夜行列車は、地中海 沿岸を 舐めるようにして西へ 走る。 車内

モナコとの国境を越え たの は三十分くらい前だった 。

どうしているだろうか… …

ターミナルまで駆けつけて見送ってくれたみんなは、それぞれ、

には夏服姿の乗客ばか り目立 つ。北半球の温帯の季 節は秋 へと

国人子女向け全寮制英 語学校 は立派で、厳格だった 。窮屈 その

イギリス南部の、眠 ったよ うな退屈な田舎町にあ る高額 な外

西ドイツの山あいの 町から 南下してスイスを経て 北イタ リア

イをして、さらにロン ドンへ も移り住んだ。そこで バイト もし

ものの女子寮をおん出 たら、 隣町の英語学校へ通い ホーム ステ

向かっているのに、この 地域 の秋はこれからなのだろ う。
へ入り南仏へ行く。一 年四ヶ 月ほど滞在した西ドイ ツ南西 部の

イギリス滞在が一年 半とな り、外国人向けの英語 の上級 試験

的はドイツ語の習得だっ た。

て、ドイツ語の個人レ ッスン を受けてから西ドイツ へ渡る 。目

町フライブルグを離れ る前に は少しだけ、必要にな るフラ ンス
語も習っておいた。
スイスのルガノとイタ リア のミラノで一泊ずつする 。

をさらに受けるのか、 それと も帰国するかの選択を 迫られ た。

三年前に、まとわり つく煩 わしさを振り切るよう にして イギ
リスへ渡った時からは 格段に 、フリーで旅をする要 領も心 得た

ている。

渡英前に夢想したよう な秘書 課程を受講する気は、 とうに 失せ

――あの時、狭くて パンク 寸前に混んでいた羽田 空港国 際線

ものである。
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イタリア語しか話さ ない彼 と、イタリア語は全く 知らな い若

軽いノリと行きがかり だけで 始まった。共通言語は 、彼に は片

くて好奇心旺盛なばか りの日 本女性の半日ほどのド ライブ は、

ドイツ人ではないが 、ドイ ツ語圏で暮らすスイス 人のボ ーイ
フレンドがいた。彼らが暮らすコンチネント（ヨーロッパ大陸）

コンチネントの国境 を電車 に乗って越えることは あって も自

系のフランス語である。

言のドイツ語と、少し だけ通 じた、イタリア語とは 同じラ テン

への興味が湧いた。
スイスには友人たち も戻っ ている。家へ立ち寄る とベル ンで
もチューリッヒでも歓 迎され た。英語ではなくドイ ツ語も 話す
もてな

ようになった孤独な若 い日本 女性は珍しく、不思議 がられ て家

なったが新しい体験をす るこ とへの魅力には勝てない 。

動車で越えるのは初め てだっ た。買っていたチケッ トは無 駄に

マリオは親切だった 。自分 も久しぶりにミラノへ 行きた かっ

族からも手厚く 遇 された。
南部の保養地ルガノ の夜に は踊りに行った。近づ いてき た若

た。

たからだと精一杯に説 明して いる。嘘だとしても許 せる嘘 だっ

普段は蟻のように下 働きを する。たまの休みに羽 を伸ば し、

い男は軽い。適当にあしらった。年格好の近い仲間の男の方は、

気の合う仲間と夜中ま でディ スコへ繰り出す。思わ ぬ出会 いも

見かけは冴えないが澄んだ眼をしている。明日はオフだからと、
でサポートしたいと口 説かれ た。今宵を一緒に過ご したい と口

ない。質素な普段着で 現れる と、ありふれた乗用車 のトラ ンク

果たす聖人のような穏 やかさ で彼は、眠そうな素振 りすら 見せ

疲れているだろうに 、まさ に決まっていた約束を 落ち着 いて

あれば失望もある。世界 中の 、どこにだってありふれ てい る。

朴訥だけれども熱心に 国境を 越えてミラノまでの旅 を自家 用車
説かれるより数倍も親切 で心 のこもった口説き方だっ た。
マリオと名乗る青年 は小さ なホテルの玄関前まで 、翌朝 遅れ
前夜のディスコで、 彼ら二 人が出稼ぎイタリア人 と聞い てい

ず笑顔で挨拶する彼は 、全イ タリアを代表する少年 使節も かく

に軽やかに荷物を積む 。スレ ていない。ホテルの人 にも悪 びれ

ずに車で現れた。
た。シチリア島の出身 である 。マフィアの産地くら いの貧 しい

内な黒髪の東洋女性を 助手席 に誘い、国境の町コモ まで車 を走

やというような誇らし さ溢れ る表情をして、若く瑞 々しい 不案

知識しか持ち合わせな かった が、目の前の純朴そう な青年 を観
イメージも虚勢を張り 徒党を 組む無慈悲なマフィア の虚像 も、

太古より競り上がる アルプ ス山脈を覆った氷河が 削り取 った

らせた。

察する限りでは、女に 見境な く手が早いイタリア男 性とい った
実際のシチリア島出身 者とは 大きく隔たっていると 気づか され
る。
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りして造形した、複雑 に細長 い湖に面する町ルガノ からコ モま
で小一時間、目を見張 る田園 風景である。遠く、九 月の光 を浴
びた壮麗なアルプス山 脈の碧 さは、いくぶんは見慣 れたと はい

物価のより安いイタ リアか らなら、大量の物資を 運び込 む労

促されるままパスポ ートを 差出しスイスから出国 する。 マリ

力は多少の関税を支払っ ても 報われるのだろう。

世界から、この地に別 荘を持 たねばと資産家たちを 酔わせ るム

りな荷物検査を受ける 。不審 者も不審物もないと判 断され て、

されてから受け取る。 目的地 への軽い質問などがあ り、お ざな

側の役人にも同じよう にパス ポートを渡す。入国ス タンプ を押

トを戻されるとゲート を潜っ た。その先に待ち構え るイタ リア

オと一緒だったからな のか、 出国スタンプすら不要 とパス ポー

ードが蔓延してきてい るよう だった。既に一等地に は可憐 な別

多額の金融資本がイ タリア から流入し始めていた 地域に は、

え風光明媚と謳われるス イス 観光の肝と得心する。

邸が目立つ。

赤白のボーダーに塗り 分けら れた横棒が踏切のよう に下り てい
国が違っている。

る簡素なゲートが上がるのを待つ。車は真下をゆっくり通過し、

外国語の出来る不動 産ブロ ーカーが暗躍し、美し いスイ スの
国土も鎖国を貫かぬ限 り金と 人の流れに抗うことは 叶わな い。

である。見る間に交通量 が増 える。街が近づくのが分 かる 。

と交通量の変化だった 。目指 すは北部イタリアの大 都市ミ ラノ

イタリアに入ったな と感じ させられたのは、幹線 道路の 広さ

いつの世にも、金も人 も、水 が高い場所から低い場 所へ自 然に
ることは出来ないのだっ た。

流れるが如くに無い処 から有 る処へ向かって必ずや 動く。 止め
だがまだ、そんなカ ラクリ など気にもせず景色に 見惚れ てい

「どこ、行けばいい？」

「ミラノ駅。ツーリスト・インフォメーション。ホテル、探す」

単語の羅列を繰り返し なが ら会話していた。

スイスからイタリア へ国境 を越えるのは呆気なか った。 ふい

る。
に車が一列に連なる。 渋滞だ った。しかし、気にな るほど の長

歩く。カンパリソーダ やカン パリオレンジのスタン ドが物 珍し

二人で街へ出る。ド ゥオー モの広場やアーケード 街を眺 めて

車させた。

安ホテルに無難に落 ち着く 。荷物を置いてマリオ には車 を駐

レしたのは日本だけでは ない 。

駅の両替商で換金し 、大量 のリラ紙幣に驚く。戦 後にイ ンフ

平日の午前中には、 スイス 側から出国するよりイ タリア 側か

さではない。

あれ。彼らは、ワインとか、生ハムとか、チーズとか、

「何をしているの？」

ら入国する車の方が断然 多い 。
「あー

たくさん、食べ物、載せ てき てる」
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これから、しばらくは 暮ら すことになる町に着いた 。

づいていた。降りなくち ゃ。

世界的に名が知られている割に、こじんまりした港町である。

い。ソーダは派手に泡 立てて 、生のオレンジも使っ て作っ てい
「何か食べましょうよ」

グラ ッチェ！」

エクサ ン・プロバンスがお薦 め？

表情をした。夫婦そろっ て羨 んだ。
「どこがいいかな？

「アツコ、どっちにしたって楽しそうよ。いいわねぇ」

スよりはカンヌの方が町 が狭 くて楽かもしれないね」

笑って誤魔化している 。

「えへへ。そうかな」

ニー

奥さんブリジッタは、 南仏へ 行くよと告げるなり夢 見るよ うな

フランス語の初歩を 教えて くれたドイツ語教師ベ ルナル ドの

楽祭も映画祭も開催され る。 知識は、それくらいだっ た。

もはや漁業よりは観光 で栄え ていた。ヨットハーバ ーもあ り音

る。暑いのでやけに気に なっ た。
昼食には遅すぎるく らいで ある。空腹だった。片 手には 、ス
ーツケースから出して きた六 ヶ国語会話集が握られ ている 。イ
タリア語も入っていた。
イタリア語で〝私〟 は〝イ オ〟という。初めて知 り初め て使
う。マリオが嬉しそうだ った 。メニューは任せた、と 頼む 。
美味しいプロシュー トやパ スタや肉料理と気取り のない 赤ワ
レストランを支払っ た。彼 は困った顔をしても従 う。礼 を言

インが運ばれる。嬉しか った 。二人とも満腹した。

「グラッチェ。タント

われて首を振り、怪しい イタ リア語で叫んだ。
見つめ合った。頬と頬 を交 互に重ねる。抱擁した。

冬物衣類など必要とな る荷物 は送っていた。しかし 夜中に チェ

カンヌ駅の裏手にあ る女性 専用の宿舎に、フライ ブルグ から

大したことではない。 けれ ども、難しい決断だった 。

ックインは無理だろう 。とこ ろが自分はフランス・ フラン 紙幣

マリオの眼が語る。短 い時 間だった。
笑顔で別れた。

への両替をし忘れてい るでは ないか。マズい。これ では飛 び込

引きずり歩く。

おそらく海の方へ向か うだろ う道を選んで重いスー ツケー スを

フライブルグで買っ ていた 旅行ガイドブックで地 図を確 認し、

簡素な駅前には、大丈 夫そ うな安宿があった。

みでホテルへ入るのも気 が退 ける。

夜になると、初めか ら独り だったのに、その晩の ミラノ はど
うにも寂しくて仕方なか った 。
――いい眼をしてたな ぁ… …
ぼんやり物思いに耽 ってい ると、目的地が近いと 気づく 。既
に夜中である。少し前 にニー スを過ぎている。車内 が再び 活気
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ここには、きっとリ ッチな ホテルが建っている。 そこを 目指
海沿いの大通りへ出 た。最 初に目についた煌びや かな豪 華な

す。浜辺にはあるだろう 。
ホテルに向かう。入る には少 し勇気が要る。玄関に は可愛 いド

一晩だけね？」

「今夜、泊めてもらえる部屋はありますか？」

マダム。お一人 です か？

教科書通りのフレーズ を試 す。
「ウィ

本気なのかどうか見 透かす ような眼が気になるが 、返事 はま

部屋のダブルベッドの カバ ーがショッキングピンク だっ た。

ともだと解釈する。
なんだろ、これ？

アボーイがいて荷物を 持とう とした。それを、やん わり断 る。
怪訝そうな顔をされる が構わ ず中へ入る。静かな広 いロビ ーで

シャワーを浴びて、 ビール を飲もうと階下のレス トラン まで

少 し不 安になる。

い、と叫びたいくらいだ った 。

ルの従業員と談笑してい る。

常連らしい数人の先 客がい た。バーカウンターに 陣取り ホテ

降りた。

は一斉に、その場にい るホテ ル従業員全員の視線が 集まる 。痛
フロントへは向かわ ずにへ コヘコした低姿勢のま ま両替 のカ
ジーンズにノーメイ クの若 い貧乏そうなアジア女 性が荷 物を

ウンターを探す。良かっ た。 確かにある。

洗い髪のまま笑顔を 造ると 早口で言った。簡単な フラン ス語

「ビールをください」

である。ストラスブー ル産の 瓶ビールを受け取ると コップ に注

理由が判れば緊張し た雰囲 気は弛んだ。動作の一 部始終 を監

持って夜中に現れ両替を 求め る。ただ、それだけのこ とだ 。
視されるような状態か ら解放 された時には、おそら く笑い が背

同じバーカウンター の隣に いる彼らと目の前に立 つホテ ル従

ぐ。少し落ち着いた。

駅前までさっさと引 き返し 、見当をつけていた安 宿を試 して

後で起きていたことだろ う。

業員が、さっきから熱 心に観 ている雑誌のようなも のが気 にな

る。ホテル従業員は顎 の髭剃 り跡が青々していて、 どこか 物腰

った。隣の男は、真っ 黒いレ ザージャケットをぴっ ちり着 てい

みる。
閉店したばかりのレ ストラ ンが一階にあり、ホテ ルのラ ンキ

白人と黒人とアラブ 系らし い男性モデルが裸で別 の男性 モデ

うに回してきた。

意識していたのを見 透かさ れ、彼らは雑誌をわざ と見え るよ

が女性的な気がしてなら ない 。

ング指標とされる星マ ークは 一つも付いていない。 でも一 泊だ
「アロー」

けだし、探し回るのは面 倒だ った。
呟くように声をかける 。
薄暗いレストランのバ ーカ ウンター内側に男性がい た。
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ルと性交する写真や、 エレク トしたペニスを強調す るアッ プ写

真ん中が大きくへこ む、い かにも寝にくいダブル ベッド だっ

きが悪い。それでも長旅の疲れは、いつしか深い眠りへと誘う。

やれやれ……

などしていく。前家賃の 支払 いも済ます。

宿舎の事務の女性に 促され るまま入居するための 書類に 署名

った。

した。大げさに感激し てくれ た。金髪の大柄な彼女 に良く 似合

身に着けられる黄色い 帯のセ ットに下駄まで付けて プレゼ ント

彼女には別れ際に、母 から持 たされていた濃紺の浴 衣と簡 単に

子供のベビーシッター も任さ れたが、それでもお世 話にな った

人の母親を持つブリジ ッタが 手伝ってくれた。代わ りに彼 らの

ていた。面倒な作業は 、その 大部分をフライブルグ でフラ ンス

宿舎の予約は完了し ていた ので、本人が到着する のみに なっ

ランに両替してしまう。 それ から、駅の真裏の山側へ 回っ た。

チェックアウトして 駅前で 、手持ちの現金紙幣ほ とんど をフ

的でありふれた光景があ った 。

プルな朝食を摂った。 夜に見 た淫靡さは跡形もなく 、ごく 日常

同じ階下のレストラ ンでフ ランスパンとコーヒー だけの シン

た。

真ばかりが載っている 。一部 モデルのファッション が、や はり
黒いレザージャケット や銀色 のチェーンを身につけ たスタ イル
努めて平静を装う。ゲ イた ちの好奇の視線が注がれ る。

だった。
せっかくの好意に甘 えて、 しばらくパラパラとペ ージを めく
る。それから、なんだ こんな もの見飽きてるさと、 さも興 味な
というよう な拍子 抜けしたムードが漂う 。それ でも

さそうに写真集を返す。
あれ？

彼らは何事もなかった かのよ うに、また自分たちだ けの話 題に
ヌィ」と誰に言うでもなく、

すぐに戻る。女には興味 がな いのだ。
ビールを飲み干したので「ボン
おやすみを言って早々に 部屋 へ引き上げた。
とんでもない処へ泊 まった な。ここは日本なら、 ゲイ専 門の
はぁー

ラブホテルのような役割 のホ テルだろう。
それでも、彼らゲイた ちを 嫌うような感情はない。
同じ人間同士、趣味 嗜好が 異なるだけだ。異性が 好きな のも
同性が好きなのも好み の問題 だし、他人が口を挟め る事柄 では

一階は広くて明るいキャンティーン・スタイルの食堂である。

多くはない入居者だけ でなく 近隣の住人や勤め人も 利用で きる

ないだろう。彼らは生 き難い だろうが自分で選んで いる。 積極
的な応援もないが否定 する気 も起きない。そういう ニュー トラ

よう配慮されていた。 回数券 のような食券の綴りを 買うよ う教
えられる。

ルな姿勢を崩す気もなか った 。
心なし、隣室や上下 の部屋 の物音が気になる。な んだか 寝つ
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指定された二階の部 屋は個 室で、狭いが清潔であ る。作 り付
けのシングルベッドと 洋服を 掛けるスペースと、衣 類タン スに

さも興味も持てなかっ たもの の欧州滞在が二年半を 過ぎて 少し

都内で勢力を振るう 暴走族 グループで粋がってい たアキ が傷

里心が募り、二月に一時 帰国 している。

さと結婚したことも聞 いた。 イトちゃんは、フミオ の友達 で同

害罪で少年鑑別所へ入 ってい たことも、フミオが二 十歳で さっ

粗末な机と椅子もある 。フラ ンスなので洗面所には 必須の ビデ
リーンに統一されてい る。ど の部屋にもドアと向き 合って 窓が

自信を持てなかった彼 女に頼 まれ、武蔵野の奥地ま で四年 制の

ちょうど妹の大学受 験の結 果発表の時期とも重な り、試 験に

き合っていた。

じ暴走族グループにい た、横 浜中華街の裕福な華僑 の息子 と付

もあった。間仕切りや 窓に下 がるカーテンの色は明 るく淡 いグ
あり、その窓から正面の 道路 が見渡せた。
ドア側に廊下があり トイレ とシャワールームとラ ンドリ ーは
電話器のようなものが 置かれ ていて、掛けることも 外部か らの

「ないねぇ」

美大の入試発表を確認し に付 き添った。

共同である。廊下の突 き当た りには外線にも繋がる 共有の 内線

電話の相手が要望する 人物に 取り次ぐ。実に公平で 合理的 かつ

入試の要らない都心 のデザ イン専門学校への入学 も彼女 は選

子大よりは共学の有名校 の方 へ気持ちが傾いていた。

ザインを専門に勉強す るため エスカレーターの進学 を断念 し女

妹は落胆し浪人を決 めた。 美大の付属高校へ通っ ていた がデ

だった。

近眼の妹に代わり受 験番号 を掲示板に探したが結 果は不 合格

連絡も受けられた。ベ ルが鳴 れば気づいた者が受話 器を取 り、

同じようなフロアー が上に もあり建物は四階建て だった 。外

プラクティカルである。
国人が多かったがフラン ス人 も入居している。
定期的に室内までも 掃除婦 が掃除する。掃除の嫌 いな入 居者
フライブルグから送 った別 送品は無事に着いてい た。部 屋の

と取り合わない頑迷な 母親を 前にして、妹の意欲は 失われ る。

択肢に挙げたが四年制 の名の 通った大学でなければ 学校に 非ず

には助かるサービスであ る。
中へ持ち込む。持ち物 の多く を日本へ送った残りな ので気 分的

「ナオコの受験勉強の邪魔になるから、来年まで帰ってこない

そうと考えての一時帰国 でも あったのだが、

一方では、ドイツ語 の習得 が順調だったため帰国 の時期 を話

身勝手なプレッシャーを かけ られ彼女は萎縮した。

にスッキリしていた。
三日後にはフランス 語学校 の新学期が控えている 。それ まで
に、まず銀行へ行き口 座を開 く。日本からの仕送り を受け 取る
ためだった。
二十歳になると、東 京での 成人式にも振り袖にも 何の感 慨深
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で！

あんたがいると、 うる さい！」

そう、母からキツく言 い渡 される。
「わかった」

「いいえ、西ドイツから来ました」

「それでは、我が国では何も出来ません。一度お国へ帰って大

そんなことは 出来 ませんよ！」

使館を通して出直すしか ない ですね」
「あら！

「大丈夫。ちょっと出かければモナコもイタリアもあります。

それなら最後には、 もとも と興味を惹かれていた フラン スへ
移り少しフランス語も 習って 帰ろう。どうせ自分に は居場 所の

必要なら、行って戻って くれ ば良い」

そう声をひそめるなり 彼は 軽くウィンクした。

ない家だ。母は妹との争 わぬ 快適な生活を望んでいる 。
西ドイツでの倦んだ 暮らし には、春からは潮時と いう風 が吹

の ん き

ラテン系の気質だな 。間違 いなく島国のアングロ サクソ ンや

ゲルマン系より、 暢気で気楽な体 制は融通が利く。

き始めていた。滞在ビ ザの延 長も不可能だった。短 期間で ない
なら、パリへ移り滞在 するの も魅力的ではあった。 だが意 識の

苦笑しつつも目を見張 った 。

「それでいいなら、そうします」

カンヌへ来たのは、そ うし た経緯からだった。

隅に帰国がある。

ドゥ

プロバンス？」

「ところで、お住まいはどこへ？」
ジェン ヌ

「すぐそこの駅裏のロジーに住んでいます」
ドゥ

最寄りの警察署へも立 ち寄 る。

「ロジー

イギリスや西ドイツ での滞 在経験から必要だろう と判断 され
ていた。

「はい、そうです」

「どうかな。今度、食事でも？」

最初に応対してくれ た窓口 の警官では言葉が通じ ない。 ドイ
ツ語の話せる者がいる と若い 刑事科の刑事が選ばれ た。し ばら

「ええ、いいですよ」

には丁寧に礼を言う。印 象は 決して悪くなかった。

堅物そうだが、最後 にくだ けた口調に変わったピ エール 刑事

く待たされ、何のご用 でしょ うかと刑事のピエール は緊張 ぎみ
実は 、昨日この国に着いた ばかり で、

それにしても、刑事で もナ ンパかよと気色ばむ。

ターク！

とかくラテン気質には 、お いおい慣れるしかないだ ろう 。

「グーテン

にドイツ語で挨拶した。
しばらく滞在する予定 です。 ついては、長期滞在す るのに 何か

夜には、日本へ出す手 紙を 久しぶりに書く。

登録とか保険を掛ける とか必 要な作業があるのでは ないか と思
いますが、そうでしょう か？ 」
「日本から来ましたか？」
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移動する旅行中の出 来事や 、カンヌに着いてから 起きた こと

た。山盛りの蒸したム ール貝 を前に黙々と独りで頬 張る老 婆が

カルテが読めないた め困っ ているとウェイターが 気軽に 英語

いる。

「お手伝いしましょうか？」

で話しかけてきた。

母には、極力心配さ せまい と気を配る。ずっと離 れてい るに

や口座を開設したことな ど連 絡事項がメインである。
も拘らず面倒な問答に 引きず り込まれかねない。い つも居 たた

て食べた。

はす

白ワインと魚料理を 頼み、 ワインを少し水で薄め つつ満 足し

くそう思った。

た。きっと親切で優し い素直 な性格をしている。深 い意味 はな

スリムな長身で浅黒 く均整 の取れたムスリム系ハ ンサム だっ

れぞれの品書きを説明す る。

久しぶりに聞く流暢 な英語 は嬉しい。彼は分かり やすく 、そ

「え。あ、ありがとう。では、これは何の食べ物ですか？」

まれぬ嫌な思いを味わ うのは 立場の弱い子供の方な のだっ た。
留学生活のスポンサー ではな い父の方へは、さらに 素っ気 ない
寝る前に、そうだ、 明日は ポータブルラジオを買 おうと 決め

手紙を書く。
る。音楽が身近にない生 活は どうにも落ち着かない。
翌朝は海を見に行っ た。明 るい色の海である。ま だこの 時期
に泳ぐ人もいないでは ない。 トップレスの白人女性 が日光 浴し
ている光景も地中海の リゾー ト海岸に於いては驚か れなく なっ

イターと客のカップル が話し ている。不自然な大声 を出し たの

何かが聞こえ反射的 に顔が 向く。斜向かいの席で、 同じウ ェ
はウェイターだった。

ている。
小さな桟橋から観光ボ ート に乗り目の前の島へ渡る 。

カップルがにわかに 男女と も手を挙げ笑顔を送っ てくる 。意

サント・マルグリッ ト島の 方には、謎めいた鉄仮 面が幽 閉さ
れていたと伝わる。高 貴でも 、不自由で孤独な身の 上を本 人は

客である年配の男性 から強 くけしかけられたウェ イター は意

味が分からない。

「あそこに座る二人が今夜あなたと自分と四人で…… スワッピ

を決したように舞い戻っ てき た。早口の小声で、

電器店を見つけて手 頃な白 いプラスチックカバー のラジ オを

どう受けとめ生きたのか ……
買う。安かった。絵葉 書と切 手も大量に購入した。 報告す る相

な問題発言が含まれている。そこだけは彼も些か躊躇していた。

ング・パーティをしな いかと 訊いています」と告げ た。か なり

手が多い。
ロジーへは戻らず、 遅めの 昼食を摂るため駅前の 、泊ま った
安ホテルのレストラン へ向か う。店内は、そこそこ 賑わっ てい
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今なんて？」

約束の夕方四時にロ ジーの 玄関前にいるとアンド レがピ ック

ーリを運転している。 それほ ど車に詳しくはなくて もフェ ラー

アップにきた。たとえ ようも なく美しいマリンブル ーのフ ェラ

「えっ
目の前の端正な彼の 顔と離 れた場所に座る人の善 さそう なカ

なにげないフリをした が、 金持ちなのかと読む。

リは知っている。

ップルの方とを見比べ る。ウ ェイターの顔は色白で はない のに
赤くなっているみたい だし、 カップルの方は、ます ます親 しみ
を込めた笑顔で手を振る 。

車高の低いスーパー カーは 、あらゆる通行人から 見下ろ され
「みんな、見ていますよ」

るように感じる。

いったい、どんな振 る舞い をしていれば、こんな 非常識 な質
問をされずにいられるってんだろう。スワッピングってったら、

良く来るの？」

乾いた笑いがこぼれた 。

す。もう、ね」

「恋愛には懲りたよ。しばらく恋愛からは遠ざかりたい気分で

もうピルは飲んでいな いと 正直に告げる。

た。

思いついたというよ うにア ンドレは避妊している のかと 訊い

に轟く。正真正銘の未体 験ゾ ーンへ突入したと観念し た。

フェラーリのエアフ ォンの 音がファァァーンと甲 高く華 やか

かないキザなセリフに思 える 。

返す言葉がない。イ ギリス 人やドイツ人の男性か らはま ず聞

「君が美しいからさ」

アンドレは軽やかにい なす 。

やっぱアレだろう……
目の前にバツが悪そ うに立 つ若いウェイターを睨 むよう にし
「あの人たちは、どういう人たち？

て訊いた。疑う余地のな い返 事を彼は期待していたろ う。
「はい。男性の方は、かなりな常連です」
「そう…… それで？ あなたも一緒なんですね？ その、今夜？」
「え。はい、僕も、その、一緒です」
驚いていた。すぐにウェイターはカップルの席へ報告に行く。

「そうですか。では、少し考えさせてください」
考えをまとめるのに十 分く らいは必要だった。
ウェイターを呼んだ。 名前 を訊く。

すると彼は、それは マズい よ、君は愛の国フラン スへ来 たん

「ではマジェディ、受けます」
びっくりした顔でマジ ェデ ィはすぐに二人を連れて きた 。

だぞ、ここは愛の国な んだぞ と真顔で脅す。大人の 男の観 念か

彼らの名前は男性の方がアンドレ、女性はマリーと名乗った。
二人とも英語も話す。

らも、知り合ったばか りの若 い女を正確に窘める。 おそら くそ
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うだった。アンドレは 、そう いうところは正直な感 性の持 ち主

鱗を取り軽くわたを抜 く。塩 を振ると彼がプロバン ス地方 特産

d
n
i
W
e
h
t
f
o
t
f
i
G

食事をして語り、ア ルコー ルが入り少しタガが外 れる。 商売

マリーとマジェディが 到着 する車の音がした。

「そろそろ来るだろう」

ピンク色のキールロワイ ヤル にする。

高級シャンパンもある 。シャ ンパンは、カシスを加 えて美 しい

マトのサラダ、フラン スパン 、程よく熟成したブリ ーチー ズや

する。他に有頭車海老 と、新 鮮な殻つきの生牡蠣に 真っ赤 なト

と大量に振りかけた。 そのま ま、プールサイドでバ ーベキ ュー

の乾燥ハーブミックス と強く 香るオリーブオイルを 、ざっ くり

そして彼は、さっさと コン ドームを買ってきた。

だった。

目指す住居はカンヌ から、 香水の産地として名高 いグラ ース
の方へ向かった高台の丘 陵に 建っていた。
家に名前が付いている 。
スペイン風の、白い 漆喰壁 に明るい茶色の瓦屋根 が載る 平屋
の邸宅にはコの字型の 中庭に 屋外プールが設けられ ている 。水
の中の照明が点くと、 雲形定 規のような湾曲した輪 郭のプ ール

る権利もあった。

ではないので金のやり 取りは ない。嫌なことをされ たら拒 否す

白人には無理に逆ら わぬよ う、彼らのような立場 の脆弱 な、

これが、この国流なの か？

見せると、さっさと服を 着て 出ていった。

「先に帰るけど、あなたは大丈夫ですか？」と冷静な気遣いを

ども彼は、アンドレの怒 りが 拡散するのを避けるかの よう に、

突然だった。マジェ ディは 不服そうな表情をして いる。 けれ

「もう帰ってくれ！」

ふいにアンドレがマジ ェデ ィの行動の何かを叱責し た。

で、喫煙して、また、や る。

適当に組んで相手を 代えて 、そしてインターバル 。また 飲ん

「泳いでもいいよ」
でも水着が」

は誘うように頬笑むように穏やかに波立つ。微風が吹いていた。
「んー
確かに。どうせ裸には なる のである。

「そんなもの、いらないでしょう？」
カンヌ郊外の初秋の 日射し は夕方になっても、ま だ真夏 の名
隣家は遠く、地域が別 荘地 エリアと知れた。

残を落とす。

歯の浮くセリフを聞き 流す 。

「まるで、お魚のようだね」
素っ裸で気ままに泳 いだら 、台所でアンドレが市 場から 仕入
れてきた片口鰯の下拵 えを手 伝う。平たい木箱から 出して 洗い
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植民地だった地域から の移民 であるアフリカンたち には意 識の

「別れた元妻のことは仕方ない。だがオリバーは……

の方から望んだ結末では ない と分かる。

息子がいる。息子とは 離れて 暮らすことになった。 離婚は 、彼

俺 の子

中に特異な遺伝的プロ グラミ ングされたものでもあ るのだ ろう

「分かりますよ。その通りだろう」

だ。俺にも育てる権利が ある ！」

か……
理由はさっぱり分から なか った。

でもそれは彼も知らな かった でし

誰も文句を言わな いさ 」

いくらでも好きな ことが 出来

マリーの恋人は遠洋 航海船 に乗る航海士で、たい がいは 海の

った。

その笑顔の仮面は似 合って ないぞと、そっと教え てやり たか

る！

「もう俺は独身に戻ったんだ！

幸せな時につけた名前 だっ たろう。

風の贈り物

この家には名前が付い てい た。

のように思えてしまう。

まにしていた男が小さ く見え る。小さな、かわいそ うな男 の子

目の前の、まるで天 皇のよ うに許された振る舞い をほし いま

アンドレは黙って俯く 。

ょうにね」

「そうだったの、それで！

意に触った。だから帰っ ても らった」

「そうだ。マジェディは、触れてはならない大切なものを不用

「それってマジェディのこと？」

「昨夜、あの男は、息子の……」

アンドレはぶつぶつと 、こ こは俺の家だと言い続け る。
ここで帰ってしまっ ては参 加した意味がなかった 。まだ 、分
マジェディだけが去 り、二 人の女はあやすように ホスト のア

からないことだらけだっ た。
ンドレに奉仕した。
彼は起きてからも渇 いてい た。髪も薄く腹もせり 出した 三十
代後半の男性にしては 勤勉で ある。夜から数えて三 度も射 精し
マリーを最寄りのバ ス停ま で彼が車で送る間に、 また少 し泳

た。
ぐ。彼女も疲れて見えた 。
――この静かな家は 、これ までもずっと、こんな 使われ 方な
のか……
こんな郊外の広い家 に独り で住んで、あの男は果 たして 寂し
くはないのだろうか。
アンドレが戻り少し 話す。 断りなく後片付けを始 めてい た。
目を細めて彼が見守る 。中く らいの太さの高級なハ バナ産 の葉
巻を冷蔵庫から取出すと 、彼 はゆっくり火を点けた。
イギリス女性と結婚 してい たが既に離婚していた 。幼い 一人
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上にいる。彼女は寂し くて、 たまにアンドレたちに 抱かれ る。
恋人の男は何も知らない 。そ んなような説明もされた 。
フランス語を習うカ レッジ へは徒歩で向かう。カ ンヌ市 街地
の西方二キロメートル ほどに ある。陽光に満ちた開 放感の ある
玄関前に着いた。
入学手続きを終える と記念 撮影が待っている。年 齢の幅 が広
いクラスメートは北ア メリカ 大陸やヨーロッパ各国 からの 白人
が占めていた。イギリ スや西 ドイツで在籍したクラ スより も比
三学期制の授業料の 一部を 前納する。ロジーでの 支払い の時

率が高い。
と同じように、いちい ち目の 前で偽札鑑定器にフラ ン紙幣 を透
かし確認していた。
事務の女性と面会し て、あ っと驚く。ロジーで最 初に部 屋ま
で案内してくれた人が 目の前 に座っている。赤毛で 、大胆 なソ
バカスが魅力的な小柄な グラ マーである。
「そうなの。あのロジー住まいは、もう三年くらいね」
今にも、あの日の自分は休暇中だったと弁明するかに見えた。
実は、誠実でシャイな んだろ う。かなりな話し好き だが、 はっ

今夜もまた、ジャッ クのピ アノバーへ行く。不思 議な因 縁で

カンヌで最初に入っ たバー だった。なんとなく敷 居が高 そう

ある。

近い。

なので不向きならすぐ に出よ うと勇気を奮う。店は ロジー から

薄暗い店内は空いて いてサ ービスに現れた年配女 性に、 遠慮

内容を知らなかったため 良く 確認した。

がちにジンフィズと小 海老の カクテルなるものを頼 む。料 理の

ジャニーヌは、おぼ つかな い怪しい英語で、その 食べ物 は複

ていると説明する。高価だが、味わい深かったのを覚えている。

数の小海老がマヨネー ズソー スを囲みカクテルグラ スに盛 られ

ニホ ンをし ってる。ギンザ。ラモ ール、 ハナ

高級なバーに小娘は 似合わ ない。すぐに会計した 。する と帰
りぎわ彼女は、
「ニホンジン？

いきなり日本語だっ た。し かも内容にぶっ飛ぶ。 なんで 、そ

ネズミ、それから……」

ラモー ルも花 ねずみも……

なぜ知 ってい るん

の名前が出るのか、しば らく は口が利けない。耳を疑 う。
「あの……？
ですか？」

かろうじて反問した 、日本 語で。理性は、あり得 ないと 否定

でも」

「ジャックもワタシも働いてたよ。ラモールでも、ハナネズミ

キツい訛りのある英 語でも 積極的に話すところが 愛嬌だ った。 したがっている。

きり物を言うコレットの 人柄 は受け容れられる。

＊
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「えっ

」

「コマーシャルしってる？」
「え？」
サントリージンのコマ ーシ ャル？

「サントリージンのコマーシャルね」
待てよ……

サントリージーン……

子供の頃にテレビで観 た記 憶がある。
――ジンジンジンジン ～
といったフレーズが 蘇る。 モノクロ映像だったの で白黒 ボー

そのコマ ーシ ャル知ってますよ！」

ダー柄の囚人服を着た 白人男 性が、コミカルな演技 をして 走り
「知ってる！

回る。
叫んだ。混乱して英 語が混 じる。考えるより先に 早口で 言葉
が飛び出た。
イマデヒロコ」

「わたしの母はラモールでも働いてたし、それより花ねずみは
花ねずみのママは 母で す！

「まぁっ！」

……

級クラブのラモールで 継続し て働きトップセールス のホス テス

ら暖簾分けした銀座７ 丁目の 高級クラブ花ねずみの 初代マ ダム

となると、死んだ鼠と いう意 味のフランス語〝ラ・ モール 〟か

らマダムとして雇われて いた のである。高給取りだっ た。

を拝命し精励していた 。飲食 産業チェーンに発展し た親会 社か

たとえば海外赴任し ている 日本人商社マンのエリ ートの 口か

ら出た店名なら、容易に納得する。しかし違った。うろたえた。
滞在生活は落ち着いて きた 。

朝は早起きして、通 学途中 で焼きたての匂いに誘 われる まま

勤勉なパン屋のクロワ ッサン を買う。フランスのパ ン屋は 日本

ラを好んだ。同じ一個 のクロ ワッサンにもバターを 使用し たも

の豆腐屋のように早起 きであ る。溶けた板チョコ入 りのシ ョコ

の、マーガリンを使用し たも の、どちらかを選べる。

授業は午前中だけで 午後は 自由になれた。真面目 にフラ ンス

語を習っても、どうせ 途中で 帰国すると思うと身が 入らな い。

ぶらぶら海を見に行 き、フ ランスパンにハムやチ ーズと バタ

遊びに来ているみたいだ なと 少し投げ遣りだった。

ーを挟んだだけのシン プルな サンドイッチを頬張り 、オレ ンジ

彼女も驚く。すぐに 、ピア ノの前に座っていたパ ートナ ーを
引っ張ってきた。日本 の洋酒 会社サントリーの初期 のテレ ビＣ

トリビューンも良く買っ た。

駅前の売店で、読めもしないル・モンドと英字新聞のシカゴ・

を飲んだ。

味のビン入り炭酸飲料 を買う 。歩き疲れるとカフェ でコー ヒー

Ｆにも出演した男、ジ ャック ・ヴィアルである。カ ンヌ出 身だ
これより九年前の大 阪万博 の年にジャックは日本 でレコ ード

った。
デビューも果たしている 。
当時の母は、それよ りも前 から大阪の北新地と銀 座にあ る高

- 43 -

!?

世界情勢が激動して いる。 中国で、名前の通り小 さな男 が活

イギリスにあるファ ミリー プランニングのような 機関を 見つ

らない。初めて眼にする 男性 下着だった。

着脱する。薄い素材の スラッ クスでも下着のライン が外側 に映

彼は、上質なコット ン素材 のピタッとしたボクサ ーパン ツを

けて受診し、避妊ピルを 手に 入れ服用した。

のイディ・アミンはイ ギリス から見放されて遂に逃 亡する しか

コンチネントはアフ リカと もアラブ世界とも近い 。ウガ ンダ

躍していた。

なくなり、中央アフリ カ帝国 なんて皇帝もろとも盟 友のフ リを

店番もやり深夜も働く 。チュ ニジアからの国費留学 生はニ ース

ウェイターの仕事だ けでな く、すぐ近くのポルノ ショッ プの

マジェディとも会って いた 。

一方では、派兵しな い約束 に守られる平和で穏健 な仏教 国と

していたフランスに愛想 つか され倒される。
しての金持ち日本は世 界政治 の表舞台から遠く傍観 者だが 、ひ

ジ ャポネーゼ！

れでもマジェディと再 び性的 な関係を持つ気は起き ない。 彼は

く話が出来た。頻繁に ポルノ ショップの方へも会い に通う 。そ

アンドレとも楽に話 せたが マジェディとは、それ よりも 親し

い女に少し驚くと落胆し た。

えた。それでも若い彼 は、特 に表情を変えなかった 目の前 の若

る。金もかかるだろう が簡単 には放り出せない誇り と意地 も見

医学部と聞いて、あ あ、だ から知的で冷静なんだ なと洞 察す

大学で医学を学ぶ。

ペテ ィ

元気？ 」と彼 は勝

とえにパリコレで邦人 デザイ ナーたちが存在を認め られて いる

マ

アンドレはたまにロジ ーに 電話してくる。

現実が見える。
「アロー？
手に〝僕の日本人の女の 子〟 と呼ぶ。
デートして食事したり 家へ 泊まったりした。
彼がクスクスを食べた くな ると、真っ先に連絡がく る。

望んでいた。それは知 ってい たが、健全で真面目な 男を翻 弄す

「俺はアルジェリア育ちなんだよ。フランス領だったアルジェ
で育った。だからアフ リカ料 理のクスクスが無性に 食べた くな

アンドレは多くの役 立つ情 報を伝えてくれる。話 術も巧 みだ

るのは好ましくない。彼 とは 友人として付き合いたか った 。
ど んな 食べ物なの？」

「君がいた駅前のホテルのレストランはね、カンヌでも美味い

った。さらに傷つくのを 避け て生きているのは少し痛 々し い。

「クスクスって何？

る時がある」
「そのトマトシチューの方を、そっちの小麦粉で作った粒々に

ないだろう。でもあの日、あの店へ入ったことが君の運命だな。

と評判の店だ。ゲイの 溜り場 だが、そんなことは料 理とは 関係

かけて一緒に食べるんだ よ。 ちょっと辛いよ」
カンヌで一番だと彼 が太鼓 判を押す庶民的なレス トラン で、
生まれて初めて北アフリ カ料 理のクスクスを味わう。
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「そう。よろしく言っといて」

「そうなんだ。でも知ってるんだね。会ってみるよ」

遠い記憶を、母は電話 の向 こうで辿るようだった。

手を握り強くウィンク して みせる。

まさに運の強い娘だ」
刑事のピエールとも二 回く らいは食事へ行った。
「うん」

夫のムッシュー・カ ンパナ が地元でテキスタイル 関係の 会社

クリさんを訪ねる。マ ダム ・カンパナは歓迎してく れた 。

でもよくなった。

ない。素朴な疑問はチ クリと 胸に刺さっただけで、 すぐに どう

忙しいから忘れてい たと言 われるだけなので訊い ても意 味が

の団体でニースにも立ち 寄っ たと聞いている。

つい七年くらい前に は、会 社からプレゼントされ た慰労 旅行

ことも何も思い出さなか った のだろうか……

知っても、たとえばジ ャック のことも同僚だったと いう女 性の

電話では言いだせな かった が母はなぜ、娘がカン ヌへ行 くと

た。

長電話は料金が高く なる。 元気だと告げて、そそ くさと 切っ

象牙色の小ぶりのシ トロエ ンに乗り迎えにくる。 幌を外 して
オープンにした開放的な 軍用 車タイプの車体は趣味が 合う 。
フランス男性にも彼 のよう な誠実で当たり前に親 切な人 もい
ると思うと気が楽にな る。単 にドイツ語を気兼ねな く話す 相手
が欲しかったのだろう。
地域名物のニース風 サラダ を頼んでくれた。ツナ がたく さん
載っている。

あのね、こっちでジ ャック に会

ヴィアル夫妻が経営 するピ アノバーへ行くと、す ぐに日 本へ
コレクトコールした。
「もしもし、おかぁちゃま？

そういえ ばカン ヌだ

ったよ。ラモールや、 花ねず みでもピアノ弾いてた って。 コマ
ーシャルに出てたジャッ クだ よ！」
ああ、ジャ ック・ ヴィアル！

で知り合い結婚する。

を経営し、ジャックと は古い 友人だった。その縁で 二人は 日本

「ええ？

「でしょ。驚いたよ。それでね、クリさんっていう人もいるん

ったわ」

ジャニーヌから連絡さ れて いたため、

「まぁ、ヒロちゃん、あ、お母さんに良く似てるわねぇ。いら

今度会うん だけ ど」

こっち でフランス人と結婚し てるの 。一

緒に働いてた人みたいだ よ。 知らない？

だって、知ってる？

っしゃい」
クリさんは眼を細める 。

「クリちゃんね、知ってるわ。あんまり頭が良くなかったわ。
確かに、そっちへ行った わね ……」
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子供のいない夫婦は 、カン ヌの美しい海を見下ろ す高台 の高
東京のフランス大使 館勤務 だった男性と結婚しカ ンヌに 永住

級マンションで優雅に暮 らす 。

飲み歩く。

仕送りに支えられた 気まま な生活にも終わりがく ると分 かっ
ていた。

けが自分に要る。それ こそ、 支援した人への、当た り前の 礼儀

何かを始めて締め括 るには 、それ相応の成果と納 得と理 由づ

クリさんの家で、そ の当時 のカンヌには、たった の七人 しか

もあった。放浪してき た意味 を己れに問いかけるこ とが必 要と

している、上品な年配の 婦人 も来ていた。
日本人が滞在していな いと知 る。学生が多く住んで いたニ ース

ノン、ノン」

巧くフランス語で説明 でき ない。すると、

ていると戸惑う。

顔をした痩せた細い女 だろう 。似てないではないか 、何を 言っ

モジリアーニの絵は 知って いた。モデルは常に不 幸せそ うな

「はあ？

イングラス片手に真っ直 ぐ眼 を見て話しかける。

カウンター前で彼は、 その人 混みからすり抜けるよ うにし てワ

キャッシュオンデリ バリー の立ち飲み客でごった 返すパ ブの

「君って、モジリアーニの絵に出てくるモデルに似てるね」

ミッシェルと出会う。

答えは簡単に出ない。

どこで人生をやり納得 すべ きなのか。

自分の居場所はどこな のか 。

き方に魅力はない。

ロンドンで見かけた 、根な し草として暮らす同胞 みたい な生

なる。

西ドイツの古い町フ ライブ ルグにも、それほど多 くの日 本人

とは違った。
は住んでいなかった。 それで も七人という少なさで はなか った
カンパナ家に集う女 性三人 を除くとカンヌには、 油絵を 描い

し、そのほとんどは学生 だっ た。
ているヤマシタ画伯、 ちっち ゃな日本食レストラン を営む ショ
ウさん、フランス料理 の修行 に来ているコック見習 いの若 いコ
ンちゃん、同じくコック のフ チガミさんだけである。
ショウさんの店は知 ってい た。旧市街ル・スケの 中央を 貫く
坂道にあった。
〝サミュライ〟とフ ランス 風に読めるローマ字の 店名が 目に
留まったからである。
ピアノバーに続いて 出入り するようになる飲み屋 が他に 三軒
あった。
夜は、いずれかのバ ーやパ ブへ出かける。常連に なれば 嫌が
られずに飲ませてもら えた。 その日の気分で適当に ハシゴ して
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「モジリアーニを知らないの？」と誤解される。
モジリアーニ は知 ってる。でも違う……」

どうも噛み合わない 。フラ ンス語しか解さない人 なのは 分か

「ウィ！

「あの、自分は、今夜は行かなくてはならない。次の木曜の夜

った。
には、ここで会える？」
いいよ」

曖昧に頷く。

「木曜ね？

動し、家族のように議論 しな がらメインを食べる。

食事とは、ただ食べ るだけ ではなく話すことも食 事なの だと

気づく。そして正しい デート とは、どんな状況でも パート ナー

ミッシェルは議論を 避けな かったが、テーブルの 下の手 も離

の存在を忘れないで意識 し気 遣う優しさなのだと分か る。

さなかった。その温も りを通 し、言葉には頼らない 確かな 情感

カルテには〝火に掛け た鍋 〟と書かれている。

を受け取る。

ーは日本でも食べられ るポト フである。おでんのよ うな野 菜料

出された料理を見て 笑った 。フランス語でポット ・オー ・フ

「美味しいよ」と勧められ頼む。

若者みたいに着崩して いる。 たとえば暮らしに疲れ た人の よう

安っぽい木綿の作業 着に似 た上着に、よれよれの ジーン ズを
にも映る。だが彼の瞳 には惹 きつけられた。美しい 榛 色の瞳

「知ってる」と自信満々だった。

理だ。

その翌晩にはミッシェ ルは パブに現れる。

約束の木曜には伝言だ けが 待っていた。

「そうだよ。あの骨の中の髄を食べるべきなのに！」

「アレって、骨？」

「アレ食べなかったの？」

はしば み

れる。

が見ている世界。その 奥に棲 むものを感じてみたい 欲求に 駆ら

自然に手を繋ぎパブを 出て レストランへ移動した。

皿は下げられた後であ る。 そこまでの知識がない。

知らなかった …… 」

ミッシェルが愉しそ うに声 を上げて笑う。笑うと 目尻に 深い

ヨットハーバーのある湾の外れに面したイギリス風パブから、 「えっ！
旧市街ル・スケは近い 。レス トランは日本食のサム ライか らも

テーブルには甘いデ ザート の前に、チーズと、シ ャルト リュ

悔しいが、つられて苦 笑し た。

い金髪の巻き毛が揺れる 。

皺が寄り緩んだ、赤子 のよう な無垢な表情になった 。栗色 に近

近かった。
個人の居間に招待さ れてい るかのような錯覚をさ せる雰 囲気
がある。まるで会員制の よう に常連しか訪れない。
ラウンジの応接セッ トでア ペリティフを飲みなが ら話し 、軽
く食べてもいい。顔馴 染みの メンバーが揃えば大テ ーブル へ移
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ーズやコニャックなどの デジ ェスティフが用意される 。
こんなに気持ちのい い食事 は何年振りだろう。自 分が試 され
大切にされようとしてい るの が分かる。

席している。

三人で元気に食べて 飲んで 、気づいたら両脇を男 性に挟 まれ
ベッドへ入る状況となる 。

「あなたは、何も言わなかったよね、アンドレ」
「いーや！

何がいいの さっ ！」

アンドレはミュンヘンのオクトーバーフェストへ行くと言う。 「別にいいじゃないか」
「楽しんできてね」と告げると、

ーカーとして稼ぐ。タ ーゲッ トの顧客のメインは資 産家の ドイ

に抱かれるわけにはいき ませ んわ」

「悪いけど、私はあなたが好きなので、好きな人の前で別の人

て聞いている。

上半身裸で反対側に 寝そべ るドイツ男性は紳士ら しい。 黙っ

「ごめん」

ツ人たちである。北に 住む人 たちは温暖な地に別荘 が欲し い。

豊富で並外れた外国 語のス キルを駆使して彼は、 不動産 ブロ

「土産は何がいい？」と訊く。

そこにニーズが生まれる 。

「ああ、なら、俺を殺せ！

きっと楽しいよ？ 」など と無

三人の大人は喧嘩す ること もなく子犬みたいにく っつき 合っ

アンドレは照れて、ふ ざけ る。馬鹿馬鹿しくて爆笑 した 。

殺してくれよー」

「私に物は要らない。土産は何も欲しくないけど、もしもあな
たが少しでも私のこと を思っ てくれるなら、私を思 い出し て絵
葉書を書いて送ってよ。 その 時間だけは私のものでし ょ？ 」

「なぁ、俺の立場はどうなる？

て寝る。

いいよ。で も本 当に、それだけでいいの かい ？」

「絵葉書？

こともなかった。

を一時的に観光客に貸 したり もするので、こちらか ら連絡 する

関係は正常化したが 、そう 頻繁に会ってはいない 。彼は 自宅

そういう相手には選ばれ なく なった。

それ以降のアンドレは馬鹿を慎むようになった。少なくとも、

駄な抵抗をされても黙殺 した 。

「いい。絵葉書が嬉しい」
「ふーん、変わった娘だ。了解」
たらふくビールを飲 んで楽 しんでますといった文 面の絵 葉書
を、彼は約束通り送って くる 。
きっと彼には本質は 伝わら ない。でも自分に出来 ること はし
てあげたかった。
ミュンヘンから戻っ てくる とアンドレは、しばら くして 食事
しようと電話をくれた 。会い に行くと初対面のドイ ツ男性 も同
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ミッシェルのアパー トメン トはル・スケの外れの 古びた 建物
の中にあった。狭い階 段を昇 り、その階段の途中に 後から 設置

可愛いバレリーナの 写真が 壁に貼られていた。別 れた元 妻と

ミッシェルのリード は既に 点火されている火をさ らに燃 やす

暮らす娘と聞く。若い時 に生 まれた子供と判る。

から始まっている。ず っと継 続して絶やさず燃える よう気 を配

だけでいい。無理がな い。彼 の準備は、そもそも出 逢いの 瞬間

した共同トイレがある。
フランスの古い物件 には、 かねてよりトイレが存 在しな かっ

独身のユルゲンの家へ 泊まっ たこともある。だがそ れは誰 も知

ユルゲン親方の元で 職人と して働くクワティと暮 らす前 には、

歩く真っ黒いプードルを 飲み 屋のカウンターにも連れ てい た。

アーマイスはいつも 、プー ビレと呼んで人形のよ うに抱 いて

もいた。

三十代後半のユルゲ ンには アーマイスという若い 可愛い 彼女

まぁいい、食事くらい は付 き合うかと腹を括る。

吐き捨てるように言う 。

「何を考えてんだっ」

ユルゲンはフライブル グで 屋根葺き職人の親方をし てい る。

ティも訪ねてくると葉書 が舞 い込む。

まずユルゲンがやっ てきた 。それからしばらく経 つと、 クワ

雰囲気だけの男ではな かっ た。

と、突き抜ける快感が身 体の 芯を通り過ぎて留まった 。

きはなかった。形だけ 抵抗す る。背面から強引に押 し入ら れる

ミッシェルに抱かれ てアナ ルセックスを初めて体 験する 。驚

られている。上手だった 。女 が何を望むのかを知って いる 。

た。それはベルサイユ 宮殿に すらなかったとされる ので間 違い
ないだろう。
シャワールームだけ は近代 的な味気ないものが備 わって いる。
バスタブはない。でもビ デは 必ずある。
そんな不便など特に気 にな らない。
古びた部屋にはバル コニー の付いたフレンチ・ウ ィンド ウが
あり、海への見晴らしが 素晴 らしい。
ミッシェルは漆喰壁 を自力 で壊して外し、二部屋 をぶち 抜き
広く使えるよう工夫している。彼らしい部屋の意匠が気に入る。

北欧の、確かノルウェ ーの画 家の

描いている絵を見せら れた 。
誰？」

「ムンクに似てるね」
「え？
「ムンクよ、知らないの？

発音が悪いのか単語が違うのか、それとも彼が知らないのか、

……」

地元のミュージシャ ンだっ たという彼は画家にな り、当 時は

ともかく全く伝わらない 。諦 める。
独学で建築とデザイン を学び ながら働いているよう だった 。暮
らしは決して楽ではなさそうである。既に三十代に入っている。
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らないだろうし、知った とし ても特別なことでもない 。
「イマデさんは、どうして職人みたいな肉体労働者ばかりを相
だってイ ンテリ は面倒臭くて。シンプ ルで素 直な

手に選ぶのか、変わって るな ぁ」
「そうぉ？
人が楽でいいわ」
正直な感想だった。
フライブルグより帰 国して 社会学の教授になる日 本人の 友人
は、納得しなかった。
そもそも今さら何しに カン ヌまで会いに来るのか。
ユルゲンは問題なか ったが クワティの方は良くな い。悲 しむ

町を案内し思いつき でアイ ススケート場へ行く。 時間が 経つ
のが遅い。

やリカー ルなどの 茴香酒 を飲んだ店で

ういきょ うしゅ

夜には〝スピードウェ イ〟 へ連れていく。
初めてパス ティス
ある。

南仏は暑いためフラ ンス産 の大衆酒として冷えた ビール より

薄緑色の透明な液体 は水に 触れるなり白濁し、黄 色味を 帯び

好まれていた。一般的に 氷と 水を入れて水割りにして 飲む 。

た乳白色がかる。吐き 出そう かなと思うくらい歯み がき粉 に酷

重厚な広い樫のカウ ンター には、黒と緑のオリー ブの実 を無

似した甘い風味だが、こ こで は病みつきになる。

だった。

造作に載せた小皿がポ ンポン と置かれている。フリ ーなツ マミ

店構えは高級だが早い 時間 はいつも空いていた。

独学して英語も少し は話す クールなユルゲンとは 食事だ けし

だけだろう。来ない方が いい 。
て、バカンスを楽しめ と笑顔 で送り出す。こっちも 、それ ほど

トニオが、年配の女性 オーナ ーに仕えるような按配 で張り 切っ

イタリア出身の巨漢 で明る く人あたりの良いハン サムな アン

憂鬱な数週間が過ぎク ワテ ィもやってきた。

暇ではないと告げれば済 むこ とだった。

ている。オープンして 間がな い。隠れ家のように便 利に利 用し

似合っていた。

漆黒のドーベルマンを 従える 。空気が一変した。あ たかも 店に

で上下の黒いレザーに 包みこ み、傍らには、正しく 躾けら れた

女が来店した時には見 惚れた 。長身で、すらりとし た長い 脚ま

おそらく男性として 生まれ た人であろう、とびき りの金 髪美

た。

ドイツ語しか話さない 彼を 駅まで迎えにゆく。
とは言ったものの亡霊 を迎 えるような気分である。

「良く来たね」
彼のために予約した 安いホ テルへ引っ張ってゆき チェッ クイ
ンを手伝う。ロジーから 近い 。
地中海料理のブイヤ ベース を二人で食べた。生ま れて初 めて
食べたが味わえない。会 話が 弾まない。
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その晩、そこでクワテ ィを 放り出す。
このまま、彼のお守 りをす るのは逆効果だろう。 もう終 わっ
暮らしている間に彼 からは 、酒乱による暴力も受 けた。 この

ている。
身を投げ出せるほど強 い想い なんぞないと認めた。 戻せる もの
嫌いになったのでは なく縁 が切れた。それを分か って欲 しか

は何もない。
った。
秋が終わり冬へ移っ ている 。冬だからクワティと アイス スケ
相変わらず午後は散歩 に励 み、夜は飲みに出かける 。

ートしたのである。
若い女性専用のロジ ーには 一応は門限があり夜は 玄関の 戸が
罰則のない門限破り の常習 者は、またお前かと問 いたげ な渋

施錠される。
い顔をした宿直の老人に ガチ ャガチャと内鍵を開けて もら う。
なんとなく体がだる い。熱 でもあるのかなと測る と微熱 であ
る。少し前から腰も重い 。
ベッドが軟らかいの が悪い のかと床にマットレス を落と し直
に寝たりしてみた。治 らない ばかりか頑固な便秘も 続く。 思い
切って薬局で浣腸を買っ て試 すが効果がない。
とうとう食欲もなく なり排 尿にも問題が起きる。 だんだ んト

イレが近くなり徐々に 痛みも 伴うのだった。それな のに量 は出

明らかに病気だった。 だが 病名が分からない。

ない。スッキリしない。

西ドイツでは加入し ていた 医療保険にも加入しな かった 。強
制されなかったからであ る。

不安になり実家へ電話 して いた。
「盲腸じゃないの？」
「えっ、そうかな」

盲腸ならば吐き気や 強い痛 みが下腹部に起きるら しいが 、そ
「盲腸だと入院だよね……」

れは感じない。

「そうよ。アツコ、大変だわ！」
「まぁ、まだ分からないよ」
報告だけして様子を見 る。

初期の授業が退屈な ためサ ボりがちになっていた カレッ ジへ
も、とても通えない。

百万と か。

「ギイっちゃんに聞いたらね、そっちでは、すんごく医療費か

かるって言うのよ。も し盲腸 だと莫大な金額よ！

でも、 盲腸か どうか、とにかくこっ ちで医 者に

どうしましょう！」
「そうなの？

は診てもらわないとさぁ 。い い？」

時差があるため明け 方の廊 下から、声をひそめて 説き伏 せる
ように国際電話する。
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どんな時でも愛人の 著名人 をひけらかす。なによ り金の 心配
を最優先する。その愛 人はフ ランスに住んでたわけ じゃな いだ
ろ、作家なら何でも知っ てい ると自慢したいのかと腹 が立 つ。
もっとも、心配だか らすぐ 行くと飛んで来られて も迷惑 なだ
けである。つい二年前 の夏に 彼女が団体のヨーロッ パ旅行 のつ
いでにと会いにきた時 にはロ ンドンまで迎えにゆき 、さら にフ
残った。

ライブルグも案内する などア テンドしている。しば らく疲 れが
カレッジで事務員を してい る住人のコレットに事 情を話 し医
者を頼む。授業の出席率が悪いようねと冷たい表情を隠さない。

なんとか医師は辞書 から説 明を試みる。腎臓の単 語を選 ぶ。

尿と血液の検査へ行けと指示される。完全分業化されていた。

だが病名も詳しい説明も 難し いと彼は諦めた。

れる。

教えられた地図の場所 まで行 きレセプトを渡し、採 尿と採 血さ

翌日の午後に現れた のは医 師ではなく往診を専門 にする 看護

尿と血液の検査結果 は往診 した医師へと伝わり診 断が下 され

婦だった。

ている。そのため彼女 は医師 の指導で治療目的の抗 生物質 など
を患者に注射しに通う。

病気は急性の腎炎らし い。 あるいは 腎盂腎炎 か。

じんうじんえん

通訳がないので不便だったが、どうにかそこまでは理解する。

遊び過ぎて細菌感染したものかと落ち込んだが、それよりも、

それでも彼女は迅速に適 切な 対応をした。
比較的若い男性の医師 が往 診に現れた。

こす。そこに冷えや過 労が加 わる。状況は、そのよ うに判 断す

過度なストレスは精 神的な ダメージから免疫力低 下を引 き起

移動したり落ち着かない 人間 関係もある。

辞書を片手に症状を説 明し 、盲腸でしょうかと質問 する 。
熱を測り、型通りの 一般的 な診察が済むと、片手 に医師 は薄
ああ、やはりなと仰 向けに 寝る。下着を脱ぐと彼 は奥ま で調

いラテックスの手袋を無 言で 着用した。

たりする。イギリスの 寄宿舎 でも、しばらくしてか ら、ま だ十

人間は気が張ってい る時よ りもホッと安心した時 に病に 倒れ

ると無理がない。

日本での婦人科検診 などに は仕切りのカーテンが 不可欠 だっ

べる。パーフェクトだな と感 嘆した。
た。変な台にも乗る。 それは 事情が違うとはいえ、 見えな いの

代なのに免疫力の衰え た老人 に多いとされる帯状疱 疹を患 った。

エレーヌは慈悲深い 人だっ た。太っていて良く笑 う。看 護婦

思ったより弱い面があ る。 まだ気づかなかった。

は不安を誘う。敏感な 部分に 何をされるかと怯えな い女性 はい
ないだろう。
こうして対面のコミ ュニケ ーションが医師と取れ る診察 なら
リラックスする。羞恥心 も少 ない。信頼した。
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なら必ずそうとは限らな い。

書を片手に読破し、フ ライブ ルグの蚤の市で挿絵が 気に入 り購

けの編集だった。物語は 知っ ている。大好きな作品で ある 。

入したデフォーの〝ロ ビンソ ン・クルーソー〟を読 む。児 童向

たった一人、言葉も 満足に 通じない異国で病気に なった 若い

「……痛いの？」

さらに、ノルウェー のオス ロにある博物館で実物 模型を 見学

して感激した、ヘイエ ルダー ル著〝コンティキ号漂 流記〟 の英

娘の腰を、そっと、い たわる ようにさする。じんわ りと、 ふく
よかな手の温もりが伝わ った 。

語版を丹念に読む。極め て面 白い。

を探求するためにこそ 生きて いる。冒険か冒険でな いかは 自分

こんな旅に誘われた ら何を 犠牲にしてでも参加し たい。 真理

姿がありありと迫ってき た。

ぐカーペットみたいに 巨大な 最大の魚。その生き物 の、無 心な

のある文章から伝わる 。筏の 下の大海原を悠々と滑 るよう に泳

がら想像する。クルー たちの 新鮮な感動がシンプル かつ躍 動感

まだ見ぬジンベイザ メの白 い斑点のある体表を辞 書を引 きな

「メルシィ。気持ちいいです」
荒んでいた心が救われ る。
日に一回は、彼女が太い注射をお尻に打ちにくるのを待った。
回復するにつれ二人で片 言の おしゃべりを楽しむ。
ミッシェルは、たぶ ん正し かった。モジリアーニ の絵の モデ
ルのような心細くて不 安定な 表情を、痩せて細くは なくて もき
っとしていた。彼の指 摘は内 面だったろう。同じ感 性をエ レー
ヌも持っていた。

が決める。生きていく のは、 そもそも、そういうこ とでは ない
者に与えられる宿命だろ う。

のか。死ぬまでは真剣 に生き ようとするのは生命を 授けら れた

治療が完了する日、 優しい 眼差しで彼女は、住所 とフル ネー
「何かあったら、いつでも訪ねていらっしゃいね。少しは英語

をして何を考え生きてい るだ ろう。

続く（前編終了）

一九八〇年までに一 ヶ月を 切った。来年の自分は 、どこ で何

なフレンチポップスは耳 に残 る。

ス語の曲が流れ始めた 。どん な内容かは全く分から ない。 軽快

枕元のラジオでは、 千九百 八十という数字を連呼 するフ ラン

ムを書いた紙をくれる。
の話せる娘もいますから ね。 遠慮しないのよ」と繰り 返す 。
嬉しかった。その紙 切れは 必要とされなかったけ れども 、帰
国の日まで大切に保管 される 。心の片隅に暖かい確 かな安 心を
日本語の活字に飢え ていた が読むものがない。代 わりに 、せ

持てるようになった。
っせと英語を読む。
イギリスで買ったま ま放っ ていたクリスティの推 理小説 を辞
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