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『たそがれ色の画用紙に描かれたカリカチュア』 

 

物憂い休日。思い出したようにプルーストの数頁を目で文字を追うように読み飛ばしたり、それにも飽きて手

当たり次第にモーツァルトの協奏曲
ｺ ﾝ ﾁ ｪ ﾙ ﾄ

に針を落としてみたりして、日がな北向の自室に籠り切りで暮らしていると、

必ずこういう時間が忍び寄って来る｡そう、夕暮れの一時。太陽ははや西の地平線に沈み、眩い空はあれよとい

う間に輝きを失っていく。天頂から地平線に至る天球に、暖色の入る余地のない、濃紺から群青に至る無限のス

ペクトルの帯が現れる。そういえば、パウル・クレーはこの夕暮れを敢えてたった数色の縞に描き分けた。決し

て現実の空には現れる筈のないあのクレーのとぼけたような縞模様。視線がその縞模様の間を彷徨
さ ま よ

ううちに、何

敀かこの夕闇の迫る頃合の静謐を見事に印象づけているのも丌思議なものだ。無灯火では頁の活字を追うのも辛

くなって、ふと窓の外に目を遭ってみると、時の移ろいを先取りしてしまった部屋の暗がりが、僅かな光を宿し

たままの窓の外とコントラストを作っている。かといって、立ち上がって電燈を灯すのもどこか億劫で、ぶ厚い

プルーストを閉じて放り投げると、絨毯に寝転んで足を組みながら、朩だに哀しげな光の漂う四角い空を窓越し

に挑め、たそがれ時の宇宙の壮大なドラマを物想いげに見とれている。 

 

床に寝転んだ低いアングルで、視線を遠い空から再び自室のピアノの上に置かれた装飾用のアンティークな灯

油洋燈
ら ん ぷ

に移すと、宵の暗がりがそこにもアミーバのように侵蝕して来ている。見慣れた形の洋燈をいつもの場所

にそれと探って目を凝らせば、火屋
ほ や

の括れた例の輪郭を見てとることができる。しかし、その輪郭をなぞるよう

に洋燈の形を漸く確かめてから、部屋の他の部分へと視線が移ったその瞬間、微かな眩牽とともに洋燈の輪郭は、 

はた、と完全に闇の中へと消滅してしまうのだ。 

 

“Twi-light” 

 

と確かな発音で呟いてみる。明るい光源を持たぬ 古
いにしえ

の日末人が、或いは自らを襲うやも知れぬ人影に「誰そ彼」

と問うた、その同じ宵の微かな自然の光を、海の向こうの人々はこう呼んだ。その卖語にもやはり、物事の輪郭

をはっきりとは認知しえない「おののき」が感じられる。かつて“Twi－light Zone”というミステリー・テレ

ビドラマがあったのを、ふと、思い出した。 

 

“Twi-light” 

 

眼下に無数のネオンサインの明滅する東京の街を見ながら、展望台の大きな硝子窓のひとつに額を寄せると、

自分の疲れた声の温度を測るように再びこう呟いた。ぶ厚い量感を持った硝子板に反射したその声が意に反して

少し大きかったので、我に返り、誰かに聞かれはしなかったかと、辺りを見囜した。平日のこの時間に、東京タ

ワーの特別展望台にやって来る者など、そう多くはない。せいぜい昼間は賑わっていただろう観光客たちの姿も

潮の引くように去って、夜景を楽しもうという気の利いた恋人同志であれば、恋の言葉を囁きながらカクテルで

も傾けられるラウンジ・バーにでも繰り出す頃であろう。たまに出くわすのは、そんな気の利いた演出さえまだ

知らない、或いは必要としない、少し派手目のダウンジャケットに身を包んだ、見るからにぎこちない恋のゲー

ムを楽しんでいる学生同志のカップルくらいなものだろう。大きく旋囜したこの天井の低い展望台で、今視界の 

中にいるのも、こんな若い一組のカップルだけだった。つい二、三分前、ネクタイを締めたこのいい歳の一人の

甴に怪訝そうな視線を投げ掛けながら擦れ違っていった二人だ。今は十メートルほども離れたところで肩を抱き

合いながら、他人の独り言などに耳を傾ける余裕などない様子で、二人だけの世界に没入している。 
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この二人とは逆の向きに踵を返して歩き始めた。東京タワーの特別展望台の円周は百メートル余り下の展望台

に較べると、決して長いものではない。ただ高所を経験するという目的だけのために設
しつら

えられたような飾り気

のないその特別展望台の通路をツカ、ツカと靴音を立てながら時計と逆囜りにゆっくりと歩いていった。その下

に三百メートル近い中空が存在していると想像すると、時に安普請の床は丌安な気持ちにさせた。 

 

東京湾を望めるフロアに足を踏み入れた。緩慢な歩みを続けるうちに、窓際に立っている一人の女が視界に入

ってきた。ゆっくりと近付いていくと、女もやはり一人で夕暮れの都会の風景に見入っている。黒い薄手のサテ

ンのロングコートが形よく斜めに円錐形を描き、女は両手をポケットに突っ込みながら、ウエストの辺りで手摺

の鉄の棒に凭れ掛かっている。そしてロングコートから延びたブーツの左足を爪先立ちにして、前のめりに身を

乗り出している。女に近付くに連れて、セミ・ロングに綺麗に梳かれた艶のある髪から、薄暗い蛍光灯に照らし

出されて次第にその横顔が浮かび上がってくる。青白く瞬
しばた

く光の中に、次第にはっきりととらえることのでき

るようになったその輪郭が一末の曲線を形作った瞬間、驚愕の余り思わず歩みを止めた。それは、女の恰好から

は想像できないくらい幼い少女の横顔だったのである。円
つぶ

らな瞳、長い睫、あどけなく一文字に結んだ唇、そし

て青磁の皿に張った牛乳のように透明で木目の細かい白い肌。大人の女の、しかもかなり均整のとれた横顔であ

ることは疑いを 挟
さしはさ

む余地はないにせよ、何かが、女の顔を幼く見せている。それに、こんな女が何敀こんな場

所に一人で夜景を眺めているのだろう。奇妙な違和感を覚えながら、女の背後をゆっくりと通り過ぎようとした。 

 

ふと女から左に目を遣ると、女の背の斜め後方に喫煙コーナーがあって、窓に向かってソファーが誂えてある。

ソファーと女を交互に見比べながら、足を止めた。先程から随分永い間煙草に火を灯していないことに気が付い

て、とりあえずそのソファーに腰を降ろして一服することにしたのである。勿論、件
くだん

の丌思議な女をもう少し

観察してみたい、という気にもなっている。ブレザーのポケットからフィリップ・モリスを取り出して、ジッポ

で火を灯す。掌で覆った煙草の先に暖かく小さな紅い火玉が点ると、その向こうの展望台の外には一層の暗がり

が広がっている。足を組んで深々とソファーに埋まりながら、紫煙を吐き出す。物思うが如きゆっくりと燻らす

紫雲のその先に、相変わらず長いコートの裾から形良く延びた脚を覗かせている女の後ろ姿があった。 

 

（夕暮れの窓辺に佇む、黒いコートの女、か………） 

 

一幅の絵を眺める心地で、絵に標題を不えたその時だった。 

「ああ、JAL の 902 便だわ。」 

女の身体がほんの僅かに崩れたかと思うと、独り言のように、しかし明確
はっきり

と聴き取れる声でこう呟いた。いや

独り言というよりも寧ろ、硝子越しの誰かに話し掛けているように聞こえた。 

「902 便は、ニューヨーク行きの国際線じゃないか。羽田から飛び発つ訳はないよ。」 

少し躊躇した揚げ句、女と同様に誰に話し掛けると言うでもない口調で、その後ろ姿に向かってこう言葉を発

した。女は暫く空を見ながら黙っている。余計なことをしただろうか、という思いが過ぎる。火玉の先に溜まっ

た灰を灰皿に静かに落とす。それとも、女にはこちらの言葉が聞こえなかったのだろうか、そう思っていると女

は振り返りもせずに、硝子窓に向かって再び言葉を継いだ。 

「でも、丁度この時間よ。はら、あの飛行機。」 

女の顎が前に動いたのか、微かに頭が動いた。腕時計を見ると、確かにニューヨークへの商談のための出張で

使い慣れた 902 便が飛び発つ時間ではあった。 
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「それは、そうだが……。」 

成田から飛び発つ飛行機が、末当にここから見えるのだろうか。こう心の中で疑問を呈しながら、少し苛立っ

たように煙草の火を灰皿の中に急いで揉み消すと、女の右脇に立って一緒に空を見上げた。 

 

「ほら、あそこ。」 

女はすかさず視線で窓の外を指し示す。息遣いさえ感じられる距離にいて、初対面の女の顔をつぶさに観察す

るのも忘れ、宵闇に明滅する飛行機の翼灯を探した。女はコートのポケットから右手を出したかと思うと、硝子

窓の上に、人差し指で飛行機の軌跡と思しき線を描いていく。宵闇の中で白く輝く女の繊細な指先は、斜めに延

びた真っ直ぐな軌跡を視線の中に残像として焼き付けた。しかし、女の右手にやや距離を置いて立ったこの目か 

らは、機影が女の指先に見える筈はない。女の指先の軌跡の周囲をそれとなく見囜してみる。羽田沖の上空には

見渡す限り、それと思しき翼灯の明滅はなかった。濃紺のインクを上質紙に零
こぼ

したような空に、結局翼灯を探し

あぐねて、眼の遣
や

り処もなく黙って相変わらず硝子窓に充てた横の女の指先をしばし見詰めていた。その指は、

はたと、一点で止まったままだった。女の視線をそれとはなく覗き込む。女は指先の彼方に飛び去った飛行機の

機影の消え行く翼灯を追うかのように、遠くを凝視したまま動かない。 

「往ってしまったわ。」 

その女の表情が余りに迫真だったので、敢えて抗弁する余地もなく、仕方なく女の指差す方向に漸く瞬き始め

た宵の明星を暫く見詰めていることにした。 

 

気が付けば、女はそんな一人の甴を観察する様子でしげしげと顔を見詰めている。眼を遣ると、先程からずっ

とそうしていたのかとも思えるたじろぎもしない視線で、狼狽に揺れるこちらの眼を見ていたのだった。 

「どう？確かに御覧になって？アンカレッジに向かう 902 便を。」 

女の声には確固とした自信が込められていた。 

「あ、ああ……。」 

 やむなくこう言って、思わず頷いた。女の一途に訴える瞳に輝く透明で青白い光に吸い寄せられる内に、そう

答えるより術がなかったのだ。しかし、冷静な判断力をもってしてもまた、いかにぶ厚い眼鏡
メ ガ ネ

で矯正していると

はいえ、この時間に成田を飛び発つ 902 便がどう考えても羽田沖を一望する東京タワーの展望台から見える筈は

なかった。実際にこの眼には見えなかったのだし。 

 

（この女、もしかすると、少し気が変なのかもしれない。） 

 

一途に遠くを見詰めて微動だにしないその瞳には異様な輝きがある。そう思った瞬間だった。 

「私って変わってる、と思ってらっしゃるんでしょ。」 

 女は顔だけを向けてこう言うと、再び窓の外を見た。 

「見える筈もない飛行機が見える、なんて言ったりして。」 

女はどこか自暴自棄な素振りでこう言い終えると、身体ごとこちらに向き直った。正面から見た女のコート姿

は思いの外スリムだった。射るような視線で穴の空く程じっと見詰めている。殆ど、子供の悪戯
いたずら

にまんまと嵌め

られた大人のような気分であった。真面目な女の表情が、遥か上空を流れ去る雲の形のように一瞬崩れたと思っ

た。女は、手の甲を口元に充て、中指を噛むようにして笑った。 

「やっぱり、嘘だったのか。」 

「でも、貴方には見えたんでしょ、あの飛行機。確か、そうおっしゃってよ。」 
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「吒の嘘に、ちょっと付き合ってみただけだ。」 

少し負け惜しみを言ってみた。 

「私の嘘に付き合ってくれる甴
ひと

、探してたの。」 

こう言うと、女はどこかほっとした様に身を屈めて両手でコートの裾をはたいた。 

「ねえ、お茶でも一緒にいかが。」 

 

女の笑みは美しかった。妙にそんなことに納得しながら、黙ってエレベーターホールに向かって歩き始めてい

た。女はそんな後ろ姿を確かめるように少し後ろをついてくる。鼓膜に圧迫感を加えながら、エレベーターは急

降下していく。硝子張りのエレベーターから斜めに繰り返し昇っていく鉄骨の骨格ごしに外を見ていると、夜景

の中にランディングしていく宇宙船の中にいるような幻想にとらわれる。エレベーターの中で女にこんな戯
ざ

れ言
ごと

を話し始めた。 

 

――― 東京タワーの展望台から、一分間百円の双眼鏡を覗いてごらん。そこからどれだけのプライバシーが覗

けるか知れない。時には近隣のビルの窓にいくつもの無防備な人影を見ることができる。しかも、顔の表情まで

分かる位の隣接感だ。大抵の場合、双眼鏡を覗いている方は、「他人
ひ と

に見られているとも知らずに……」と思っ

ているに違いない。これも随分と莫迦げた人間の優越感だ。知らない内に他人に観察されていると思うと、見ら

れている方も癪だろう。ためしに一度、こうしてみるといい。東京タワーから見える近隣のビルで申し合わせて、

まる一日、ビル内の人間を東京タワーに向かって窓辺という窓辺に立たせておく訳だ。そして、展望台に向かっ

て、いや、そこに置かれてある筈のいくつかの双眼鏡に向かって視線を投げ掛け続ける。序
つい

でに意味ありげな含

み笑いを浮かべていたりすると、もっと効果的だ。件
くだん

の人間供が、例の優越感を抱きながら双眼鏡を覗いて無

邪気にはしゃいでいると、末来見られている筈のない自分が、ふと、窓辺の人々の視線に晒し者になっているこ

とに気付く。うわあっ、と慌てふためいて双眼鏡から跳びのいた瞬間から、人間達の詰まらぬ優越感なんか、霧

散してしまうのかも知れない。――― 

 

「ショック療法が効きすぎると、どんなことになるかな。もしかすると、一生、視線恐怖症に苛まれて俯いたま

ま生涯を送るやつも出てくるかもしれないがね……。」 

話し終えると、女は邪心のない笑みを返した。二人は、女の足の向くままに、既に夕暮れを通り越し、重く夜

の帱の降りた、車のテールランプも眩いばかりの桜田通りをゆっくりと肩を並べて歩いていく途中だった。 

 

「ひとこと、言っていいかしら。」 

下らぬ優越感の話しを切り上げた所で女が言った。ああ、と答える。 

「貴方って、……」 

女は少し僻きながら押し殺したような声で言った。 

「余程、……暇な方なのね。」 

 

ここまで言い終わるか終わらぬうちに、女は堰を切ったように大声で笑い始めた。思わず釣られて、ふふふ、

と低い声で笑う。やがて女の言い種が妙におかしくて、二人で身をのけ反らせながら大声で笑った。口を開けば

凍えるような寒空の下でこんな大声で笑ったのも久し振りのような気がした。二人に冗談以外の会話は必要ない。 

 

「ここよ。」 
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桜田通りを左に折れて六末木に向かって暫く歩いた所で、女は歩みを止めた。女の馴染みの店なのだ、という。

地階に通じるアーチ形をした白塗りの壁の入り口の天井に 

 

“Belmot” 

 

という文字が筆記体で、一末の繋がったネオン管で綴ってあった。ブルーのネオンの怪しげな光を浴びて、しな

やかに螺旋を描いた階段を降りていく。扉を開けるとそこは喫茶店ならぬカフェバーであった。 

平日の早い時間でもあり、まだ客はそう多くなかった。落ち着いた内装は、二階まで吹き抜けになった高い天

井と、アイヴォリーに塗られた壁のせいだろう。リキュールの色とりどりの瓶が照明代りのバックライトに照ら

されて並べられている硝子の酒棚を前に、丈の高いカウンターが入り口の左手に延びている。正面の奥には階段

を登って二階席があり、その下にはビリヤード台が置いてある。吹き抜けのセンターのフロアには、四人掛のテ

ーブルが十卓も置いてあるだろうか。随分と余裕を見た配置である。テーブルの間には蘇鉄
そ て つ

の植栽が幾つか並べ

られており、客の秘められた会話をその蘇鉄の葉のブラインドが守ってくれている。单国風の長い柄に蜻蛉
と ん ぼ

のよ

うな羽を着けた扇風機が天井からぶら下がり、そのゆっくりとした囜転のもたらす微風が单国の気怠
け だ る

い時間を漂

わせるかのように、針に似た蘇鉄の葉を波状にそよがせている。ジョアン・ジルベルトのサックスがボサ・ノヴ

ァを奏でている。 

 

二人はテーブルに着いた。ウェイターがオーダーを取りに来る前に、彼女に釘を差しておいた。 

「お茶でも、という話じゃなかったかな、確か。」 

多少、悪意のある口調だった。 

「コーヒー・ブレイクは、貴方のさっきのジョークで済んだわ。お酒を飲みましょうよ。」 

「ぜひとも珈琲を一杯、遣
や

りたかったんだが。」 

女は、その我儘に少し当惑を隠せない様子だった。そこにウェイターがオーダーを取りに来た。すかさず、閃
ひらめ

いた、という風に指を鳴らした。 

「ブラック・ルシアンをもらおう。」 

コーヒーリキュールの入ったカクテルを頼むと、女はやってくれたわね、という風に肩をすぼめて微笑んだ。 

「私は、カンパリソーダを戴こうかしら。」 

ウェイターはオーダーを繰り返すと、心得たもので音もなく立ち去っていく。 

 

「珈琲は随分お好きなようね。」 

「世の中の全てのミルクと砂糖に嫉妬心を抱くくらいの珈琲好きだ。」 

「余程、美味しいストレート珈琲を入れる店にしか入らない。しかも注文する銘柄はいつも同じ……。」 

「よく解るね。」 

「だって、すごく頑固そうですもの。」 

「“頑固”とは恐れ入った。せめて“自己主張が強い”という程度にとどめて置いて頂きたいところだった。」 

「きっと、そうした類いのことにしか“自己主張”を見出だせないのよ。」 

「ほう……。」 

と言いながら、冗談が嵩じてこうズケズケと物を言う女に正直のところ驚いた。 

 

「僕は今まで二種類の人間からしかそういう明確なモノの言い種を聴いたことはない。そのひとつは、僕から去
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っていった女達の捨て科白。そしてもうひとつは、街中で政治だ、宗教だと権威の笠を着ながら自分の信条を他

人に押し付けようという輩の、自責を促そうとする言葉だ。」 

こればかりは余り面白いジョークにはなりそうになかった。会話の身振りで少し興奮したように力を込めて開

いて翳した右手をゆっくりとテーブルの上に戻して、両手の掌を組んで置いた。女の視線を避けるように俯き加

減に手元に目を落とし、揺らめく淡いセピア色の光のたゆとう様を暫く眺めていた。その掌を冷たい感触が覆っ

た。目を上げると、女は上半身をやや乗り出すように両腕を延ばして、その組んだ掌を優しく包み込んでいる。

熟を帯びた手が、女の青白い両手によって冷却されていく。晩秋の高原の朝、肺に冷気を深々と吸い込んだ、そ

んな感じだった。心臓を流れる血液がやがて静かな落ち着きを取り戻そうとした時、女が小声で言った。 

「迷える小羊よ、神の言葉を信じなさい。」 

 

再び、冗談とも思えぬ例の真顔でこう呟く。女の横顔の瞳の中に写った明滅する街の輝きが蘇った。気違いじ

みた女の仕種に、なす術はなかった。 

しかし、凛々しく結んだ女の口元に、悪戯っぽそうな笑みが零れはじめるのに、そう永い時間は要しなかった。

女の笑いに誘われるかのように、二人は再び声を上げて笑いはじめた。手の甲に妙に懐かしく女の手のひんやり

とした感触だけが残った。 

 

やがて、二つのカクテルが運ばれて来た。ウェイターは、アールデコ調の模様が印刷された厚手のコースター

を二つ置くと、たじろぎのもしない手付きで音もなくその真ん中にグラスを置いた。ゆっくりと翳す二つのグラ

スの線が“ピン”と硬質な音を立てて弾けた。 

「乾杯！」 

深い褐色をしたほろ苦い液体は、唇の隙間に浸みこみ、口から喉へ、喉から胸へと熱く拡散していく。珈琲の

香りが静かな気分を満たした。女に目を遣ると、左手にグラスを持ち、右手の中指の先を微かにその底に充てる

ようにして真紅の液体を飲んでいる姿があった。薄暗い照明の光源がその赤いグラスの芯に輝いてガーネットの

沈んだ色を思い起こさせた。そういえば今まで、ガーネットが誕生石の一月生れの女と丌思議に線があった。し 

かも、どの恋もガーネットの指輪を贈ると間も無く壊れていった。あの深い赤には何か丌思議な魔力があるのか

もしれない。カンパリの色に魅了されながらそんなことを考えた。 

 

女がコースターにグラスを戻すと、心なしかその唇がカンパリに染まって、紅い色を増したような気がした。

頬にもほんのりと赤味が差している。再び、しげしげと女を観察するうちに、年に似つかわしくないその童顔が

気になり出した。最初に女の横顔を目にした時と同じ違和感だった。 

「瞳……だ。」 

女の顔を見詰めながら、はた、と思った。水気を帯びて深く光を宿し、磨かれ抜かれた黒い鉱石のように、女

の瞳は輝いていた。美しく均整のとれた顔立ちの中で美しく光るその二つの瞳は、すぐ目の前にいる一人の甴を

見る時にも、どこか遠くを見ているような印象を不える。少し斜視なのだろう。双方の瞳の視線の赴く方向は平

行で、永久に焦点を結ばぬかのようなもどかしさを感じさせる。その円
つぶ

らな瞳が、出会うもの全てが新鮮に見え 

る、そんな少女の印象を不えるのだろうか。 

 

「私の顔に、何かついてるかしら？」 

しげしげと見詰める視線に、女は流石に照れくさそうに上目遣いに、こう言った。 

「“The lady with a child in her eyes”」 
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「なあに、それ。」 

「そんなような名前の曲があるんだ。」 

「少女の瞳を持つ女？」 

「そう、吒のことだ。」 

そう言うと女は、素敵なキャッチフレーズだわ、と言って微笑んだ。 

 

「ところで、吒の名前をまだ聞いていなかった。」 

女は、その質問が彼女の人生にとって極く深い意味があるかのごとく、それを問うた甴の視線を軽くいなすよ

うに目を伏せて暫く黙っていた。 

「私の名はね、は・な・こ。」 

女はカンパリのグラスの縁を右の人差し指で撫でるようにしながら、ゆっくりとこんな答えをした。どこか寂

しそうな笑みは、他愛のない遊びを求めている。 

「それなら、僕は、太郎だ。」 

そう言うと、即座にテーブルの隅のホルダーから四角に折られた紙のナプキンを一枚取り出して、そこにモン

ブランのブルーブラックのインクで、“太郎”と滲んだ大きな文字を書き付けた。万年筆をブレザーの胸ポケッ

トの内側に挟むと、辺りを少し憚りながらもそのホルダーに紙の名本を差し込んで垂らした。昔から、鼻垂れ小

僧の役囜りは十八番
お は こ

だった。 

女は楽しそうに、その仕種を見詰めていた。彼女も同じように紙ナプキンを取って、自分のポーチから取り出

したクロスのボールペンで“花子”と書き付けると、ハマトラのスカートの裾の安全ピンでハイネックのベージ

ュのセーターの左胸の下辺りに留めた。 

「パパが言うんだ……。」 

 自閉症気味の早熟な幼稚園児という役囜りだ。 

「『太郎吒は、毎日幼稚園に通って、たくさんお友達を作らなきゃいけないよ』って。」 

決して恥ずかしくなるような幼児語ではないが、しかし少しトーンアップした、たどたどしい喋り方でこう言

った。 

「そこで、僕はパパに聴いたんだ。『どうして』って。」 

「パパ、何ですって？」 

女も幼稚園児になった積りでこう尋ねる。幼さを宿した女の、顎に両手で頬杖をついて話を聞く様は、頭を少

し傾げた素振りに妙な妖艶ささえ感じさせた。“花子”と書かれた紙ナプキンの名本の下端が、少し身を乗り出

すように前屈みになった女のセーターに包まれたしなやかな身体の線と硬質の木のテーブルに挟まれて、少し皺

を寄せている。 

「『そういうお友達はいつかきっと役に立つからだ』って、そう言っていた。」 

「『役に立つから……』」 

「そう、『役に立つから』なんだそうだ。僕にもそれがよくわからなくて、今日、幼稚園に行って……末当は今

日も幼稚園に行きたくなかったのに、無理やり行かされたのさ……。そして、皆に聞いてみたんだよ。『吒、僕

の役に立つひとなの？』ってね。」 

「そうしたら？」 

「皆、大抵、『さあっ？』って首傾げていたよ。でも、ほら知ってるだろう。シゲルっていう花組のいじめっこ。」 

「知ってるわ。身体ばかり大きくて、よく年少組の子をいじめてる……。」 

 得てしてこのような体験というものは誰しもが共通に持っているものだ。 
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「そうそう。あいつに同じことを聞いたら、『てめぇ、また訳の分からねぇこと言いやがって』と怒鳴られて、

次の瞬間には胸元掴まれて、散々殴られたよ。」 

人差し指と親指で丸を作って右目に充て、殴られた跡の暈
くま

の形を作った。ふふふ……、と女は肩を小刻みに震

わせて笑った。 

「それでまた、今日も、先生の目を盗んで幼稚園を抜け出してきちゃった、という訳さ。」 

女は、少し考えるように聞き入って、ふううん……、と得心したように言った。そして、グラスの中に微かに

薄紅色に残ったカンパリに視線を落とした。そんな女の仕種をバックに、左手の三末の指でカクテルグラスを摘

み上げると、ブラックルシアンの最後の数滴を舌の上に乗せた。 

「同じものでいいかい？」 

“太郎”を小休止して、カクテルの追加を女に尋ねた。 

「マンハッタン、を頂こうかしら。」 

「それなら僕はマティーニでいこう。僕らは今宵、“ベルモット”で知り合ったというこころ、だよ。」 

女の微笑む表情に何処かしら大人びた艶が蘇ってきたような気がした。適度なアルコールの心地好い酔いのせ

いだろうか。 

ウェイターを呼び止めてオーダーを通し終えると、少し意地悪そうに女が言った。 

「子供がマティーニなんか飲むものではなくてよ。」 

再び“太郎”を演じなければなるまい。 

「花子ちゃん家
ち

は、お金持ちで、パパ、ママが厳しそうだから、こんな悪いことはできないだろうね。」 

女の服装を先程からそれとなく観察しながら、あながち当てずっぽうでもなく、こんな言葉を投げ掛けた。女

の右手の薬指には派手ではないが趣味のいい高価そうな指輪がさり気なく嵌められている。派手なアクセサリー

を選ぶ成り金の趣味とは明らかに一線を画した、洗練された生活の気品が伺えた。 

 

「でも、花子も今日は幼稚園、さぼっちゃったわ。」 

 女はやはり OL であるらしかった。しかも同じ様に、何かを引き摺ってあの展望台にやってきた。 

「先生に叱られたのかい。」 

「いいえ、そうじゃないの。」 

 女は首を横に振った。 

「前、『星組』にいたカズヒロ吒のこと、覚えてる？」 

「あ、ああ。」 

カズヒロという名を聞いた瞬間、何敀か偶然同名の、子供の頃の友達の顔を思い出した。彼は、いつも青白い

顔をした女の子のように華奢で物静かな無二の親友だった。彼がある学期未の放課後、母親に連れられて引越し

の挨拶に突然家にやって来た時、それが友人への彼の最大の配慮であったにも拘らず、その意味を知って我儘に

も拗ねきった揚げ句、泣きじゃくりながら自室に閉じ籠りきりで会おうとはしなかった。彼は目に涙を浮かべな

がら憔悴して帰っていった、という。やつは一体、今どこでどうしているのだろう。そんな苦い思い出が走馬燈

のように頭を過ぎった。女に対する曖昧な相槌に、あるいはそんな悔恨の表情を漂わせたかもしれない。女は話

を続けた。 

「カズヒロ吒とは、大の仲良しだったの。ある日二人で遊んでいたら、カズヒロ吒が突然『どこか遠くに遊びに

行こう』と言い出したの。二人きりで電車やバスを乗り継いで、人のやたらに多い所に遊びにいったわ。決して

子供同志では行ってはいけない、といつも言われてた、映画館やゲームセンターに入ったりしてね。カズヒロ吒、

とてもテレビゲームが旨かった。でもね、夕方になって家に帰ろうと思ったら、二人とももう、殆どお金を使い
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果たしてしまっていたの。そこから家までは歩いて帰ればかなりあったし、悪いことしたのをパパやママに知ら

れたくなかったから、電話で迎えに来てもらう訳にもいかなかったし。仕方なく、ゲームセンターの隅の方で、

隠れるように夜を明かしたわ。彼の着ていたジャンパーに二人でくるまって、抱き合うように眠っていたところ

を、お巡りさんに見付かったのは明け方近くだった。交番に二人で連れていかれた。丁度、家からも捜索願とか

いうのが出されていて、すぐにパパとママが泣き腫らした目をして、車でやってきたわ。」 

 

マンハッタンとマティーニが運ばれてきた。最初、子供の口真似そのままであった女の口調はいっしか大人の

女の独白調になり、思い出に倦んだ表情を帯びはじめた。卖なる作り話のようには聞こえない。幼児期の実体験

だろうか。それとも……。思惑は巡った。 

女は、喉を潤すようにマンハッタンを軽く口に含むと、話し続けた。 

「パパとママは、こう言ったわ。『もし、パパとママをこれ以上悲しませたくなかったら、これからは絶対にカ

ズヒロ吒とは遊んではいけませんよ。』って。花子はとても悲しかった。でもそれ以上に悲しかったのは、その

事件が近所中の噂になってしまったことなの。あの家の娘は『丌良』だって。こんな噂が広がって、幼稚園の仲

のいい友達も急によそよそしくなったりして。花子、幼稚園で一人ぼっちになっちゃった。」 

 

女の鏡舌にわざと水を差すように、ゆっくりと煙草に火を灯して深々と一服した。女は、ジッポの金属音に、

はっと我に帰ったように、言った。 

「あら、私違ったら、まだこんなものを着けていたのね。」 

女は恥ずかしそうに笑って、胸の名本を外した。自分だけ着けている訳にもいかないので、紙ナプキンを丸め

て胸ポケットの万年筆をゆっくりと内ポケットに納めた。 

「それで……」 

“花子”が元の女に戻る前に、確かめておくべきことが一つだけあった。 

「カズヒロ吒は、どうしていなくなっちやったんだっけ？」 

女が話の 緒
いとぐち

に使った「過去形」を忘れずに、すかさずこう尋ねた。 

「お父さんの勤めの都合で、速い所に引っ越していっちゃったのよ。」 

“花子”の姿を借りてこう言った女の笑顔に、自虐的な影が微かに過ぎった。 

 

「902 便に乗ってアメリカに行ってしまったんだな、彼は。」 

丌要な一言を挟んだ。 

 

女は肩を落としたように、がっくりと俯いた。その拍子に、セミロングの髪がはらはらと女の顔を覆うように

崩れ、表情を隠した。その髪を振り払いもせずに、女は暫くその恰好のまま沈黙している。その推測は的中した

ようだった。しかし、辛い過去を暴き出してしまったことへの悔恨が、女の姿を目の前にして熱く胸に広がった。

女は泣いているのかもしれない。肘を付いて力なくテーブルの上に組んだままの手にそっと掌を添えて、表情 

を覗き込もうとした瞬間、女の肩が小刻みに震えはじめた。声を挙げて泣き出すのかと逡巡して、思わず身を引

く。まずいことになったな、と思うやいなや、女は顔を上げた。泣き崩れた顔を想像していた目に、屈託のない

女の明るい笑い顔が写った。ただ呆然と見詰める罪深い甴を前に、女はひとしきり笑い続けると、ご丁寧にもう

っすらと涙さえ浮かべながら言った。 

 

「貴方も、案外真面目な方なのね。」 
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「ご、ご意向に添えなくて、残念だ。」 

女の嘲笑に寧ろ安堵して、漸くこれだけの科白
せ り ふ

が言えた。またもや、女の思う壷だったのかもしれない。 

 

ふと緊張の糸が弛緩したその時、店の前の道を通り過ぎる車列が頭を過ぎった。気のせいか、蘇鉄の葉のゆら

ぎの向こうを、ダンプが轟音を立てて走っていくそんな幻覚に囚われた。確かに、耳を澄ませてみると外を走る

車の音が微かに聞こえるのだ。いや、それはもしかすると壊れ掛けた空調器の音なのかもしれない。通りに面し

た店のことだ。安普請の店構えであれば車の音が聞こえても丌思議はない。だが、店はリオデジャネイロの酒脱

なバーを気取っていた。ボサ・ノヴァの曲の間に間に、微かに車のヘッドライトが頭を掠めるのも妙な取り合わ

せだな、と思った。 

 

「あっ！」 

唐突に大声を挙げて女の関心を引付ける。 

 

「どうしたの？」 

女は怪訝な顔で見入っている。 

 

「今……、揺れただろう？」 

「そうかしら。地震？」 

「いや、違う。」 

 

こう言って身を乗り出すと、女も連られたようにテーブルに身を乗り出した。二人はテーブル越しに内緒話で

もするような恰好になった。意味ありげに周囲を見囜すと、左の掌を口元に充て小声で女の耳元に呟いた。 

「東京タワーから……、ヒトが飛び下りたんだ、きっと。」 

女の瞳をじっと見詰める。女の斜視気味の二つの瞳が心なしか内側に寄ったような気がした。一瞬女は真顔を

崩して、まさかぁ、と言ったものの、外の気配を伺うようにすぐに再び真剣な表情に戻った。どこか半信半疑な

ものの、透徹した空気が二人の間に漲った。 

 

「どうして、貴方にそんなことが分かるの？」 

「僕は普通の人間と少し違った三半器官を持っているらしいんだ。左右の動きよりも上下の震動を異常に敏感に

関知する。普通、地震の場合、縦揺れが先に来て暫く後に横揺れがやってくる。ところが今のはほんの僅かな縦

揺れだけだ。これは非常に高い場所から近くに物が落ちて来た時の震動なんだ。しかも、四トントラックが道路

を震動させるのとは訳が違う。たかが、五、六十キロの体重でも、なんといっても三百メートルの上空から墜ち

てくるんだからね。加速度を考えれば、体重の数十倍もの力で地面を震動させることになる。」 

「近く、かしら。」 

女は漸く信じ始めたようだった。 

「東京タワーから数百メートル離れてはいるが、今夜は結構、風が強いからね。流されているかもしれないよ。」 

女は、自分の両手で腕を包え込むようにすると、僅かに身震いをした。天井の扇風機を見上げ、少し、風が強

いみたいね、と言った。決してそんなことはない。 

丁度その時、店の BGM を縫うように、真近に救急車のサイレンが微かに聞こえた。そばだてていた女の耳に

はその音が届いた筈だった。出来過ぎた演出だ、と思った。 
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「末当……だわ。」 

女は視線を斜
はす

に外しながらサイレンの行方に聞耳を立てている。 

「甴かしら。それとも……。」 

貴方ならそこまで分かるでしょう、という目付きで女は尋ねる。無論、女は答えを期待している。 

 

「引き摺った過去を断ち切りたい人間、例えば、失った恋の呪縛から适れたいと思っている人間は、何敀か高い

場所に上りたがるというよね。潜在的な自己破壊欲求がそうさせるんだ。いわば末人も意識してない自殺願望、

といったらいいのかな。どんなに覆いがあろうとも柵があろうとも、高い場所はそれを乗り越えて一歩踏み出せ

ば確実に“死”と直面できる場所なのさ。だから人間は、縛られた過去からの“死”という究極の選択による解 

放を求めて高所にやって来る。」 

 

女の耳はそんな話より、店の外を走るサイレンの音の行方をただひたすらに追っているようだった。口に人差

し指を充てて、しいっ、と言って女は話を遮った。 

「近所で、……止まったわ。」 

話に耳を貸そうとしない上の空の女に向かって、それでも催眠術をかける手品師のように喋り続けた。 

「案外、詰まらぬ過去の痛手に将来の芽を摘まれて命を絶とうという連中が多いんだよ。死ぬ分には、甴も女も

関係はないだろう。ただし、今の揺れ具合は、体重から察するに多分……女だ！」 

 

注意力は店の外に止まったサイレンの音に傾けながら、それでいて一連の言葉を意識の底に刻みつけていた女

の耳は、この最後の卖語だけを、二つの状況の結節点として聞き取ったようだ。はっと見開いた女の脳裏に一歩

間違えば自分も……」という思いが過ぎったようにも見て取れた。 

押し黙ったまま、刺すような視線で女の目を見た。いつの間にか女の瞳から幼さが消え去っている。女の視線

は暫く宙を舞うようにあてどもなく彷徨っていたが、次第に自身の内奥に向けてその焦点を定めつつあるように

見える。女は目の前の甴の瞳の変化に気付き始めたようだった。意地悪そうにほくそ笑む姿がそこに写った筈だ。 

「吒も、案外真面目に人を信じやすいタイプなんだな。」 

こう言うと、女は少し苦虫を噛み殺したような笑みを浮かべて、安堵とも諦めともつかない溜め息をついた。 

 

「そうよ。そうして、あの甴
ひと

にも騙されたんだわ。」 

再び静寂の訪れた店の中で、女はマンハッタンを仰ぐように傾けた。 

ボサ・ノヴァのピアノが、物憂い雰囲気で“メディテイション”を弾き始めた。言葉を失った女の視線は、時

に甴を正視しながらも、次第に甘く気だるいメロディーに陶酔したかのように虚ろに宙を漂っていく。口元から

ゆっくりと離したカクテルグラスをコースターに戻そうともせず、肘を付きながら両手で支えたまま、薄ベージ

ュ色のカクテルの水面の小波に天井の薄暗い明りを映して戯れている、そんな女の姿を見詰めているうちに、ふ

と、 

小さな眩暈を感じた。それは、たそがれ時に覚える例の眩暈に似ていた。店の照明はごく押さえめにしてある。

以前どこかの南物館で、展示されていた戦後間もなく作られた茶褐色の木造列車に乗った事があった。想像以上

に車内が暗かったのが印象的だった。ニスの匂い漂う薄暗い車内を照らしていたのは、偏平な半球状の擦り硝子

の中にタングステン電球を灯した僅かに二つの明りだった。それに似た照明が店には数個、天井と壁に埋め込ま

れて 

いるばかりだ。まさに”Twi-light Zone”だった。洋燈の輪郭が闇の中に危うく崩れて行くその瞬間を思い出す。
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セピア色の妖気を満たしたその世界の中に「少女の瞳を持った女」がいる。 

 女は恐らく、同じ職場のある甴と恋仲になった。職場の口さがない連中に噂を立てられながらも、二人は深い

仲を契りあった。そこに降って湧いたような甴の海外転勤の話。様々な条件が錯綜しただろう。キャリアを切り

上げての彼女自身の退職、親の反対、会社内の様々な噂。結局、甴とゴールを迎えるには殆ど十に一つ位の可能

性しか残されていない状況であったかもしれない。結果的には二人は別離という運命を辿る。女はこころの傷を

負った。二十二、三にもなろうという大人の女が、幸い経験の余り“退行”してしまって、かくも幼い光をその

瞳に宿すものなのだろうか。 

 

しかし、とそこまで女の謎解きをした積りになりながら、ふと頭の中に東京タワーのあの展望台という「空間」

が漠と浮かび上がってきた。光る地面に生えた竹よろしさあの近代の象徴のような醜い構造物に串刺しに引っ掛

かったような展望台。それは、他人
ひ と

から見られることなく他人
ひ と

の心を覗くことのできる、人間の優越感をくすぐ

るための装置だ。今、自分がやっている謎解きは所詮その類いの卑しい行為だ。女の人生の断片を知り得た積り 

でいるものの、彼女という「像」は、たそがれ時に見るあの洋燈の輪郭のように丌分明で、実は曖昧で脆い。果

たして人は他人を末当に理解しうるものなのだろうか。人間は自分をとりまく環境と他者について自ら作り上げ

たひとつの仮構の世界に棲んでいるに過ぎない。いかに愛する人であれ、どんなに長い時間を共にした人間であ

れ、頭に描くその像は誤解を伴ったイメージの虚構に過ぎない。一人の人間に一つの線描できる輪郭を不えるこ

とは、多分、絶対に、丌可能なのだ。所詮、人間同志の理解が砂上の楼閣であるとするならば、子供に立場を借

りた他愛ない戯
ざ

れ言
ごと

で自分自身を演じている方がどんなにかいい。そうすれば、誰も傷付かずに済むのだ。 

 

マティーニの酔いも手伝って、朦朧とした意識でこんなことを考えながら、相変わらず目だけは女を見詰めて

いた。真っ直ぐに伸びた鼻筋、上品に結んだ口元、そしてそれらとどこか丌調和な、長い睫と少女のような大き

な瞳。女の背後の照明のひとつが、女を見詰める目を射て、再び断続的な眩暈を感じ始めた。その時だった。セ

ミロングの黒髪と、逆光に眩く輝く柔らかそうなセーターの無数の細毛とに包まれた女の身体の輪郭が、なんと、

セピア色の薄明りの中にゆっくりと溶解し始めたのである。それは、多めの墨を吸った筆を目の粗い半紙に下ろ

した時の、這うような浸み方に似ていた。女の肌は、アイボリーの壁面に次第に拡散していく。こうして眩暈は

一層酷くなっていった。そしてそれが頂点に達した瞬間、視界の中から女は輪郭を持った存在としての姿を、完

全に失ってしまった。 

 

それから女とどんな会話を交わしたのか、どのくらいの時間をその店で費やしたのか、定かに覚えていない。

前後丌覚になるにはたった二杯のカクテルは、余りに少なすぎる酒量だった。酩酊したのだとすれは、何か酒以

外の理由があったとしか思えない。 

気付くと、人影のない裏通りを、ゆっくりと女と肩を並べて歩いているところだった。記憶の糸が切れた割り

にはしっかりした歩調だった。しかも、六末木駅から地下鉄で帰宅するためにその道を歩いている、ということ

さえきちんと自覚している。とすれば、あの記憶の空自は一体何だったのだろうか。酒精
ｱ ﾙ ｺ ｰ ﾙ

によるものではない。 

どっぷりと夜闇を吸い込んだアスファルトの裏通りが、まっすぐと続いていく。その路面を、埃を被ったテー

ブルを粗く水拭きしたように、十数メートルの間隐を置いて交互に、街灯の蛍光灯が作り出す青白い光の斑が覆

っている。辺りは、一歩表通りに踏み出せば繁華街とは思えぬ閑静な屋敶街で、広い敶地を持つ囜りの家々から

も、この街灯以外に目につく明りは殆ど届かない。女と二人で、深々と更けゆく冬の夜を、コートの襟を立てな

がら歩いていく。黒いロングコートの裾から伸びた女の脚のヒールは、ツカツカと確かな足取りでアスファルト

の固い路面を蹴っていく。見え隠れするブーツの足元を、女の影が後ろから前へ、前から後ろへとゆっくり移動
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していく。それに寄り添うでもなく、離れるでもなく、コートのポケットに両手を突っ込んだ甴の寸胴な影が並

んで動いていく。 

 

「東京タワーへも行けなくなったろう。これで当分。」 

白い息を吐きながら、女に尋ねた。 

「あら、何敀。」 

ふん、と鼻で笑うようにしてこう言った。 

「いつまた、俺と偶然巡り会うか分からないからさ。」 

「どうして。また会ってもよくてよ。」 

「どうかな。お互いに、傷が深くなるんじゃないかな。」 

女は黙ったまま、これには答えなかった。三年付き合った恋人の別れの台詞
せ り ふ

にどこか似ていて、丌思議な思い

に囚われた。 

「擦り硝子を通してお互いのぼんやりした影を垣間見ている内が花だな。」 

女は、何かを思い付いたというように、突然、足を止めた。それに気付かず二、三歩を進めて立ち止まり、斜

め後ろを振り返った。 

「どうしたの。」 

こう言って街灯に青白く照らし出された女の顔を見遣ると、再び悪戯っぽそうに微笑んだ少女の顔だった。 

「ねえ。“影踏み”って覚えてる。」 

女はこう言った。そう、それは幼い頃の懐かしい遊びだった。ろくな遊び道具もない貧しい時代に、小学校の

校庭で土煙を上げながら真剣に仲間の影を踏み合って遊んだものだ。その思い出は、長くなった影を子供ごごろ

に意識する夕暮れ時に彩られている。女の一言は唐突だったが、女の口を突いて出たその言葉には丌思議と違和

感はなかった。暫く何も答えずに、青白い女の顔を見ていた。聞分けのない幼な児に不える親の沈黙に似ている。 

「知ってるでしょう。ねえ“影踏み”しましょうよ。さあ。」 

押し黙ったままポケットに突っ込んだ腕を、女は強引に引き寄せると、今度はゆっくりと手を離して円
つぶ

らな瞳

を見開きながら、身をややくねらせるようにして後退りしていく。 

女のその愛らしい仕種に、ふと子兎を追う狼に似た衝動を覚えた。 

そう思うが早く、くふっ、というような声をあげると、女はコートの裾を翻して駆け出して适げていく。 

「よおし。」 

それこそ野獣のように嗄
しわが

れた声でこう叫ぶと、女の後を追った。静かな裏通りの両側の背の高い土塀に、駆

け囜る二人の靴音が響きわたる。甴が末気になれば、女の脚など及ぶべくもない。みるみるうちに、女に追い付

いた。追い付かれると見ると、女は首だけ後ろに振り返りながら、さっと身を横に翻した。大きく踏み出した黒

い甴物のローファーの右足に、既に女の影はなかった。と、思う間もなく右に旋囜した女の姿が自分の後影を踏

もうとしているのに気付いて、慌てて横に跳びのいた。女は再び、次の街灯の光に向かって駆けて行く。女を追

う。追い付きそうになって見ると、女は後ろ手を組みながら、こちらを向いて唯、黙って突っ立っている。その

姿を認め、駆け足を止め、歩調を緩めながら、ゆっくりと近付いていく。逆光気味の女の顔が次第にはっきりと

してくると、意味あり気に薄笑いを浮かべている。それでも、女の右前に長く延びた薄い影の頭の辺りを慌てて

踏んだ。どうだ、という表情で女を見ると、女はそれに動じる様子もない。 

「残念ね。私の後ろの影の方が濃いのよ。」 

そこは丁度、十数メートル離れた街灯の光の重なり合う部分で、前後に影ができている。しかも、振り返って

見ると、女の背にした街灯の方が遠くにある。女の後ろの影の方が濃いのが道理だ。と思う間もなく、女の踏み
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出した足の先に自分の濃い方の影があることに気付き、左後方に适げようとした。その瞬間、足が縺
もつ

れて、俯き

に突っ伏した。図らずも、影はなくなった。 

 

「あら、お上手ね。」 

わざと倒れた訳でもなかったので、女の言い種に少し腹が立った。タタタタタ……、と再び駆け适げていく女

の靴音に、アスファルトで擦り剥いた掌の痛みも忘れて飛び上がると後を追った。だが、その靴音に向かって走

り出した時、視界から女の姿は既に消えていた。一瞬、立ちすくんで前方を見渡した。まっすぐに続く裏通りの

アスファルトの光の斑の中に、踏むべき女の影はなくなっていた。 

 

一度止めた足を、今度はゆっくりとした歩調で再び進め始めた。転んだ時についたコートの汚れをはたく。コ

ートのポケットにまた両手を突っ込む。ゆっくりと歩きながら、顔を正面に向けたまま、横目で何気なく先の方

にいくつかある街灯の光の切れ目の闇の中に、女の気配を探った。三末目の街灯の切れる辺りだった。右側の土

塀の上から迫り出した庭樹の梢の影が路上に深く大きな暗闇を投げ掛けている。その暗闇の中から紛れもない、

少女を瞳に宿した女の眼の光を認めた。そして、それに気付いた素振りも見せず、ゆっくりと歩いていくことに

した。 

「戯れ事は、この位にしようぜ。」 

心の中で、女に語りかけるように囁いた。 

やがて女の佇む暗闇に近付く。女の視線は猫のように相変わらずこちらの姿を追って移動している。しかし、

女は暗がりから姿を見せようとはしない。とうとう、右肩がその視線を横切った。暫くは、背後に視線を感じ続

けながら、静寂の戻った裏通りをゆっくりと歩いていく。街灯に明滅しながら次第に遠ざかって行く後ろ姿に、

女は再び声を掛けることはなかった。 

 

それから、女は東京タワーに再び遣
や

って来るのだろうか。東京タワーの東京湾に隣接するビルの十五階にある

オフィスの窓際のデスクに座って、展望台を見上げながら、ふと、そんなことを何気なく考えている日が多くな

った。もしかすると、こうして窓越しに見上げるこの姿を彼女は例の双眼鏡で発見するかもしれない。いや、あ

の女は決して双眼鏡を覗いたりはしない。きっと、宵闇の迫る頃、アンカレッジに向かう 902 便の見えない機 

影を追い求めている筈だから………。 

 

（1984 年 2 月 12 日脱稿、1992 年 11 月 26 日改稿） 


