 私には、地元だった。
と棲息していても誰に も咎め られない。いわゆる団 塊世代 たち
彼らが始めた新しい飲 み屋の 形態では、地元のヤク ザなど 地回

が始めたムーブメント からの 恩恵を、続く世代も受 けられ た。
りが見向きもしない利 益率の 低さの代わりに、とて も自由 な、
遊び場みたいな空間が生 まれ ている。
改築された公衆浴場の一階にある空きスペースを利用した
けて加工したアクセサ リーな ど店内で売っていた『 戯』な ど、

『愚』や、紙粘土で手 作りし た人形を細い革のネッ クレス に付
北口にあった店を経て私は、南口にあった『段』へ行き着いた。
どの店でも、シャイ で人好 きな若いマスターが独 りで自 分の

る。

私は、考えていた。 毎日、 考えていた。その考え は私を 捉え
放さなかった。

自分の意志で家を出 て、勝 手に人生を変えた。そ れなの に、
また戻ろうとしているの か？

自分が間違っていた とは思 いたくない。けれども 、あの まま

自分の 人生を 自分

では、私の人生は明るさ に欠 けた。たぶん……

だけど、これって、 逃げじ ゃないのか？
なんて！

情けないん だ！

自身でやろうとして挫折 し、 逃げてきた親に、また頼 る。

き っと、 今が、自分の人生で一 番惨め で情

そう思うと泣けた。
私らしくない！

毎晩のように自分自身 に語 りかける。

けない辛い時なんだ。

でも、仕方ないじゃな いか 。他に方法が見当たらな い。

城を守り、見るからに 手作り でオリジナル感の溢れ る内装 とイ
を密やかに待っていた 。薄暗 い洞窟の中のような店 内には 、煙

ンテリアを自己主張の 道具に しては、話し相手とな りそう な客

あの人には金だけは ある。 金を出すのが愛情と思 ってい るの

すことにもなる。なん の文句 があろう。あるのは、 この嫌 な気

だから、出して貰いま しょう 。そしてそれが彼女の 虚栄を 満た

草の煙に良く似合う欧 米文化 から発生したロック音 楽の大 音量
「あの。この、バーボンって、なんですか？」

分だけなのさ。
＊

が決まって流されている 。
『愚』のマスターに メニュ ウを眺めながら訊くと 、試し てみ
の知識と経験は、日本 一の銀 座のバーにいる自分は 正しい と信

ますか、美味しいです よと勧 められる。そこで獲得 したば かり
じる母にも授けること の出来 なかった真実のように 受け取 られ
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ある日。

な、と上手な彼の唄を 素直に 鑑賞した。ぎこちない チーク ダン

てまでもと、その生真 面目さ に少し心を動かされる 。いい 歌だ

に応じて、その晩、彼に 抱か れた。

スを、生バンドの奏でる 「青い影」に合わせて踊り、彼の求め

向かいの昼サロの入 口前で いつも呼び込みをして いる常 連客
のフジタが話しかけた。
「プリンちゃん。今度、オレと飲みに行かないかい？」

を嫌いじゃなかったし 、その 一所懸命さに報いたい と感じ てい

付き合う相手のいな いフリ ーな状態では拒む理由 もない 。彼

彼は喜び、テキパキと 段取 りをつけた。

「いいよ、べつに。ワタシなんかと飲んで楽しいなら」

た。ある意味に於いて、 記憶 に残ってしまうセックス だっ た。

合ってしていたのだが 、急に 抜いて、私の口元へ向 けた。 驚い

彼は、いたわるよう に私を 抱いて、普通の動作を 正常に 向き

彼に連れられ、サパ ークラ ブへ行く。広い店内フ ロアは 淡い
ダンスをするための空 間も設 けられている。コンパ クトな 生演

「しゃぶれ！」

て、濡れている張った昂 まり を眺める。

ロマンチックな照明で大人の社交場らしく演出され、中央には、
奏のバンドが軽めの曲 を奏で ている。席に案内され た私た ちは

命令された。男が体重 を載 せて女の動きを封じてい る。

運ばれてきたカクテル で軽く 乾杯した。客の入りは 、まだ 少な
い。時間が早い。物珍 しくて 首を回して眺める女を 、獲物 を料

苦い味がする。未体験 だった 感覚はしかし生涯忘れ ないく らい

観念し、くわえた。 自分の 体液からくる酸の酸っ ぱい匂 いと

「酒は、強いんだね？」

理する感覚の男は満足げ に観 察している。

これを嫌いじゃない。 被虐的 に強制されることを悦 ぶ自分 がい

に強烈で、そこには、女の性の本質を突かれた巧妙さがあった。

る。そういう内面的な 快感の あることを初めて意識 した瞬 間だ

彼は意味ありげに席 を立つ と私には残れと手で合 図し、 グラ

「うん。遺伝らしい」
ンドピアノに自分だけ 近寄っ ていった。何かをピア ニスト に告

たりした。特に付き合 ってい るとか、惚れたとか、 そうい う感

フジタとは、その後 も誘わ れれば、食事したりホ テルへ 行っ

った。天井に、巨大な鏡 が嵌 めこまれていた。

彼は私を見つめなが ら、は にかむように、一つの 歌謡曲 を部

いる場合じゃなかった 。彼の ことを深く知りたいな ど望ま なか

覚はなかった。じきイ ギリス へ行く身では、男に惚 れたり して

まだカラオケなど存在し ない 時代だった。驚いた。

げるとステージに寄る ように マイクを握り、やおら 熱唱す る。

曲を知らなかったが、 彼の想 いが託されているのを 分かっ た。

ったが、向こうは、少 し違っ たようだった。質問に は正直 に答

分的に替え歌にしたな と分か るようにして熱心に唄 った。 その
その口説き方が素人で はない のも感じたが、こんな 小娘に 対し
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仲は悪くはなかった。た だ干 渉し合わないだけだった 。

思えば、互いのプライ バシー 以外にも話題はいくら でもあ る。

だからと言って、会話 が弾ま なかったわけでもない 。話そ うと

えようとした。しかし 余計な ことは、全く何も話さ なかっ た。

「へぇ。どこ？」

「そう」

「家、代田なんだ？」

が好きだった。

それから数日後の晩 に、た いした意味もなく彼の 住む部 屋を

彼に、住んでいるアパ ート を教わる。

自分の働く喫茶店の常 連客だ った、鉢巻きをした体 格の良 い店

スの帰りだった。ただ 、家に 帰りたくないだけだっ たかも しれ

突然訪ねると上がり込 んでい た。どこかの飲み屋か ライブ ハウ

やはり道を挟んだ向 かいに あった炉端焼の店へも 顔を出 した。

されたカウンター席に 着くと 、壁に貼りだされた短 冊に書 いて

長は歓迎してくれた。 迷惑の かからない開店直後を 選ぶ。 指定

驚く彼に平然と、
「泊めて」と頼んだ。彼は応じた。二人で並

ない。

んで蒲団に横になった 。若い 男女がシチュエーショ ンをど うす

ある食材の名前を見て 注文し たり、馬蹄形のカウン ター内 側に
てで、どれも美味しい 。いく らでも食べられそうだ った。 炭火

いる店長に任せたりし て、気 の向くまま焼いてもら う。焼 きた

るのかが興味の対象だっ た。

しばらく時間が過ぎてから彼が、かすれる小さな声で言った。

彼は動かない。私も動かない。二人の息遣いだけが聞こえる。

で焼いただけの野菜や 肉や魚 介は、生醤油やポン酢 やマヨ ネー
ズにさらに精を加えられる。もともと食べることにも積極的で、

「さわって……」

恐れず何でも元気に食 べては 残さないよう心がけて いた。 とて

「え？

いいよ、と重ねて答 え、彼 の布団の中へ右手を突 っ込む と下

さわるの？」

警戒心と旺盛な好奇心 を併せ 持つ若い野良猫のよう な小娘 であ

も綺麗に骨だけを皿に 残す。 まるで、単独行動を好 む、適 度な
った。

られる自然な感情が湧 く。で も彼は動かない。され るがま まの

硬く大きくなるのが嬉 しい。 かわいいなぁと、女な ら誰で も得

着の中にいた、温かく柔らかいものを遠慮なく触った。徐々に、
線に乗り下北沢で降り ていた 。たまたま、ホシ君が 下北沢 駅で

彼は勝手に果て、その まま寝 込んだ。たぶん彼も寝 入った のだ

状態でいた。不思議だった。男の性は、まだまだ未解明だった。

遅番の時には、仕事 をあが ると毎晩のように新宿 から小 田急

ていた。彼のことを嫌 いじゃ ない。幼いが純真で素 直な好 青年

ろう。

下車して帰ると知る。 Ｋ館へ 通う彼とは、だいぶん 親しく なっ
と思った。少し猥雑な 感じの する口元と、ぷりっと 張った 臀部
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悪 いけ どすぐ帰って！」

昼前に急な来客があ り、ア パートの玄関ドアがド ンドン と無
「おばさんが来た！

遠慮に叩かれた。
横で寝ていた男は跳 ね起き て、切羽詰まった小声 で、恋 人で

東京へ戻ったからに は、仕 事の他にもすることが あった 。少

男子が数人いて、同じ 遊び仲 間のグループの中に、 親友だ った

しずつ、旧友たちへ連 絡し始 めた。麻雀仲間として 親しか った
女子もいた。

最も親しかった、ア キ、フ ミオ、イトちゃんには 、母と 話す

事情が事情とはいえ 、全く 相談もせず急にいなく なり、 今ま

ことになった前年初夏に は真 っ先に連絡していた。

で連絡しなくてゴメン ねと素 直に詫びた。フミオも イトち ゃん

ど うやって？」

一つしかない玄関ド アの方 へ顎をしゃくりながら 声をひ そめ

帰るって……

て訊いた。情けない顔 つきの 男は、私の脱いだ服を 持ちあ げオ

も怒らず話を聞いてく れたが アキだけは、なかなか 許して くれ

「へぇ？

はない女を揺り起こす。

タオタと窓を指差す。 幸いに して、アパートの部屋 は一階 だっ

「心配したんだぞ！」

たんだ。それは分かる？ 」

「嫌われても仕方ないね。でも、あの時は、誰にも話せなかっ

「オマエなんか、もう友だちじゃない！」

まで出てきてもらう。

たアキの家の近くの公 衆電話 から電話して、なんと か彼に 、外

イトちゃんは、心配 そうに 教えた。仕方なく、羽 根木に あっ

イマデ」

「フミオとアタシはいいけどさぁ、アキは怒ってるからねぇ。

なかった。

どこかの映画のシーン みた い。でも男女が逆だな。

た。
そんな無意味なこと を連想 しながら素早く服を着 て、窓 から
も、

音を立てないようにと 、そう っと静かに靴を置いた 。その 間に
どうしたの、開けて？ 」とド ンド

ちょっと待 って てー！」

「こうちゃん、いないのー
ンは続く。
「いるよー

大声で返事しながら 、慌て ふためきドタンバタン と敷い てあ

暗い路上で顔を紅潮さ せて 怒鳴る相手に、ひたすら 謝っ た。

った蒲団をかたす彼を眺 めた 。
吹き出したいのを堪 えなが ら、窓の外でそっと身 を屈め てか

の中で私を除く三人は 、都立 高校へ入学後には免許 を取り 、モ

同級生たちは、高二 の三学 期をやっている。この 仲良し 四人

に、入れ替わり部屋へ招 かれ た話し声がしていた。

ら街へ帰る。背後では 、待た された来客がドタバタ 喜劇の 如く

ーターバイクに乗った り乗せ てもらったりもして、 地域で 有名
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だった『黒い皇帝』と いう名 称の暴走族グループの 活動に も参

た心理ゲーム的な側面に 人間 は惹かれる。

順や自己犠牲的な精神 や冷静 さ、また諦観も同じく 。そう いっ

周囲の交通に関係する 様々な 人間たちの心理、すな わち動 く箱

公道を走らせる車な どの運 転は終始孤独な作業の ようで いて、

加していた。それなり の高校 生生活であろう。当時 として は。
人が走るには、手段を問わず、必ずや 「走りたい！」とする

の行動心理を読み合っ て成立 している。そこにコミ ュニケ ーシ

の中にいる人間だけで なく、 二輪車に乗る人や歩く 人たち 全て

私には意欲の湧かないこ とだ った。

ぼろげながらもあった 。先輩 と駆け落ちしなければ 、モー ター

欲求の源となる理由が 存在す る。そのことへの理解 だけは 、お

やすくなる。

ョン能力や感受性の低 い者が 混じればトラブルや事 故は起 こり

今や世界的に有名と なった アニメに登場するモビ ルスー ツを

バイクの免許は自分も 取ると 心に決めて予定はして いた。 だけ
て目立ったところで、 子供っ ぽいだけだろと見えて いた。 先輩

は近似のことをやってい る。

着て、観念の力を借り動かし対戦するまでもなく、日常でも我々

ど、集団で反抗したい 気持ち が分からない。反社会 的行為 をし

とかへの参加を誘われて も必 ず断った。

し記憶の伝達というネ ットワ ークを構築しては、経 験とい う個

渇望している。常に、 新しい 刺激をバネに、活発に 触手を 伸ば

こが面白い。若さは刺 激に敏 感だ。脳にある神経細 胞は、 まだ

と、当たり前に発揮さ れ孤独 な個人の心を軽くさせ ている 。そ

のコミュニケーション という 人間の社会性の部分が 、外へ 出る

家で静かに孤独にい ては感 じることの不足する他 者との 相互

後輩とか面倒そうなこ とも自 分には向いてない。従 って、 集会
出身中学の一級上に いた、 色白で眉毛を剃ったナ ヨッと した
なおさら不気味さを意識 させ た。
反抗したいならツルむ なよ？

そ

男が〝族〟の中で頭角を顕していると聞かされると、それこそ、
やるなら独りでやれ よ？
の方がカッコいいぜ？
だいたい、そんなよ うな考 えがあった。だが、当 時は口 に出

中学時代の麻雀仲間 だった 同級生の男子が、みん ながみ んな

人的財産を蓄積していく 。

とである。そして麻雀 や運転 には、個人の性格や人 間性が 良く

連絡を入れる。

暴走族へと走ったわけ でもな く、私立高校へ通う旧 友たち にも

にも使えるのだと体感 を以て 知るのは、もっとずっ と後年 のこ

せなかった。疾走感を 精神安 定剤のように、癒しや 、また 瞑想

顕れる。あるいはセッ クスに してもそうだ。おとな しそう な性

驚かれ、喜ばれ、激励 され 、感激させられた。

格に見えている人物の 持つア グレッシビティ。攻撃 性や自 己中
心性や貪欲さなど、隠 しよう もなく出てしまう。そ の逆の 、恭
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だったのだ。母は私の 同級生 たちに理解ある態度を 示して 、部

荘への出入りが難しか った男 子中学生たちにとり格 好の居 場所

さや根源的な悩みを紛 らわせ たい人間の心理は、逃 げられ ない

ある。人の内省的活動 は時代 を経ても変わりようが ない。 寂し

巷に盛んなネットに よるソ ーシャルゲームなるも のが現 代に

を静めていただけだった かも しれなかった。

屋を提供してくれてい た。飼 い猫と後輩にもあたる 妹だけ が、

自分を評価して癒され る方向 へと墜ちてゆく。さり とて、 その

現実はそのままに、手 軽に見 知らぬ誰かとコンタク トして いる

夕方から母親が仕事 へ行き 夜中まで留守になる我 が家は 、雀

いつも非常に迷惑して いた。 彼ら同級生たちが向か える家 は、

通勤の際には、ター ミナル 駅である新宿駅の東口 に近い 地下

＊

ろう。ただ、時をやり過 ごし 、逃げているだけなのだ から 。

作業では、決して本当 の自分 と向き合うことには向 かわな いだ

我が家の他にも二～三 ヵ所あ った。やはり片親の、 母子家 庭ば
ずっと、麻雀という ゲーム が好きだった。結婚す るなら 麻雀

かりだった。
の出来る男性としたい と思う くらいだった。現実に は、そ んな
のかと思う。ただただ 時間を 費やし、何かを、やり 過ごし たか

必要はなかった。あれ ほど、 のめり込んでいた自分 は何だ った
っただけなのか。本当 は考え なければならなかった ことを 考え

く使った。コマ劇場の 近くに ある店まで徒歩で五分 とかか らな

鉄の出口から地上へ出 て歌舞 伎町へと向かう、同じ ルート を良

それより何より、楽 しかっ たからだろう。青春の とっか かり

ーブをかけ、前髪は眉 毛の辺 りで切り揃え残りは肩 まで垂 らし

い。見慣れた景色の中 を安心 して歩く。健康な黒髪 に軽く ウェ

たくなかったからなのか 。

ていた。独りでは簡単 に寂し くなる夜も、部屋を提 供して 、み

にいて、みんなで馬鹿 な話を しながら集まる口実に 麻雀は 向い

ている。きめの細かい 色白の 肌に年齢には不釣り合 いな濃 い化

いつも早足だった。原 色系の 派手な組み合わせを好 み、ジ ーン

んなに来てもらえば寂 しくな らなかった。大人にな っても 、し
初めて麻雀を教えた のは同 居していた時期の父だ った。 母も

ズでなければ短いスカ ートも 良く穿いた。部活で鍛 えた足 を、

粧をして、誰にも行く手を阻まれまいと、硬直した表情のまま、

妹も興味を示さず、長 女の私 だけが教わった。組み 合わせ のバ

から三年まで続けたテ ニス競 技では、超ミニのスコ ートが 女子

にょきっと出して歩く ことに 何の抵抗も感じない。 中学の 一年

ばらくは、好んで仲間の とこ ろへ麻雀しに出かけてい る。

だった。ずっと無職で 家にい た父には、出かけて麻 雀をす る相

のウェアとして正式に 採用さ れている。コートでは 、着慣 れて

リエーションが豊富な ゲーム は、小学生にとり、と ても魅 力的
手も資金もなく、その ため虚 しさから娘に手ほどき して気 持ち
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もいた。
駅のロータリーから 新宿通 りの幅広の交差点を渡 った先 の右

を強いられた怒り肩を したシ ョートへアの女の子。 その眼 が、

いた横長の店舗があっ た。商 品は常に道端にも、は み出さ んば

どんな人生を送り、ど のよう な事情で大切なものを 売ろう とす

の前のパネル写真の中 の少女 は、自分と同世代だと 仮定し て、

自分の裸や存在が商 品とな る感覚がまだない。け れども 、目

んでいた。

阿修羅のように怒って いる。 怒りの奥には確定した 哀しみ が淀

かりにして陳列されて いる。 箱入りの形の良い赤い 苺や大 きな

角に、当時から、夜遅 くまで 贈答用の果物など扱っ て商売 して

房の鮮やかな黄色いバ ナナ。 種類の豊富な大きめの 林檎や オレ

往来に堂々と、少女の 痛々し いヌード写真が、取り 締まら れも

る気になったのだろう か。そ れを考えると目眩がし た。こ んな

せず興味本位に通行人 に晒さ れることにも違和感が ある。 その

プルなど売られている 。その 店の領域の終わる境目 らしき 場所
に夕方近くになると、 決まっ て、大小のパネルに引 き伸ば され

暮れ始める時間帯に果物屋の前を通過する時には、いつまでも、

パネルは人気があった のかな かったのか判断できな かった が、

ンジに季節の果物。さ らには 葉の付いた熟していな いパイ ナッ

た見覚えある芸能人の ポート レイト写真や、あるい は無名 の新

その裸体には眼を奪わ れた。 似ている。その少女の 裸身は 、自

その少女の名前も、多少は有名なのかも何も知らない。だが、

じセリフを通行人へ呼 びかけ て愛想笑いを振りまく はずの 彼が、

ャツにネクタイの上に 派手な 色の法被を重ね着して 、大声 で同

早番を終えて帰ろう と店を 出ると、いつものよう に、ワ イシ

フジタの誘いに応じて から 間もない日だった。

通りを威嚇するようにし て存 在し続けた。

人タレントなのか媚を 売る表 情や仕草を強要された 若い男 や若
い女の巨大な写真が、 照明を 当てられ、通行人の眼 を奪わ んと
壁に立て掛けられてい く。忘 れられない少女のヌー ド写真 があ

分自身が鏡の中に見る 裸の姿 と酷似していた。少し 外向き にツ

「どうしたのさ」

どことなく浮かない顔を して いる。

った。

ンと張った、お椀を伏 せたよ うな丸みのある乳房。 健康的 な弾

ただ座っていればい いだけ だからと言われ、薄暗 い昼サ ロの

「オマエに出来るかなぁ」

「ふぅーん。アタシで良ければ手伝ったげようか？」

「女の子が足りない。今日は忙しい日なのにさ」

力を予感させる幼児体 型を残 したままの脹らみを持 つ腹。 均整
の取れた手足。
自分の裸が人目に晒 されて いるような困惑を覚え 動揺す る。
年齢的に間違いなく近 い。両 手で大きな赤い林檎を 股間ま で下
ろし、下半身にあるヘ アーの 部分を隠すような不自 然なポ ーズ
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ロアには、半分くらい に人影 が見えた。その一つに 案内さ れる

店内に初めて入る。い くつか のボックスシートに分 けられ たフ

た武勇伝すら持ってい ても、 金さえ払えば許される 世界の ある

姦されそうになり、独 りで大 立ち回りをして気を削 ぎ難を 逃れ

した野獣そのものにな ってい た。大阪で、見知らぬ 男たち に強

現実を実感することは なかっ た。不思議と腹は立た ない。 別に

と、学生らしき若者の グルー プが喚声を挙げ、あて がわれ た女
の子の座る場所をサッ と空け る。大学生だろうと思 えた彼 らに

腹は立たない。私たちは 、そ の後も変わりなく交流を 続け た。

そのように自分を納 得させ た。フジタに対してさ えも、 全く

は役に立つ。

馬鹿なことした。け れど経 験は経験として、きっ と、い つか

「えー？」という輪唱を背中に聞いた。

げたので、彼らも驚き落 胆し ていた。

心と負けん気が強かっ ただけ である。学生たちは私 が驚い て逃

彼らに落ち度はない。 こちら が悪かった。世間知ら ずで、 好奇

なにか飲み物でも頼ん で話 したりするのかしら……

挨拶して座った。
くらいの、軽いのん きな気 持ちで落ち着いていた 。いき なり
両脇から手が伸びてき て、胸 とスカートの中まで無 遠慮に 触ら
れる。遅ればせながら 、そこ で初めて、自分が大き な勘違 いを

止めてっ！ 」と叫 ぶ頃には、胸の方の手 はブラ ジャ

「ちょっと待って！」という言葉は、かき消され、

して間違った場所に迷い 込ん でいると思い知らされた 。
「ダメ！

妹の高校受験が迫って いた 。

ーの中へ、スカートの 中の方 の手は、ショーツの端 を掴ん で脱
がそうと力を込め始め る。ほ とんど悲鳴を挙げて、 服を手 で押

活のように感じられる 。偏差 値による輪切りを押し つけら れる

話を聞くと、どうも面 白い学 生が多く在籍する充実 した高 校生

の附属高校へ行ってい る学生 がいた。彼女は賢く、 また学 校の

だったが自然と知り合 いが出 来る。その中に、美術 系の女 子大

を手に、都内のライブ ハウス へも顔を出していた。 いつも 独り

勝手な姉である私は 、当時 は家に金も入れずに、 働いた 給金

アタシには 無理 だっ！」

外まで走り出た。

さえると直しながら野 うさぎ のように飛び出す。そ のまま 店の
「ごめん！

両手を合わせた。ド キドキ が収まらない。そのま ま走り 続け
男の本性を垣間見て しまい 、本当に驚いた。知っ ている と思

徒に様々な能力的な差 が大き く開いてないのは学習 には善 とさ

弊害は、都立高校では 常態化 していた。公立中学の ように 、生

る。フジタは、ニヤッと 笑っ て諦めたように手を振っ た。

なかった自分を恥じた 。普通 の学生に見えた彼らが 商品と して

れるかもしれないが、は っき り面白みには欠ける。

い込んでいた男たちに 、その ような一面があると考 えたこ とが
の自分に向かってきた 時には 、ギラギラと、好色な 血走る 眼を
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話をもらっていた。イ ギリス へ行くことにしたので 、発展 的な
「元気？」

話にはなりようがなかっ た。

母は、美術だけに限 らず芸 術全般を愛好している のだか らと
美術という科目が得意 で好き でもあった。奔放に生 きるし かな

不思議な自慢を子供に 語り続 けた女性だった。妹は 中学で は、

高のような制度と落ち 着いた 雰囲気かもしれない高 校の方 が向

ウメチカにあった巨 大な純 喫茶のチェーン店でバ イトし てい

そんな会話ばかりして いた 。

「まぁ、ぼちぼちや。ジブンは、どないなんや？」

いているのではないか と勝手 に考えた。果たして、 思いつ きか

事仲間たちの噂話など して、 本当に言いたいこと訊 きたい こと

た彼は、同僚だった。 私たち は、共通の知り合いで ある他 の仕

くなった姉とは違い、 静かな 環境を好む妹には、あ るいは 女子

た。たまたま最寄り駅 も近い という利点もあり、母 がまた 大い

は避けていた。

ら強く勧めてしまった 結果は 、彼女の運命を決める ことに なっ
に乗り気になったこと も手伝 って、妹は、急にバタ バタと 、そ

のかかる実験ばかりが 残され ていた。神戸に近い山 側の高 級住

彼は、じき大学を卒 業する 。七歳年上で留年して いた。 手間

確かに面白い魅力的 な学生 が多い学校ではあった らしい 。だ

宅地に自宅があり、彼 の、そ の日本人離れした彫り の深い 顔立

の高校を受験することに 決ま った。
が入学後に彼女は思い 知らさ れる。専門というのは 、ただ 好き

より早めに知らされる ことと なった。けれど引き返 せない 。母

上の朝鮮系の男性と真 面目に 付き合った。やはり大 学生か ら社

彼より前には、駆け 落ちし た先輩とは離れ、在日 の、六 歳年

の印象その総てからも、 間違 いなく異性からはモテて いた 。

ちや落ち着いた物静か な立ち 居振る舞いなど他者に 与える 風貌

親が、少しでも有利に と、裏 道を使えまいかと勝手 に動い たこ

会人になる節目の時期 に相手 の男性がいて、当たり 前な発 展を

世界だった。そのことを、大した準備も自覚もなかった彼女は、

なだけでは太刀打ちで きない 、才能や永年の努力が モノを 言う

とも大事な思春期の時 期にあ った妹の精神を傷つけ た。そ の期

する寸前で、自分が怖 気づい た。のめり込みやすい タイプ なだ

けに、またしても、惚 れた男 に人生を捧げて振り回 されて 終わ

待の大きさは、無言の圧 力と なる。私の責任は軽くな い。

るのは嫌だった。

い厨房に向かって、脚 力と記 憶力の限りに取りに取 って集 めた

＊
大阪にいた自分の生活との接点が、まだ少しだけ残っていた。

注文のオーダーを一気 に吐き 出し浴びせる快感。チ ーフの 代わ

平日の昼時や週末の 夕方な ど繁盛する時間帯に、 奥行き の広
付き合っていた男性 の家に 、たまに電話したり、 彼から も電
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りに華番を任された端 正な彼 の顔を目がけ、そうし たバト ルを

者だけで宴会した。ス チュワ ーデスを目指す容姿端 麗な美 女三

っていた。お互い少しだけ気恥ずかしさが残り照れ笑いしたが、

ホシ君とは、あれ以 来は、 普通の同僚としての付 き合い に戻

人組も、役者としての成 功を 夢見るカップルもホシ君 もい る。

た面持ちの選手たちへ 向け、 私の強力なサーブが打 ち落と され

かった。それでも、そ の晩の 送別会での彼は、いつ もより 特別

それだけだった。特に 傷つけ 合うようなことも、遣 り取り もな

あたかも、バレーボ ール試 合での相手サーブを受 ける緊 張し

楽しんだ。

靴を履いた男たちは、 右往左 往しながら急に活気づ いて作 業に

頼れるお兄さん的な存 在だっ た。小柄で誠実で、人 間的な 可愛

退職するサワダさん は、少 し年上だっただけに、 みんな には

に優しかった。

る。すると、守りの姿 勢で位 置についていた厨房の 白服に 白長
没頭し始めるのだった 。彼の ムッとした表情と、負 けまい と少
他の先輩や同僚のウェ イトレ スにもウェイターのバ イト大 学生

ろう。私たちは九人いた 。

い魅力を持つ人でもあ った。 だからこそ集まりが良 かった のだ

年のように真剣になる 様子が 愉快だった。私は、ホ ールに いた
たちにも引けを取らな い大量 注文取りであり、また それら を、

「どうぞ、たくさんの本を読んでくださいね。世界中の人に会

正確に楽しみながら捌く 腕を 持っていた。
オカダさんとならば 、互い に無理をしなくても続 けられ る相

命を題材にした大河物 語に憧 れた。アルセーヌ・ル パンや ジュ

同世代の日本人の女 の子は 、大半が、少女漫画の フラン ス革

のいる選択だった。

フランスへ一番行きた かった のだが、初めにフラン ス語は 勇気

た。留学先を決めなけ ればな らない。英語圏でなけ れば本 当は

そろそろ資料を集め なけれ ばならない時期に差し かかっ てい

れて嬉しかった。

色紙に書いた。少し 酒が入 っていた。彼が素直に 感激し てく

が出来ますよ。頑張れー 」

うことは出来ないけど 、本を 読めば、会えない人に も会う こと

然それを知ってしまう と、自 分も偽名で生きている のだし と意

手として悪くないと判 断され ていた。オカダは偽名 だった 。偶
味のない安心を得てい る。彼 は、私と同い年だった アイド ル歌
手に似た、やはり同世代の女子高生バイトともデートしていた。
感づいていたけれども、知らぬふりをしていた。別れたのには、
そうしたことも全く無関 係で はなかったろう。
歌舞伎町の店でウェ イター をしていた少し年配の 男性が 、め
祝いしようということ になり 、幹事をやった。主に ホール で働

でたく再就職先を見つ けて退 職することになった。 みんな でお
くメンバーが集まる。 店の営 業に差し支えのない晩 に、可 能な
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経験を持つ人物を紹介 してく れた。彼女には、そう したこ との

母は、自分の勤める バーに 来ていた客で、子供を 留学さ せた

と会話能力は、ほぼゼロ に等 しかった。

カナダの自然の方によ り憧れ たが、カナダで英語を 習うよ り、

ール・ベルヌの作品も 、わく わくして読んだ。アメ リカよ りは
やはり本場はイギリスだ ろう という結論に最終的には なっ た。

総てが営業の一環とな る利得 もあった。その人物が 親切に も、

彼女のことを、とても 気に入 った。私たちは初対面 で意気 投合

ちょうど留学から戻ってきていた自分の娘を、さらに紹介した。

小学六年の頃よりラ ジオの 基礎英語を率先して聴 いて、 英語
学でも、英語は好きな教科で得意でもあった。いつしかそれも、

社長令嬢である彼女と 、得体 の知れない人生を送る 、その 日暮

し、お互いが、物怖じ しない 冷静な性格と見抜いた 。資産 家の

をマスターして海外へ 行くと の意欲を早くから持っ ていた 。中

イギリスにも個人的 な憧れ があった。イギリス人 が書く 小説

しの銀座のホステスの 娘。詳 しく話さなくても、傷 ついて いる

途中から適当になってし まっ たが、夢を諦めてはいな かっ た。
にも親しんでいたし、 その、 強い精神力に裏打ちさ れた前 向き

電話で話してから待 ち合わ せ場所を決め、新宿の 、狭い 喫茶

という連帯感は、感覚的 にす ぐ伝わる。

店で初めて会った。二 人の兄 がいて、それぞれイギ リスと アメ

ィッシュ・ロックの全 盛時代 で、心酔していた。特 に、プ ログ

な考え方が、とても好 きだっ た。それに、何より当 時はブ リテ
レッシブ・ロックが好 きだっ た。イギリスに行けば 、より 身近

「イギリスに行くじゃない。テレビで普通に、エルトン・ジョ

リカに留学していること も彼 女は語る。

に、詳しい地理も歴史 も政治 的事情も何も勉強せず 、勝手 に憧

に体験できるのではな いかと の淡い期待があった。 それよ り他

彼女は、美しかった 。とて も上手に、綺麗な卵形 の輪郭 を持

期待が膨らむ。

「ほんとですかぁ。いいなぁ、それ」

ンとかサンタナとか出て るわ よ」

所にあった。ブリティ ッシュ ・カウンシルという名 称だっ た。

つ顔に薄い化粧をして いる。 笑顔で愉しそうに話す 彼女を 、盗

皇居の近くにある英 国大使 館の政府観光局が、離 れた別 の場

れた。

と行き先があるのかを 資料を 渡され考えた。現役高 校生の まま

むようにして見つめた 。たっ た一歳しか違わない彼 女が、 とて

教えられたその場所へ 行き、 留学するなら、どのよ うな可 能性
現地の高校へ編入する なら、 話は簡単だったかもし れない 。だ

ムをしていた店でアル バイト のホステスに応募した 偏差値 の高

小学高学年の時だけ 家庭教 師が付いていた。母が 雇われ マダ

も大人っぽく見える。決 心が 確信へと変わった。

門学校が必要とされて いた。 既に英語教育から遠ざ かって しま

が、そうではなかった ために 、一般的な学校とは違 う語学 の専
っていたので、レベル は貧弱 なものだった。そして ヒアリ ング
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い大学の学生だった彼 女は、 請われて、店でホステ スをや る代
る。

た。決めたら自分で責 任は取 る。そうした強い性格 を持っ てい

と迷うのが嫌いだった 。だか ら行動する時には単独 が向い てい

若い女ばかりで、資 料のパ ンフレットを繰り返し 手に持 ちひ

わりに〝ママ〟の子供 である 私と妹の家庭教師を引 き受け た。
ばしば夕飯の用意がな く、金 だけ置かれてあること も珍し くな

最も年長だった母にして も、 まだ三十代である。

っくり返しながらも、ただ憧れを勝手に夢見ていた夜があった。

父が別居してからは夜 になる と子供だけになる我が 家では 、し

人の小学生を連れ、ま ずは腹 ペコの子供たちに何か を食べ させ

二月も終わる頃になっ て、 オカダさんが電話で言っ た。

あった。

その学校は、ロンド ンより ずっと南の、海沿いの 静かな 町に

を先方の学校へ代筆して 送っ てくれることに決まった 。

くだんのパンフレッ トをユ カちゃんが持ち帰り、 英文の 手紙

かった。家庭教師をし に来た だけのはずの彼女は仕 方なく 、二

私の留学が決まると、家庭教師だったユカちゃんが呼ばれた。

ようと苦心させられたり もし た。
彼女は私の妹を可愛が り、家 庭教師でなくなってか らも相 談に
女は、たまに我が家の日 曜の 夕飯にも同席していた。

乗るなど交流を保った 。実家 が広島なため独り暮ら しだっ た彼
「英語が全然できないんだしさぁ。やっぱ、ホームステイより

「なんとか、卒業できそやねん」

ば、就職活動も完了し 行き先 が決まっていてしかる べきな のも

大学の事情などには 全く疎 かったため生返事した 。本来 なら

「へぇぇ。良かったやん」

貴族の別荘であったも のを利 用したという、憧れを 具現化 する

された整った美しさを 見せて いる広々したイギリス 式庭園 と、

自分に無関係と関心が薄 く、 質問すらしていない。

同意を求めるように 家族に 話す。そこには、きち んと手 入れ

全寮制の学校の方が安心 じゃ ないかって思うんだよね 」

ようなクリーム色の見 栄えの 良い寄宿舎の写真を遠 景で載 せた

「えっ！

そっちて、東 京ゆ う話かいな」

スで、だが一気に言う。 一瞬 の間があいた。

何かを確かめるよう にして 、一語一語を、ゆっく りした ペー

「こんど、いちど、そっち行きたい思ぅてんのや」

「なに？」

「ところで、なぁ」

ユカちゃんが、他の 誰も理 解しない英文の説明を 読んで 聞か

パンフレットが示されて いた 。
せる。素晴らしい文句が 続い た。
決めると気が急く性 格をし ている。人並み外れた 馬力も 、度

「とりあえず、ここ。ここへ手紙だしてみようよ」
胸と能弁という強引さ も持つ 。買い物をする時でも 、だら だら
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「そや」

このところ、フジタ の様子 が少し変だった。何か にイラ イラ

す、という変更内容で。

お互い、努めて平静 を装う 。彼が予定していたの は二週 間く

しているみたいで、急 に不機 嫌そうに黙る。あまり 刺激し ない

「あっ、ほんま。東京。初めて、やないよね。いつ、なん？」
らい先の話だった。ま ずは、 こちらのスケジュール を知り たい

だいたいは、この三 つを中 心に訊かれていたよう だった 。英

ているのか。

イギリスへは何しに 行くの か。いつ行くのか。い つまで 行っ

意識しないわけにいかな くな った。

ように気にしないそぶ りでい たが、何度も同じこと を質問 され

しかし、なんで来るん だろ う。分からないなぁ。

と言う。彼に合わせて必 ず休 みを取ると約束した。
正直なところ、彼の 目的が 、さっぱり読めない。 普段は 笑わ
せたり面白いところの ある人 だったが、クールで本 音をあ まり
出さない気難しい男で もあっ た。それでも、会いに 来てく れる

えない。寄宿舎のある 全寮制 の学校には秘書課程の コース もあ

語の勉強をしに春から 行くが 、期間は二年間くらい 、とし か言

り、二年目は、それを 取るか もしれないなどと不確 かなこ とも

同級生に連絡して、 大阪に いた時に付き合ってい たハン サム

のが嬉しくないわけはな い。
で面白い人が来るから 、一緒 に麻雀してやってくれ ないか なと

勝手に食パンを混ぜて みたり もして、芯には細い針 金を入 れる

自分も手作りしてみた くなっ た。紙粘土だけでは弱 かった ので

下北沢の『戯』で売ら れてい たようなアクセサリー の人形 を、

時間に余裕が出たからだったのかどうか、少し内省的になり、

事実は、まだ伏せておこ うと 自衛的な気分に陥った。

彼は、
「ふん」と、また黙る。急に出発が九月に延期となった

言った。

いた楽しい仲間たちで 徹マン したり、甲子園にプロ 野球観 戦に

頼んだ。オカダさんと は、ホ ール代表の私を交え職 場の厨 房に
行ったりもした。ふと 、自分 の仲間たちと彼を、相 互に引 き合
わせてみたくなった。
ユカちゃんがイギリ スへ送 った手紙の返事を持っ てきた 。受
だが、母の方から、 急に資 金の都合がつかなくな ったか ら九

つなげると成型し、食 パン入 りの粘土が固まったと ころに ポス

とペンチで先を器用に 丸く加 工し、頭、胴体、手足 をそれ ぞれ

け入れ可能と書かれてい るら しかった。

異存はなかった。従うの み。

ターカラーを塗って、 髪の毛 の部分には余っていた レース 編み

月に延期してくれと要 望され る。大した差ではなか ったの で、
ユカちゃんに、また 手紙を 出してもらう。入学は 九月に しま
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芸も決して嫌いではな かった 。そうして出来あがっ た人形 を自

の、鮮やかな濃い緑の 糸の束 を貼りつけた。子供の 頃は、 手工

内改装に熱中するのも 、しょ っちゅうだった。まる でガウ ディ

ボブ・ディランばかり を店で はかけていた。急に思 い立っ て店

た。客がいないと、いつも本や漫画雑誌を読んでいて、当時は、

の教会のように、常に 成長し 続ける途上にいる生き 物のよ うな

分の分身のように愛し く思い 、皮の紐にぶら下げて 、胸の 谷間
に人形が揺れる按配に 調節し 紐を首からかぶり得意 になっ て外

のある孤高の美しいダン は棲 みついていた。

店に、個性的な美学を 持つオ シャレをした、長髪の 、少し 憂い

残念ながら何かが足 りない らしく、硬く固まって いる粘 土の

を歩いた。

仕方がないな。作り方 が適 当では、やはり保たない 。

ようになったばかりのボブ・ディランを、繰り返し、
『段』で初

ディランも聴かなかっ たが、 いきなりエレキギター を採用 する

アメリカン・ロック にもフ ォークにも疎かったた めにボ ブ・

潔く諦めた。その頃 には化 粧しても、大阪仕込み の濃い 派手

めて聴かされた。
「ディランも悪くない」と、分かったようなこ

部分は、しばらくすると 簡単 に割れて欠けていった。

なものから、徐々に、 憧れた 年上女性のような薄い ものへ と変

とを思った。今でも、 当時に 聴かされた〝ハリケー ン〟な ど聴

「よう来たね」

したわけではないので、 仲は 悪くない。

で、暮れに別れたばか りの男 を迎えに行った。べつ に喧嘩 別れ

約束どおり連続した 休みを 取り、東京駅の新幹線 の改札 口ま

くと胸が 逸る。あの頃を思い出 す。

はや

化していっている。
夜のシモキタ通いは 、ほぼ 、南口にあった『段』 に集約 して
いた。
『段』にはまた、同 級生の 男子も来ていると知り 、マス ター
のダンに名前を教えら れた。 二人いたが、二人とも が中学 時代
に親しくなくもなかっ た男子 だと思うと、ひとりで に笑み がこ

小さくそう言うと、照 れる ので先へ立って歩いた。

「ん。麻雀。用意してんねん」

「どこ行くん？」
「え！

ダンは、魅力的な大 人だっ た。大人という形容は 年齢的 なも

ぼれる。
のを指すだけで、実際 のとこ ろは、真剣に本気で一 緒に遊 んで

「そぅや。ワタシの友だちも見せたげる」

驚くオカダさんに、 確信犯 的に悪戯っぽく打ち明 けると 、新

麻雀かいな？」

みを感じさせられる若 者だっ た。文学座の研究生だ ったと いう

くれるプレーリーダー のよう な役割をした兄さん、 という 親し
のは人伝てに聞いたが 、役者 を断念した理由までは 知らな かっ
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いざな

宿へ向かう中央線のホームへと 誘 う。新宿駅で小田急線に乗り
換え東北沢駅で降りる 。東北 沢駅の目の前には、小 学校か ら一
緒だったイトちゃんの 家があ り、当時は駅前の一階 で、同 居す
る叔母さんが小さな雀荘 を始 めたばかりだった。
彼に教えると、勢いよ くド アを開けた。

「ここ、やねん」

中には、私から頼ま れ集合 させられたアキとフミ オが、 イト

「着いたよー！」
ちゃんと待っている。

たカルチャーが、私たち の常 識だった。

まずは、私とオカダ さんと 、アキにフミオの四人 で半チ ャン

を囲んだ。イトちゃんは 見学 。

この頃の東京の西部 地域に いた大学生も高校生も 麻雀を した

ならば、家庭麻雀の延 長のよ うなルールと思われる 『完全 先づ

れば完了していないと 他人か らはアガれないという 、面倒 なも

け』という、最低でも イーハ ン以上の〝役〟をメン ゼンで なけ

のを採用していた。あ りてい に申せば、喰いピンな し、喰 いタ

雀の方は、後に主流と なる『 ありあり』というルー ルで、 喰い

ンもなしである。しか し、大 阪でオカダさんたちと してい た麻

ピンなし、されど喰い タンは ありというものだった 。イー ハン

世の中では、こちら の個人 的な生活とは無関係に 、相変 わら
ず、勝手に色んなこと が起き ていた。ベトナム戦争 は終わ って

ーチ以外の唯一の〝役 〟にす る場合には、決定的に 、その 処遇

以上の〝役〟となる字 牌や三 元牌を、メンゼンが前 提であ るリ

は専門家でないと判ら ないこ とだが、その後に隆盛 して主 流と

が分かれ道ともなる。 どちら が本来的なルールだっ たのか まで

題で逮捕されている。

いて、周恩来も毛沢東 も死ん だ。日本の元首相もピ ーナッ ツ問
新聞も読まず、テレ ビもロ クに観ない生活を、駆 け落ち して

自が自分の手牌の中の 宇宙に 惚れて高望みを目指す 傾向に 陥る

その頃に東京で私た ちに採 用されていた方のルー ルでは 、各

行し合理化されていた。

なる関西に於いてのル ールの 方が、より場がスピー ディー に進

からは続けていた。本 だけは 、かなりな勢いで読ん でいた 。そ
して音楽も、とても重要 だっ た。
この一九七六年はオ リンピ ック・イヤーに当たり 、空に はコ
催された。秋には、富 士スピ ードウェイに、初めて フォー ミュ

は高まるが、その分、 半チャ ン進行の能率は落ちて 、のろ くな

ため、さらに高い〝役 〟での 素晴らしいアガリも発 生する 確率

ンコルドが舞い上がり 、冬と 夏に、それぞれオリン ピック が開
ラ・ワンも来ている。 少年誌 の漫画雑誌の売り上げ が、お そら

る。

くピークの時期だった ろう。 手塚治虫が、しゃかり きに、 週刊
誌だったマガジンにも 、チャ ンピオンにも描いてい た。そ うし
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関西人は、動く歩道 の上で も走ると言われた種類 の日本 人で

にいかないと合理化を 目指し たのではないのか。あ るいは 、新

ある。つまり、とても 、せっ かち。商売の勝機を待 たせる わけ

聞社の事件記者たちが 最初に 考案したと何かで読ん だ気も する。
ていた。

赤ウーピンなどのイン フレ化 したドラも、大阪で初 めて体 験し

オカダさんは、目を 白黒さ せながら、普段と勝手 の違う 麻雀

を、年上のメンツと関 西代表 という重圧を肩に果敢 に戦っ た。

半チャン二回で私は抜け、イトちゃんと交代した。その時点で、

全員高校生である。無言 で打 ち始めた。

オカダさんは一人負け してい た。表情が真剣になっ た。相 手は

じゃらじゃらと硬い 牌が掻 き混ぜられ打ち合わさ れる音 。そ

側を下にした伏せた状 態で二 列ずつ並べては、一方 の列に 、も

れらを四人が手分けし て自分 たちの両手だけで各自 の手前 に表

ャカチャカチャ、パチ ッ。そ んな音が、リセットの 度ごと に東

う一方の列を重ねてサ ンドイ ッチのように載せる。 カチャ カチ

南西北の席から繰り返され、ゲームは展開した。私たちの他に、

昼から始めて、半チ ャンを 六回やり精算した。オ カダさ んの

住宅街では、平日の真昼 の雀 荘に来る暇人はいない。

負けは、かなり減った 。でも 、負けは負け。彼は潔 く現金 を払

「気をつけて帰ってくださいね」

い、アキたちは喜んだ。
明るくアキが言った。
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「ほな、行ってくるわ」

た。この先が分かれて いる男 女二人が過ごす刹那の 瞬間を 、ど
「就職は、せんことにした」

のように理解したら良い のか を計りかねた。

フミオがつっこみ、私たちは爆笑した。ほんの数時間だけで、

「どこ行くんですか！」

祖母が持つ物件が箕 面にあ り、そこで喫茶店を開 くこと にす

「そうなんや。なら、これまでの経験が活きるね」

ると覚悟したように述べ てい る。

古くからの友人同士の ような 気やすい関係が生まれ る。み んな
方には、間がある。

東 京は ？」

度かトライはしてみた 。だが 、彼が出来なかった。 それが 機能

は抱かなかった。いつ もオー ラルで、彼だけを完了 させる 。何

人きりで夜を過ごし性 的な付 き合いをしてきたにも 拘らず 、彼

彼とは一度も交わっ たこと がない。それまでにも 何度も 、二

澱のように残されたまま 沈ん でいた。

麻雀の話など楽しそう にして はいても、心には、別 々の感 情が

既に話したことの確 認を、 また、ぼそっと告げる 。その 日の

は、帰ってけぇへんわぁ 」

「ワタシの方も、正式に九月に行くと決まってん。二年くらい

しな」

「せや。もう間に合わへんかったし、やりたいことも特にない

に礼を言うと、オカダ さんの 後を追うように外へ出 た。ま だ夕
とりあ えず 新宿まで出ようか」

独り言のように呟く と、少 し悔しそうにしていた 彼に笑 顔が

「どないする？
戻ったのを確認した。
新宿駅構内の広いコン コー スへ降りると、彼が言っ た。
「どこかへ行こ」
「どこかって、どこへ？」
ちょうど、郊外へ向 かう特 急列車が発着するホー ムに近 い場
所にいた。
信州？

「ん。信州なんて、どや」
「へぇっ！
「東京は、もう、えぇ」

はつかなかった。けれ ども、 その部分は、少しだけ 私を傷 つけ

的な問題だったのか、 メンタ ルによることが原因す るのか 判断

信州 のど こ？」

「もう、いいの？

このようなセックスが 認め られるものなのか？

得するだけだった。

彼が、
「ほっ」と、ため息をつくように満足し、それを感じて納

ていた。その晩も裸に なり、 同じような営みを、ま た重ね た。

「とりあえず、松本かな」
目の前のホームの案 内を読 んで、ぼそりと呟く。 一番早 い特
松本城の近くに宿を 取り、 当たり前に風呂に入る と、部 屋に

急に乗り、松本まで行っ た。
しつら

調 えられた夕飯を二人だけで食べた。不思議な時間が流れてい
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ずっと疑問だった。 その疑 問は、自分が歳をとり 、少し ずつ

角の顔の下に、若作り のアイ ビールックを、不変と 自慢す る体

物と見抜いていた。ら っきょ うを逆さまに置いたみ たいな 逆三

ねない直言もビシバシ 言う彼 を、逆に、とても誠実 で正直 な人

型にいつも着せている 。夜中 に一本だけ嗜む煙草が 美味い と、

あいだが何年も開いて も、ふ と思い出したように連 絡を取 り合
う。顔を見る。素直に なった 魂と出会い、心が震え る。恋 人と

控えめにしている優し い奥さ んにも会う。そう言う 彼が、 正し

風変わりな健康志向を 、くそ 真面目に披露すること もあっ た。

解消されていった。永 い年月 をかけ、彼とは、連絡 し合っ た。

しては終了してしまっ たが、 その心に触れる作業は 継続し てい

中三の夏休みに越し てから 通いだし、他では得ら れない 安息

く家族思いなのを微笑ま しく 意識する。

たのだろうと思わずには いら れない。
決して本音も本心も 語らな かった男の気持ちを、 今は、 分か

を、その店では見出す。

る気がする。そしてそ のこと は、たとえ若かった自 分が、 あの
時に分かっていたとし ても、 たぶん、全く意味をな さない こと

まったくっ。親を心配さ せて ！」

である。必ず小遣いを 持って いると知られていた。 気に入 れば

何かオススメの良いレ コード はないのかと訊いた。 相手も 商売

大声で叱られても嬉しい。照れるため、いつもと同じように、

「あはははぁ。帰ってきたよ」

「どこ行ってたんだよっ！

そういう愛もある。 そうし た息の永い愛情という ものも 存在

だったのだろう。
すると分かる歳になった 。
私は彼にしがみつい て子供 のように眠り、松本で の静か な夜

店にいた穏やかな性 格をし たバイトの青年は、辞 めてか ら、

させては説明してくれる 。

大量にアルバムを購入 すると 知っているため、熱心 に試し 聴き

なんなのサ』という流 行歌の フレーズを好み、運動 部でも 文化

たと判明した。店長は 驚いた 。けれど、話をそっと 打ち明 けら

実は、地域のツッパリ 青少年 たちからは尊敬される 裏番長 だっ

裕福な家庭に育ち、ＣＳＮ＆Ｙが好きで、
『あんた、あの娘の

が更けていく。

が、それでも、パチン コと麻 雀ばかりしていた不器 用な男 は、

部でもあると引きずり こまれ た応援団では少し精気 を取り 戻す

れても驚くよりは、むし ろ強 く納得してしまう。

心が乾いた時には、 そのレ コード店へ行った。店 主の毒 舌を

松本から東京を経由する と、 真っ直ぐ兵庫へ帰ってい った 。
自宅の近くには一軒 だけレ コード店があった。店 主が、 とて

聞いては、心の泉に、 たくさ んの水を満たされ、買 ったレ コー

心と心とは、そういう ふう に繋がるものなんだ。
もシニカルなニヒリス トで大 好きだった。嫌味に受 け取ら れか
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ドと一緒に持ち帰った。
嘯く彼の葬儀には、 きっと 、本物のファンだけが 駆けつ ける

「オレの葬式には、きっと誰もこない」

は自前では無理と判断さ れて いた。

母を半ば騙すように して、 きっと車の運転免許は 向こう へ行

ったら絶対に必要にな るはず だからと説得した。ア メリカ 合衆

ゃっかりと必要な資金 を手に すると、それを、そっ くり自 動車

必要性は実は全くなか った。 それでも母は騙されて くれた 。ち

国へ行くなら、いざ知 らず、 行くのはイギリスであ る。そ んな

洋楽だけでなく日本 のロッ クのアルバムも買い集 めては 、家

よと信じて疑わなかった 。
族とは、ほとんど口を きかず 、ヘッドフォンで毎晩 のよう に音

十八歳を迎える。満十 八歳に なる前から自動車学校 へ通え るこ

誕生日は四月の後半 で、同 級生の友人たちの中で も一番 早く

学校へ払い込んだ。

関係など勝手に想像し 、やた らに詳しかった。やは り詳し いの

同級生たちは高二を終 了し 、春休みに入ろうとして いた 。

とを確認し、十八歳になると同時に免許を得ることを画策した。

当時はクレジットを 読んだ りもして、参加ミュー ジシャ ンの

楽を聴きながら眠った。

めてしまった高校の同 級生で は彼にだけ、例外的に 電話し てい

が一人、同じ音楽系の 同好会 へ同期に入会した仲間 にいた 。辞
た。本格的なミュージシ ャン を彼は目指した。

った。食事しながら酒 を飲ん でいたのだが、彼にし ては、 珍し

フジタと会っていた 。会話 が弾んでいるとは決し て言え なか

うとしていたのを、彼 と、親 友だったイトちゃんだ けが内 緒で

「送っていくから」

く飲み過ぎていると見え た。

駆け落ちを成功させ るには 資金が要る。必死に持 ち物を 売ろ

ネスと役者の世界へ、彼 女も 自然に向かっていった。

手伝った。イトちゃん も、踊 れて、ギターも弾く。 ショウ ビジ

ケリを着けるように 彼が言 って立ち上がり、店の 外の道 端に

のシャコタンのスポー ツタイ プの古い車は、間違い なく、 暴走
族仕様車だった。
これ」

停めてあった、見慣れ ぬ乗用 車の方へさっさと向か う。暗 褐色

「どうしたの？

渡英が延びたために 出来た 時間を利用して、車の 運転免 許を
大手タクシー会社に由 来する 名称の垂れ幕に呼び込 まれる よう

「借りた」

取ることにした。西新宿の代々木側に建つビルに下がっていた、
にして、そのビルの中 にあっ た事務所へ行き、合宿 による 運転

幅の広い幹線道路で もある 空いていた深夜の甲州 街道を 、車

免許の取得を説明され 帰って いる。まとまった額の 現金が 必要
で、貯金などしないで 、寓話 のキリギリスのように 生きて いて
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は快走した。新宿から環 七ま では、すぐである。

は無理だ。いい？」

明らかな内面の暴走を 表現す るかのように、二人の 人間の 運命

仕方がない。そんなに 見たい んなら見せてやるよ。 それで 自分

このタイプの男には 、口で 説明して納得させるの は無理 だ。

不貞腐れた。

を搭せた車は、赤信号 の交差 点を、一つ、二つ、三 つと強 引に

だ。私の抱えるものが 、口で 説明できるほど生易し いもの では

で納得してもらうしか ない。 きっと彼なら、見れば 分かる はず

彼は、アクセルを緩めない。ぐんぐんスピードを乗せてゆく。

突っ切って突破し続け た。爆 音が轟き、車が振動す る。両 側か

に済んでいる。母が出 勤する ため和服に着替える和 室が唯 一の

たはずだったが、出迎 えたり はしないのが普通なの で、会 わず

へ彼を招き入れた。時 間的に 、まだ母は帰宅前だっ た。妹 はい

覚悟を決めると、駐 車する 路上の位置を冷静に指 示し、 自宅

ないということが。

ら、急ブレーキ音と、 派手な クラクション音が、間 違って いる
狂った車を目がけ、深 夜の寝 静まる住宅街を目覚め させる かの
ように迫った。
二つ目を越えた時に口 を開 く。
無視される。三つ目 を通過 する時には、大声で叫 んだ。 思わ

「危ないでしょっ」
ぬセリフだった。

客間でもあったため、 そこへ 来客用の夜具を敷き、 自分の 部屋

は、さらに上階にある と、メ ゾネット形式の三階建 てのマ ンシ

アタシは 、ま だ死にたくないっ！」

憑かれたように執着 してい た暴走を、我に返った かのよ うに

を、あやすように寝かし つけ る。

ョンの角部屋である家 の構造 も解説した。充分に酔 ってい る男

「やめてっ！

宅まで環七からは、細 い生活 道路を、車はくねくね と走ら ねば

ダメに決まってんじゃ ない ！」

猛烈に責める。

起きると、彼は帰っ た後だ った。少し拍子抜けし た。妹 が、

面倒は、また明日解決 すれ ば良い。今は、もう眠り たい 。

彼は緩めた。すぐそこ に、大 原の交差点が見える。 方南町 の自
ならない。間近まで近づ いた ところで、彼が吠えた。
なに言ってん の！

「おい、プリン。今夜オレを家に泊めろ！」
「えっ！

「いいから、泊めろっ！」

なに 考えて んの

勝手に知 らな い男の人なんか泊めてっ ！」
「あぁ、そうだね。ごめん」

「なんなの？

は傷ついていて、とても 面倒 だった。

「だいたい、お姉ちゃんは、いつも勝手よ！

どんなに抵抗して繰 り返し ても、彼の言葉は変わ らない 。男
「わかった。泊めてやるよ。だけど、アタシの部屋に泊まるの
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か分からない」
「わかった。わかった。もういいでしょ。帰ったんだから」
誰？

あの人」

「おかぁちゃまだって、いきなり男の人が寝てて困ってたわよ
っ！
「あぁ。知り合い。泊めてって頼まれた。別に悪い人じゃない
よ」

フジタが家に泊まり 、店長 に退職を告げて間もな くであ る。

常連客である、ビア樽 のよう に太って色黒だったタ カハシ さん
に、ふいに声をかけられ た。

いつもの、低く、し ゃがれ てしまったドスの利い た声で 、彼

「お茶でも飲みに行かんか」

ずっと可愛がられてい た。彼 も他の常連たちと同じ ように 基本

は真っ直ぐ見据えるよ うにし て誘った。彼には、入 店して 以来

はいつも独りで来たが 、特に 彼は、だいたい決まっ た席を 好ん

それ以上の会話は迷惑 だっ た。
たのを安堵する。実害 は、さ ほどなかったわけだし 早く忘 れた

薄暗い場所である。店 の電話 には、彼に用事のある 誰かが かけ

だ。彼の場合は、すぐ に出入 りの可能な玄関に近い 階段の 脇の

母は、とりあえず何 も言わ ず、何も詰問されるこ とがな かっ

癖症だったので、その 部分か ら追求されると面倒だ なと警 戒し

てくることが多かった 。新入 りでも彼の名前もすぐ に覚え 、と

い、ぐらいの感覚だっ たのだ ろう。彼女は異常とも みられ る潔
ていた。食器棚の引き 出しは 洗うし、見知らぬ他人 が触れ た手

かってきていれば、必 ず、入 ってきた彼にそのこと を真っ 先に

彼がいない時に誰か が探し に来たり、あるいは電 話が先 にか

ていた。

のを彼は目を細めて嬉 しそう に居心地よくするのが 伝わっ てき

ても大切なお客として 面倒が らずに、いつでも丁寧 に応対 する

けを当然のように分けて 洗濯 する人でもあった。

すりやつり革を素手で 触れな い人である。自分の肌 着や下 着だ
フジタの気持ちが分 からな いわけではなかった。 こっち が傷
つけているんだ。けれ ど分か ったところで応えられ ない。 そう
なると、彼の無軌道は、 はっ きり迷惑なのだった。

雇われた政治家の私設 秘書の ように、彼の希望を読 み、彼 の喜

それを聞いて、慌てて 出てい くことも珍しくなかっ た。ま るで

伝えた。せっかく束の間の休息をしに入ってきたばかりの彼が、
と告げた。退職は、毎 月の給 料の締め日でもある五 日がキ リが

れていたわけでも、ま た媚び ていたわけでもない。 ただ、 そう

ぶ顔を、自分の満足に したい と望んで働いた。決し て、彼 を恐

歌舞伎町の店には、 イギリ スへ行く日が迫ったの で退職 する

った。フジタとのこと も、運 転免許を取りに行くこ とも、 渡英

することが自分に求め られる 仕事だと分かっていた からだ った。

良いので、四月の五日 と決ま った。余計なことは一 切話さ なか
が実は九月という事実も 、何 もかも。
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「仕事辞めるんだってな」

何から話そうか迷って いる と感じさせる。
「はい」

特別扱いしたつもりす ら全く なかった。同じような ことを 、い
つでも誰にでもしてあ げたい と望んでもいた。個人 的な付 き合

「それでホテル行って、やっちゃったんだよ」

「はぁ」

ゃってな」

「昨日なぁ。オレは若い女とな、ちょっと、いい感じになっち

硬く答えた。

いが発生したフジタに 対して すら、それまで同様の 公平な 接客
を続けた。それは当たり 前の ことだろう。
その日は、早番だった 。夕 方前には退店できる。
彼は、納得して帰った 。

「ほんなら、そん時に、また」
タイムカードを押し て制服 を私服に着替え直して から店 を後

彼は、握りこぶしか ら親指 を少しだけ真ん中に覗 かせる 仕草
「あ、ははぁ」

をしてみせた。

にする時刻になると、 タカハ シの使いだと名乗る造 り笑顔 の若
る。教えられ、タカハ シさん が待つ喫茶店へ急いだ 。歌舞 伎町

いくらオレだっ て十四 歳は

と言いながらも、彼 が自分 に何を話そうとしてい るのか を探

「それは、また」

十四だって言うんだな、 これ が。女がさ」

「そしたらさ。やっちゃった後で聞いたら、なんと、そいつが

話に引きずり込まれ、 軽く 笑った。

い男性が、店の玄関の 外で待 っていた。小さな紙切 れを渡 され
の出口に近いビルの二 階にあ った、チェーン展開を してい る静
「お待たせしました」

かな喫茶店に彼はいた。
まず挨拶した。
「おう」

「十四は、さすがにマズいだろ？

っていた。
良くないって思うさ。な ぁ」

彼は、読んでいた新 聞から 目を上げて、座れと向 かいの 席を
必死に理解しようと努 力した 。ウェイトレスに温か い紅茶 を注

手で示す。腰を下ろす と、こ の、どうにも居心地の 悪い状 況を

「そうですね」

ってまだ十七だよ、タ カハシ さん、というセリフを 、かろ うじ

ず驚かされ、それより 何より 未成年ということなら 、アタ シだ

とはいえ、このビア 樽に抱 かれる十四歳が存在す ること にま

文し、真っ直ぐ向かいの 相手 の顔を見る。
でしょうか ？」

笑顔を心がけた。

「なん……
「そうさなぁ」
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の小さい『りんご飴』 は売れ たが、すぐに、切った 林檎か ら汁

ことだと諦めていた。 それで も、最後までおじさん を見捨 てず

が出るため飴が綺麗に 固まら ない欠陥があると判明 し、無 理な

て胸に留める。
何が言いたいんだ？

に、片付けまでも手伝っ てい る。

何を話したいの？
とにかく、辛抱強く 次の言 葉を待った。すると今 度は、 自分

って言葉は、その時に初 めて 知ったと白状する。

一部始終を聞いたタ カハシ さんは愉しそうに笑っ た。テ キヤ

「プリン。なんでもいいから、オレに話してみな。話したいこ

組合です か？ 」

「露店商……

と、なんでもいい。聞い てや るよ」

は、全国露店商組合の副 会長 だと名乗る。
「そうだ。お祭りとかに出る屋台があるだろ。あれのことだよ。

とても優しい眼差し と声の トーンだった。私には 、もう 分か

つまりテキヤだ」
わかります」

たか、している。自分 が裏街 道にも通じる者という 正体ま で明

っていた。彼は、たぶ んフジ タに頼まれたか、私た ちを心 配し

「あぁ！

安心した。そして、 中二の 時に代田橋の神社の祭 りへ行 き、

「タカハシさん。ワタシは、十六歳で先輩と駆け落ちして家を

かした。その心に強く打 たれ た。

困っていた『りんご飴 』の屋 台のおじさんを手伝っ て、最 後に
は、お礼だと小遣いを 貰い、 翌日に学校へ行くと、 それま で話
テ

出た。大阪にいたんで す。で も、その男は、正しい 男では なか

したこともなかった不良っぽい三年生の先輩から、「よう！

キヤの娘！」と、から かわれ たことがあったのを目 の前の 彼に

彼と別れてからも大阪 で働い て暮らしていました。 べつに 家に

った。ワタシにとり。 それで もワタシは、自分の責 任とし て、

『りんご飴』は関西 方面か ら来たばかりの屋台だ ったた め代

対してホームシックと かはな くて、ただ、東京への ホーム シッ

話した。
田橋では馴染みがなく 、丸ご との紅玉林檎に溶かし た熱い 飴を

そ

れは急に感じて。それ で一度 もどったの。その時に 、東京 にも

ク？

なのかな。自分 の住ん でいた街への、東京シ ック？

のが目的の子供の小遣 いでは 高値の花で売れ行きが サッパ リだ

絡ませ冷まして固めて 売る方 式では値段が張り、買 い食い する

どるのに実家の母に会 わない のは、なんて言うか… …

片 手落

った。独りで祭り見物 に出か けていて気づき、苦労 してい たお

て。あ、ウチは両親離 婚して るんです。それで、た またま 連絡

ち？

した親戚みたいな付き 合いだ った人がいて、その人 が、と にか

何かが足りない 。間違 いなのかなぁと迷う気 持ちが あっ

くしてみたらどうかな どと勝 手にちょっかいを出し 、暇潰 しし

じさんに声をかけると 、林檎 を切って小さいのを作 り、売 れ易
て遊んだだけのことで ある。 切り身にした林檎で作 った低 価格
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明らかに納得した表情 に彼 は変わった。

彼は何も質問せず、 ただた だ頷きながら、最後に 、そう 励ま

「プリン。オマエの生き方は間違ってない。そうか。頑張れよ！」

くウチに来なさい。お 母さん のことは、いいから。 まずウ チに
来なさいって言ってく れて。 それで、その人の家か らウチ に電

した。親子ほども年齢 の違う 性別も違う二人が、心 を通わ せら

話して、それで母と会って話した。去年のことです。その時に、
高校は休学になってま したけ どワタシは戻りたくな くて。 だっ

そ れなら大阪にいた方が 、よっ ぽど

「メシでも食おう」と誘われ、断れなかった。

フジタにも呼ばれた。

＊

前を向いて歩いてゆけそ うな 予感を抱きしめた。

彼に礼を言って外へ 出ると 、爽やかな風を頬に受 けて、 また

れた奇跡のような恵まれ た時 間。

ろうと自分だけ思った として もね、どうせまた、麻 雀した り、

てね、戻っても一年先 輩には 、みんないる。初めは 真面目 にや

は、もうやりたくない ！

みんなと遊んだりして 過ごす ようになる。そんなこ とはワ タシ
自分らしく生きられる 。そう 思ってね、帰ろうとし ていた の。
そしたら母が、外国へ 行くな ら行ってもいいって言 った。 ワタ
シは、外国へは行きたかった。子供の頃からの夢です。それで、
考えて、家に戻ることに した 」

向かい合って食事を しなが らも、ずっと不貞腐れ ていた 。先

日の前例がある。また 面倒を 押しつけられるのは嫌 だった 。気

一気に話した。胸の 仕えが 、すうーっと消えるよ うだっ た。
彼は、ところどころで、 うん 、うんと頷いてくれてい た。

が終わると真面目な顔 つきに 変わった彼が、真っ直 ぐ向き 直っ

が重い食事は、食べな い方が 良いくらいだ。寡黙に 過ぎた 食事

それは確かに、逃げな のかも しれ

「それから？」と促され私は続けた。

た。

「イギリスへ行くのは……

ない。ワタシにも分かっています。イギリスへ行ったからって、

も う少し、自分に力をつ けない と、

「そうか」

「嫌いじゃない」

「そうか。オレのことは嫌いか？」

ぶっきらぼうにボソボ ソ言 った。

「べつに、怒っちゃいない」

「プリン。オレのことを怒ってるのか？」
自分

でも ね。

急に何かが変わるわけ でも良 くなるわけでもない。 逃げ出 すみ
たいで嫌だなと、ワタ シも、 さんざん考えました！

タカハシさん。ワタシ は、あ の家にいたくないんで す！
にないじゃないですか ？

がダメになる。だけど ワタシ の歳で、やれることっ て、そ んな
自分の生きたいように生 きる のは無理です」
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「アンカレッジまでは時間がありますから、空いてるし、横に

った。東京の夜景も、当 分は 見納めである。

なって休めばいいですよ 。ロ ンドンまでは遠いです」

しばらくは、困った ような 苦しそうな表情をして みたり 横を
してもいたが、最後に は、垂 れていた頭を上げて意 を決し たよ

たまたま同乗する航 空会社 の若い日本人社員は言 った。 確か

向いたり上を見たり子 供のよ うに戸惑って迷っても いるよ うに
うに、

少なくとも、エコノミ ー席は ガラガラだった。日本 人は、 せっ

に、大英帝国が運営する会社のこの飛行機には、乗客がいない。

機内食も、これから食 べるこ とになる、評判の良く ないイ ギリ

かく乗るなら、言葉の通じる日本の飛行機に乗りたいのだろう。

突き放すようにして彼は、驚くセリフを絞りだした。両眼が、

「プリンよ。オマエは、カタギで生きていけっ！」
向かい合うこちらの瞳 に赤く 充血して映る。震える 唇が、 決意

ス料理より、馴染んだ日本食を選びたい人情も分かる気がする。

の重みを教えた。
あったりまえじゃねぇ かっ ！

分からない。大丈夫だ ろうか と少し不安になる。で ももう 、こ

機内アナウンスを真 面目に 聞いても、その英語が 、さっ ぱり

ゆっくりと開いて、

こまできて不安がっても 仕方 ない。

と頭の中では叫び、けれども、見開いた瞼を閉じると、また、
「そうするよ」
真一文字に結んだ唇を、彼がへの字に曲げ、こくんと頷くと、

自分で発案した送別会も やっ た。
『段』のトイレで気絶して寝込

全部で十四人もの見送 りが集 まっていた。前夜には 『段』 で、

空港には、同級生が 総勢八 人と、最後の職場の人 や家族 など

とだけ、穏やかに告げ た。

ボゴボと噴き出すよう な感情 があった。それが〝感 謝〟か もし

自室の床で大の字で伸 びてい た。見送りが先に到着 してか ら、

くれたアキとフミオか ら、さ っき教えられる。目が 覚めた ら、

んでしまっていたとは 、担い で自宅までタクシーで 送り届 けて

私たちの別れの儀式は 完了し ていた。胸の中には、 心の泉 にゴ
れないと分かるまでには 、永 い時間が必要だった。
飛行機は、しばらく 滑走路 を頑張って走ってから 、海の 手前

くらいの混雑ぶりで殺 気立つ 、パンク寸前の九月後 半の羽 田空

陥落前のサイゴンか ら脱出 する喧騒かと感想を述 べたく なる

恥をかきつつ照れて最後 に登 場となる。

たされる。まだ旋回し ながら 上昇しているため、機 体の傾 きに

ら解放され、機内は、 ごおん ごおんという鈍いエン ジン音 に満

港国際線ロビーだった 。その 人混みを掻き分け、最 後のチ ャン

で思い切りよく、ふわ りと浮 揚した。フルスロット ルの轟 音か

よって窓ガラスの向こ うに見 える景色も変わる。離 陸は夕 方だ
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ヤンマだった。大勢の 人が最 後のお別れをする穴あ きのア クリ

スに間に合った駿足の友 人が いた。
『段』にも来ていた同級生の

らなかった。彼が日本 人では ないと告白する言葉を 最初は 冗談

近代から現代にかけて 解説し てくれた人である。私 は、何 も知

彼は、ホテルの部屋 のベッ ドの上で朝鮮半島と日 本の関 係を

かと思ったくらいであ る。日 本で生まれ日本で育ち 日本語 しか

ル壁の向こうから、
元気で行 ってこ いよな！」と紅潮した 顔の彼 が叫

く自由を奪われていた 。勝手 に連れてこられて、後 は、そ の子

上手に話せない。けれ ど彼ら は陸封された姫鱒のよ うに外 へ行

「イマデ！
「おう。ありがとう、ヤンマ。行ってくるぜ！」

レデ ィ？」

の自分には、もうとても 無理 だろうと気づいていた。

分が持っているかどう かは、 自分だけが良く分かっ ている 。今

な姿勢を後押しした。 大変さ を乗り越えられるだけ の強さ を自

反発を感じたが、結局 は、そ の彼女の言葉が、自分 の後ろ 向き

「その人とは結婚は考えない方がいい」とキッパリ反対された。

のんきだった私は母か ら、

とも、純粋な覚悟を告げ てく れた。

学校では決して教えなかった。そして彼は、「ゲット

そんな不条理をする国 でもあ ったんだとの厳しい現 実を知 った。

孫も含め、どうでも好きにしてくださいと誰も責任を取らない。

ぶ。
周囲を驚かせながら大 声で 返事した。
「頑張れよ！」
「おまえもな！」
たくさんの 「頑張れ」に見送られ、純粋な魂からの元気を渡
された。まだ興奮してい る。
夏に大阪へ挨拶に行 った時 のことを考える。オカ ダさん にも
会えたし、何も変わって なか ったなぁ……
独りぼっちになって から住 んでいた会社の女子寮 の近く に、
通った貸本屋があった。その書店では、最初に 「青春の門」を

母は、都会育ちの私 とは違 い、偏見の強い古風な 土地柄 であ

の一般的な彼女たちの 常識を 示した。本人に満州の 旅順で 生ま

る地方で育ち、より身 近に多 く在住する大陸から来 た人た ちへ

一巻から連続して借りた。寮の部屋で独りで読み耽りながらも、
こんなに簡単に一晩で 一冊読 めてしまう小説が、本 当に文 学な

く者と新しく生まれる 者とが 絶えず入れ替わる。人 間の身 体中

どこの国に於いても 、どの 民族にあっても、人々 は死ん でゆ

まう間違いを克服できず 成長 してきた。

れ過ごした時期があっ てもな お、そうした偏見を常 識とし てし

のかしらと驚いている 。その 小説は、在日朝鮮人の カナイ さん
が好きなものだった。
仲良くしてもらった 貸本屋 のおばちゃんにも挨拶 した。 手紙
だすからねと約束して きた。 カナイさんに急に電話 したの は、
間違いだったのだろうか ……
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ず、違う未来を手にす ること は可能だ。より良い将 来とす るこ

の細胞が二日で新旧入 れ替わ るのと同じく世代は交 替する 。必

もあり、海外渡航者は 五百ド ルまでしか国内からは 持って 出ら

高かった。三百円くら いして いた。また、外貨の持 ち出し 制限

百六十円ではなかった が、そ れでもまだ米ドルは日 本円に 対し

見送りにきていたア キたち は、きっと、こう言っ たに違 いな

う。

様々な費用面を考え ると、 本当に容易なことでは なかっ たろ

れなかった。

とが出来るかどうかは 常に、 一人一人の、誠実な生 き方に 委ね
られているだろう。
挨拶だけの電話をし て彼を 悲しませ、自分も悲し くなっ てし
まった。けれども、し ないよ りは、した方が良かっ たと前 向き
時を経て、少しは改善さ れた ようにも思われる。

に思えるようになった。日本と在日の人たちとの付き合い方も、

「行っちゃったね。イマデ……」

い。

「アイツはいつも、ゴーイング・マイ・ウェイだ！」

世間の常識や規格から 外れ てはいても、
「学校」と呼ぶべき時
あえず、周りの同級生 たちの 誰よりも早く、運転免 許も手 にし

期を卒業した。さらなる 「上級学校」へと向かっていく。とり
たんだ。

空席の目立つ機内で は、各 々がスペースを確保し 始める 。し

かし私は、全く寝るつ もりな どなかった。寝るなん て、も った

様々なものが想いと ともに 、洗い流されたように 消え去 って
いる。〝記憶〟という 引き出 しの中へ、きちんとた たんで 、し

いない。この貴重な瞬 間を総 て記憶しておくために も、私 は絶

対に寝ないぞと心に誓っ てい た。

まわれていた。

東京の夜景が遠ざか ると空 は、ずうーっと暗い闇 へと果 てな

冷たい。それでも私は 、まん じりともせず座席に腰 掛け、 外を

く続く。飛行機は雲の 上を飛 んだ。星だけは光って いる。 窓が

母は、重い別送の荷物を妹と二人で空港へ届けてくれていた。
いものを別送品として 荷造り していた。それを彼女 は考え た末

眺めて飽きなかった。

スーツケースには入り きらな い和服などである。当 面は必 要な
に、エアカーゴとして 航空便 で送る手続きまでして いた。 ずい
ぶんと高かったことだ ろう。 自分に知識がなかった とはい え申
し訳ないことをした。
この時代、日本は変 動相場 制には移行していたの で１ド ル三
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すべての物や物事は不変ではいられない。不変はあり得ない。
は変化するのだ。
気象も ……

宇宙も……

また同じ 。

ほぼ半永久的に変わら ないか のように思われた何事 も、い つか
地形も……
子供の頃に薄暗い図 書館に 籠もり好んで眺めた地 球の歴 史を
リアルが淡々と語られて いた 。

描く想像画の世界には 、夢を 超越した息を呑む驚き に匹敵 する
遠い遠い過去の地球 には海 すらもなかった。人類 誕生以 前の
界だけがあり、植物の光合成により大気中の酸素濃度が増すと、

世界には、まず、可視 で動く 生き物のない静寂のグ リーン な世
海中には、永い年月を かけて 、ウルトラＱに現れて もおか しく
ないような三葉虫とア ンモナ イト全盛の時期が訪れ る。そ れか
ら、比較すると化け物 のよう に巨大なトンボが飛ぶ 昆虫支 配の
類へと進化し残りは絶 滅した とされる、永い永い恐 竜時代 がや

世界が出現し、脊椎を 持つ魚 類が跋扈し、ようやく 、一部 が鳥
ってくるらしかった。 どうい う按配か、その終焉を 予期す るか
賢いネズミみたいな体毛 を持 つ小動物は生き延びた。

のようにして哺乳類は 登場す る。我々の遠い祖先だ 。体の 割に

物事は、アレもコレ も連綿 として様々につながり 、そし て作
用し合いながら変化し続 ける 。

必ず、不変ではない。

いつの日か、太陽が 超新星 になり、爆発して果て る時が やっ

てくる。その必然に向か い時 は刻まれる。

私たちの生は、一瞬の 煌め きのようなものだ。

ＥＮ Ｄ
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