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そこ には、例えば 、ブラッ コン（窪地 ）気質と もいう 生き 方が
あった 。どの区 よりも 都心 に近く 、ちかい と言う より は、むしろ
そのビ ル群の 懐に 抱かれ る地 域を占 めな がら、火口の ように する
どく抉 られた 地形 と、その地 形のた めに 、つい最 近まで 市の ごみ
捨て場 となっ てい たため 、そこは 、まだ当 分、都市の 凡ゆる 利便
から置 去りに され て行く はず だった 。電燈だ けは流 石に 各戸に ひ
かれてあったが、水道の蛇口は辻々の片隅に野晒しのまま露出し、
窪地に 住む二 百戸 の者は 、例外な くバケ ツや 金盥や 大瓶 や、とり
どりの 容器を たず さえて 往復 した。それで 、不便と いうほ どの こ
とも感 じなか った 。窪地で は、ひとは 、洗顔や 歯みが きの 日常行
事を、それほ ど不可 欠と は考え なか ったし 、世話な ほど、食器の
数を汚 すこと もな かった 。濯ぎ物 にして も、野草の 蔓延る 空き 地
を持つ 辻の方 が手 勝手も よく 陽あた りも いいの だっ た。窪地気 質
には、徹底したリアリズムと、同時にひどく子供っぽいロマン
ティシ ズムと が併 存する よう だった 。ミミズ 長屋と よば れる四 軒
一棟の 三軒目 のア ントニ オは 、自分の 女に売 淫さ せてい たが 、こ

の白人 男と混 血女 のふた りく らい仲 のう まく行 って いる同 棲者の
組はいない、というのが、ぼくの見たままの感想だった。それは、
仲のよ さ、と言っ た情緒 的な 感じと もち がい、互が、互を必 要な
物として見、捕え合っている、そんな結び附きの強さがあった。貞

生計 の手 段とな り具 となっ てい るもの を、二人は 手際よ

操とか 純潔と かに かかわ る観 念は、もとも と二人 に緑 の遠い もの
らしく
く、使って も使い 減り するこ との ない、使うほ どに使 い得 の物と
して見 、その得 失だけ を基 調とし てい る様子 だっ た。次の、四軒
目、共用の 不浄と 壁一 重のた めに 一段と 家質 の安い どん づまり に
は、ひろい 屋の一 家が 住んだ 。この黒 人の夫 婦は 窪地一 番の 子澤
山をすこしも 苦にしない ばかりか、自慢の一つ種 にさえした 。

ー

ー 叉、これだね、そう間が無いのじゃないのかい。今度で、お
前さん とこ全 体幾人 になる んだっ たつけ

水汲 場で、手振り まぜた 、そんな 質問が 放た れてい ると き、ぼ

ええと …… ジォウ ンの 上が四 人で 、下がや つぱり 四人 だか

くは、行き合せたこと がある。
ー
ー

なに言 って るんだ い、それな ら、お前、十人の はずじ ゃな

ら、九人に なる わけか ね
ー

いか。だけど も、いつだ ったか ばも つと多 いよ うなこ と言 ってい
たの聞いた憶えがあるけどね、いったい、どっちが本当なんだい、

ー

厭にな ってし まう ね、自分の 生んだ 子の 数もあ やふ やで、いい加
減だ なん て… …

そん なふう に、計算の 達者な 相手 に揚げ 足を とられ ると 、黒人

の女房 は臨月 腹を ゆすり あげ て、ひとの いいわ らい に顔中 をく ず
すの だ。
ーだつて、昼間はいつだつて、てんでんばらばらで一つ所に

ー

揃って いるた めし がない し、夜は室 一杯重 なり 合って 寝る んだも
の、勘定し ようも 無い じやな いか
そし て、火酒好 きの親 父の 方にな ると 一層徹 底し 、こんな ふう
にも言うのだ。
～一 生はよ 、何と言 ったつ て、臨終の 枕許に 手前 の血を 分け た
子の雁 首を一 つで も余計 並べ た者の 勝だ ぜ。だって よ、館みて え
なお 屋 敷持 っ たに し て もよ 、百万 町 歩の 地 所持 っ た にし て もよ 、
棺桶に 納まろ うと いう段 にな っては 、からき し役立 たず の冷て え
よそよ そしい だけ の物だ ぜ。おまけ に、それら ときた ひに は、荒
れたり ちびた りす ればっ て、もっと 、立派に なるこ とや 、ひろが
つて行 くこと など は、望めな い、と断言 してい いん だから な。そ
こへ行 くてえ と、餓鬼た ちはち がう 。奴らが 俺と同 じよ うに奴 ら
の餓鬼 どもを 拵え るのは 太鼓 判つき の見 透しだ し、その餓 鬼ども
が叉、餓鬼を 産み、そして 叉、という 具合に どこ までも だな 、お
れのサンゲ（血）は芝草みてえなあんばいで、この地球中に広がっ
ていく 、え、いいじ ゃな いか ー
この 思考法 では 、質はゼ ロのよ うに 無視さ れて 、量だけ が問題
となる ようだ 。が、量が質 に変化 をお よほす こと は物理 の初 歩で
もあるのだから、誤り、とばかり断定出来ないかも知れないのだ。
そして、このミミズ長屋の二軒目（と言ってもそれは戸、窓、戸、

窓と交 互に四 箇ず つ並ぶ だけ の、それ以 上奥行 も何 も無い 、各戸
一室の 間取に すぎ なかっ た）は、ぼくだ った。窪地気 質には 、ロ
マンティシズムもある、と言ったのは、だが、主に取りつきの、第
一軒日 の差配 の母 娘を心 に置 いての こと である 。母親の 方は久 し
い後家 暮しら しい 四十歳 前後 のイタ リア 系の二 世か 三世で 、娘の
ルジア ほまだ 少女 期をぬ けき ってい ない 栗色髪 だつ た。母娘の し
ごとは 、レエス かがり が主 のよう だつ たが、奥の黒 人一家 が市 場
からひ ろいあ つめ てくる クズ 野菜の 売り 捌きに 片棒 かつい で、か
なり乱暴な上前の 刎ね方もした。
つま り、この母 娘にし ても 、決して 窪地を 場違 いとす る種 族で
はなか った。それど ころか 、そのこ とば遣 い（彼女 は怒鳴 り合 う
ような言い方でしか物を言わなかった）
、その常に剥きだしの感情
の伴う動作、
（それは直截と言うべきもので、むしろ美徳かも知れ
なかっ た）その、どの点 からし ても 、もっと も窪地 人ら しい窪 地
人だっ た。その彼 女らが 、たった 二、三十冊 の本を もつ という だ
けのこ とで、唯それ だけの 理由 で、ぼくを 特別の 人間 のよう に見
なした のだつ た。ここに 引越し てき た日、母娘は 役目柄 、ぼくの
家財を 点検す るの が、多分目 的だっ たの だろう が、変る替 るきて
は顔を 覗かせ た。その意 味では 、小机と 椅子と トラ ンク二 箇と 藁
製クッ シォン きり という 、きちん とした 寝台 さえ持 たな い、ぼく
の家財 内容は 、母娘を 落胆さ せ先 ざきの 室代 の支払 い能 力にさ え
危惧を抱かせたか も知れなかった。
が、壁の隅 に据え た小 机の上 に本 が積ま れる と、来合せ ていた

だわね、あんたは、これみんな読んだ

ルジア は、初めて 飛行機 でも 見るこ ども の目つ きに なり、無邪気
な質 問を 放 った
ー 本（リーブロ）
、本
のー

そのな かには 、どんな ことが 書いて あるの ー

ーはいー
ー
ルジ アが． 一番 上の、金いろ の背文 字が 向いて いる ．一冊 を差
して訊ねた。
ーこ れは日 本語 で綴ら れた、小説の 本であ るー

ー

ーノベラ（小説））、ノベラだったらあたしもラジオでいろいろ
聴いて るけど ……、それは どんな もの、どんな 筋のな の

母親も現れて、娘の側に腕を組合せた。母娘が期待する説明は、
ラジ オ 放送 の メロ ド ラ マ風 の 筋書 に ち がい な かっ た 。とこ ろ で、
それは それと して 、ぼくの ポルト ガル 語の能 力と きたら 、これま
での應 答が限 界一 杯なの だ。ぼくは 、文法上 の配慮 も発 音への 留

ー

これは 、生きよ うとす る人 間が、その生 きるこ との むつか

意も忘れてしまっ た早目になった。
ー

しさを 、いろい ろに追 究する 物語 である

ぼく の言う こと が分っ たの か分ら なか つたの か、ともか く、そ
んな答 が彼女 らを 満足さ せな かった こと だけは 明ら かだっ た。か
ぶりが 横に振 られ 、何やら 母娘同 士で はじけ るよ うな遣 り取 りが
行われ るのを 聞い た。僕もこ れは後 にな って納 得し たのだ が、ブ
ラッコ ン（窪地 ）の人々 に生き るむ つかし さと いうも のを 理解さ

せるのは決し て易しいこ とではなか ったのだ。
ここ には、落ちる ところ まで 落ちた どん 底の暮 しし かなか った
が、それな りに思 い切 った安 易さ があり 、しかも すべて が単 純化
された 。少くと も、何事か をむつ かし く扱い 、考え詰 めると いう

じゃ 、この

本は‥ ‥‥ ー

遣り方は、窪地の流儀では なかったのだ 。
ー

それ は、フィロ ゾフィ アであ る

ー

ルジア が、次いで小 豆色の 箱入の 大型本 を指で 押えて 言った 。
ー
前の分で懲 りたぼくは 、用心して、さりげなく答 えた。
小説あたりまではラジオか何かで馴染があるか知れないが、哲学、
となれ ばもう 別の 星ほど 距離 がひら くに ちがい なか った。咄嗟の
間にそ んな判 断が 、ぼくの 内で働 いた のは事 実だ し、また、たし
かに指 示され てい る本は 、前世紀 末のあ る国 の厭世 哲学 者の著 書
でもあ った。ぼくは 、彼女た ちの追 究に 、止めを 刺すた めに 、扉
ページ に刷ら れた 著者の 肖像 をひら いて 見せた 。眉間に 鑿で刻 み
つけた ような 樅皺 を重ね た、ふりみ だした 半白 の髪の 、その異 風
の写 真 は確 か に彼 女 た ちの 好 奇心 を 断 つの に 役立 っ た 。二人 は 、
写真と ぼくと を見 較べる よう に見た 。感歎と も溜息 とも つかな い
声が同時に洩 らされるのを 、くすぐったく 聞いた。
こ の 母娘 ほ どに 、本と い った 物 に無 垢 の 畏敬 を 示し た 人 間を 、
ぼくは 知らな い。それは 多分、本とか 読書と かと 、あまり に無縁
な環境 の反作 用の ような もの なのだ ろう が、それに しても これ は
衝撃と 言って よか った。その夜 、まった く久し ぶり のこと に、ぼ

くまで本への愛を 蘇らせたほどだ。

その 頃、ぼくは 日中の 大半 を室に こも ってす ごし た。室のな か
で、何かをする、というのでもなかった。床にじかに置いた藁クッ
シォン に横た わっ てうつ らう つらす るか 、あるだ けの本 の最 初の
ページ の最初 の行 だけに 機械 的に目 をさ らした 。そんな ふうに し
ながら 、ぼくは 、何者か に自分 を賭 けてい たの だ。必敗の 、裏目
だけを 信じる 賭け 方で、しかも 賭ける 元手 が自分 自身 だとい うこ
とから、そこでは自分というものが欠けくだけ、次第に稀薄に
なって 行くば かり だった 。およそ 、賭け師 らしい 生彩 に欠け るこ
の賭博 師は、乏しく なって 行く ばかり の自 分に、唯、無気力 な目
をなげ ていた 。そんな ぼくの 目が 、郵便配 達の足 音が ミミズ 長屋
の前で 止まる とき だけ、幾分光 をよび もど した。窪地の ような 区
域に郵 便の集 配人 が廻っ てく るとい うの は、些か唐 突なも のの 出
現のよ うだが 、ともか く日曜 、祭日な どの休 日の ほか、毎日、午
後二時 と三時 との 間の頃 、制帽に 金属の 徽章 を附け た赤 髭の男 が
姿を規 したの だっ た。ありよ うは、後方の 住宅地 区へ の最短 距離
として 、窪地の 小路が えら ばれて いた に過ぎ ない のだろ うが 、そ
れにしても、配達物があれはこの集配人の分担となるわけらし
かった 。ぼくに 届けら れる 度数は 、三、四日置 きか、少くと も二
週間に三通ほ どの割りの 、封書だが、この界隈の者 にとって、
それは稀有の 事件であっ たかも知れ ないのだ。
取っ つきの 壁に 朕めこ まれ た、電気計 器の箱 蓋が 鉛筆の 尻で 打

ち鳴ら され、姓では なく名 の方 が呼び 立て られる と、ぼくは 、受
取の紙 片に署 名を するた め、デコボ コの路 地を 木靴で 駈け る。引
替えに 手渡さ れる 封筒郵 便は 決まっ て一 連に鋏 がい れられ 、跡が
留金で とじら れて 検閲局 の印 が捺さ れて ある。戦争は 終って いた
が、当時の 規制の 幾つ かは撤 廃し 残され てい て、私信の 検閲も そ
の中の一つだった 。
もち ろん、受取人 である 、ぼくの 名前が 枢軸 国側（それ は既に
壊滅 し て実 体 の無 い も のだ つ たが ）の紛 う こと な い日 本 人 名で 、
発信 名 義も 同 じよ う に それ を 示し て い る、とい う 理由 に 基づ く 。
言うま でもな く、用いら れる文 字と ことば とは 、この国 のもの に
のみ依 ること が強 制され る。ぼくは 、その朱 色の四 角な 検印を 見
る度に 、羞恥を 覚えず にい られな かっ た。当事者 以外の 目に 晒す
には、まった く不適 当な 内容の もの だった せい もある が、何より
もそれ が、極端に 語彙に 乏し い誤り だら けの文 字遣 いにち がい な
い、という 負目か らだ った。往復す る手紙 は、どれも 一千以 下の
ことば しかこ なし 得ない 者の 手にな るぶ ざまさ を示 してい て、否
定しよ うがな かっ た。そこで は、もどか しさが 行間 をはみ で、語
感は気 ままに ゆが められ 、ひろげ られ、絶えず 、幾オク タアブ か
ずれた 異様な 語調 の羅列 とな る。その甚 しき加 減で 言えば 、ぼく
からの ものの 方が 一段と ぶざ まだつ たに ちがい ない 。一体、助動
詞の殆 ど見当 たら ない、孤立し た動詞 の、それも 活用は 直接 法現
在きり という 文章 が想像 でき るだろ うか 。おまけ に、点在す る名
詞と、おもい だした よう に置か れる 形容詞 とが 、ＦＥＭ ＥＡ（女

性）
、ＭＡＳＣＵＬＩＮＯ（男性）の区別もでたらめなものだった
とした ら…… 。そんな ものは 第一 、ＯＲＡ ＣＡＯ（文章 ）でない
ばかり か、ＶＯＣ ＡＢＵ ＬＯ（単語 ）の羅列 とさえ もよ べない だ
ろう。その大 半が群 書の ページ ペー ジから ひき うつし の、基幹語
だけの 、無器用 な不連 続線 にすぎ ない 。ぶざま と言う 以上 に、ア
ラレモ ナイも のに ちがい なか った。手紙の 届く日 だけ 、一日は や
や充実し多忙になった。解読に辞書のページくりは再三だったし、
返信を したた める のに辞 書を ひく頻 度は 、更にし ばしば だっ たか
らだ 。

都心 に出る のに は、窪地を 劃す正 面の 赤土の 崖を よじの ぼら な
ければ ならな かっ た。十五メ エトル ほど の切り 立っ たよう な崖 の
両隅に 、誰が何 時刻ん だと もなく 、階段形 の足が かり が堀り つけ
られて 通路の 役目 を果し てい た。そこを のぼり つめ ると、マルチ
ネリイ・ビルの 肩から 上が 間近く 、ぬきん でる。そのビ ルのあ た
りが都 心の目 抜き となる 区画 で、幾度か 角を曲 ると 、ビルの 裏手
の通りに出る。路幅がせまって、両側に書店がつらなっている。そ
のなか の大き くも 小さく もな い一軒 の店 頭に足 をと める。店の一
等奥のち よっと 入りこ んだあ たりに 何時も 天井か らぶら さがる
裸電球 が点さ れ、その眞 下に大 型本 がかな りの 高さに 積み あげら
れてあ る。数日来 、ぼくは 書き割 りの 一コマ 一コ マでも なぞ るよ
うに、きまっ て、同じそ の書店 に入 り、同じそ この本 のま えに立
ち、その表 紙カバ アに 見入る 。キノコ 型の濃 密な 雲と、一つの 都

市の名 がそこ に定 着され てい る。店員の 方に背 を向 ける位 置に 立
ち、ぼくは さりげ なく 厚手の 表紙 をひら く。すると ……く ろず ん
だ廃墟 の跡が かぎ りなく ひろ がるの だ。一面、瓦礫と 灰と、そし
て焼け 爛れて なが れる漿 液と 白っぽ い骨 片と炭 化し た小児 の亡骸
と‥ …。
また、別のページには、罹災者の無数の阿鼻の様相が展開する。
それらの中を、ぼくはノロノロとよぎりながら、じつに唐突に、被
災者の 収容さ れて いる建 物の 壁のい ろを 白すぎ ると おもう 。指が
指だけ でうご いて 行くよ うに うごき 、次第に 早めら れ、ページ が
繰られ る。これら の光景 をフ ァイン ダア の枠に 入れ 、シァタ アを
切り つ づけ て やま な か った 手 が、いま わ しい も のに 思 わ れて き 、
不意に 烈しい 嫌悪 をよび さま す。ぼくは 元通り の位 置に本 を戻 す
と表に出る。
外は 未だ明 るか った。昼食と 夕食と を兼 ねる、日に一 回の食 事
を、ぼくは 、自動販 売機を 備え た廣い 簡易 食堂で とる ことに して
いた。食堂は マルチ ネリ イ・ビルの 側面を 起点 として 伸び る大通
りの 二 つ目 の 街角 に あ り、その 少 し先 が 市の 中 央 郵便 局 だか ら 、
返信を出す場合に も便利だつた。

その 日、ぼくは 書店を 出て、食堂に 入ると 食券売 り場で 一
金三ミ ルレエ スの 油飯、五ミル レエス の焼 肉、そして 少し思 案し
た揚句、二ミルレエス のサラダ券を 合せて需め た。
幾枚 かの紙 幣と 硬貨と が釣 銭とし てよ こされ 、５００ ミルレ エ

ス紙幣 は金銭 登録 機の中 に消 えて行 った 。その青 さつ（５０ ０ミ
ルレエ ス紙幣 ）は、ぼくの 最後の 全財 産だつ たか ら、いまは 釣銭
だけが 全財産 なの だつた 。蓄えが 沙漠を 行く 旅人の 飲料 水のよ う
に、それも かなり 近い 将来、涸れつ きるの は知 れきっ てい た。し
かし、疲労の 極みに ある 旅人が 、空の水 筒だけ 残さ れる終 局に 就
いて、もう、それほど不安も恐れらしいものも感じないように、ぼ
くはそ れに就 いて 殆ど考 える ことが なか った。ぼくは 、ぼく自 身
に対して甚し く無気力で なげやりだ った、と言っていい 。
受け 口に滑 りで る皿を 、ぼくは 慣れた 手附 ですく いと り、壁際
に並ぶ 食台に 運ん だ。これら の一連 の動 作を、ぼくは 決して 急が
なかっ た。ナイフ 、フォク の操作 にも 、咀嚼に も丹念 すぎ るくら
い時間 をかけ た。それと 言うの も日 程表の 中で 、ぼくの その後 の
時間、窪地に 帰り、翌日ま た窪地 をあ とに出 かけ るまで の… …は
まったくの空白 で持てあまし ていたからだ。
ミミ ズ長屋 を出 たのが 、常より 幾分早 かっ たせい で、マルチ ネ
リイの 上層に は末 だ残光 がと どまっ てい た。ぼくは 、やがて 、ビ
ルの裾に添う街路を歩きだした。どこまでも続く石畳の目の中で、
ぼくの 心象風 景は 遠近を うし ない、しばら くほし いま まの去 来に
まかせた。

振分 けに、前後一 箇ずつ の中 型トラ ンク をかつ いで 砂深い 部落
道を歩 いてい る。バスの 往来す る郡 道から 入っ て、既に随 分と長
い道程 を歩き つづ けてい るよ うな気 がす るが、それは 、砂の深 さ

と、そこに は不適 当な 短靴の 歩き にくさ と、トラン クの重 さと の
せいら しい。その証 拠に、バスを 下りた とき 道端に 見上 げたパ イ
ネエラの梢が 、未だ隠れきっ ていない。
戦争 が、ぼくを この国 で敵 性国人 にし 、ぼくか ら職を 奪い 、そ
してト ランク 二箇 を振分 けと する行 商人 にした てた 。マスカ ッテ
は、その訪 れを受 ける 農家の ひと びとに とっ て、必要を 満たす 有
用の商 人では なく 、まず、好まし からぬ 、歓迎し ない来 訪者 、恵
むかわ りに何 か一 品買っ てや って早 々に お引き 取り ねがお う、と
いうヤ クザな 者た ちであ る。それは 戦傷不 具者 のゴム 紐売 りのよ
うに、移民の 落伍者 が同 胞の憐 みを 期待し てし ばしば 行う なりわ
いである。つまり、そのときまだ商いの口明けもしない内から、ぼ
くには 、そうし た自分 の位 置に対 する 反省と うし ろめた さと が支
配的だ った。ところ が、やがて 最初の 割板 屋根の 農家 の昼休 みら
しい集 いの戸 口を 覗いた とき 、中から 、ぼくを 迎えた 十幾 つかの
目は、おどろ いたこ とに 、ぼく以 上のう しろ めたげ な落 ち着き の
ないかげにゆれていた。
（もし、わしや、わしの女房や子の手になる繭が、敵の、アメリカ
の役に立って いるのだと したら…‥ ）
彼ら は、それを 虫の羽 音の ような 低い 、震えを おびた 声で 言っ
た。ぼくの ひろげ てみ せる商 品は 、彼らの 罪意識 をあ がなう 祭壇
への供 え物か 、免罪符 になる とで もいう よう に気前 よく 買い上 げ
られ た。
（わ し らの 繭 が、もし 、アメ リ カの 役 に立 っ て いる の だと し た ら

……） ぼくは幾度となく、彼らの告悔を開き、聞きながら桑の葉
液に染 るその 手か ら代金 を受 取った 。その内 に次第 に、ぼくは 自
分の商 行為に 耐え がたい 苦痛 を覚え るよ うにな った のだ。受取る
紙幣に 、彼らの 罪が染 つて いると 言う のでは ない 。罪は、ぼくに
より、ぼくの 行為を まっ て完璧 とな るので はな いか、という 畏れ
からだ った。またし ても、ぼくは 生計の 道を 失いに 下降 する。ぼ
くの、マスカ ッテの 廃業 は、もちろ ん、ぼくの 下降線 を描 いただ
けで、彼らに 対して 何ひ とつ意 味も もたず 、まして や、影響な ど
あた え はし な い。終戦 の 報と 同 時に 生 糸 価格 が 暴落 す る 日ま で 、
養蚕は 、在ブラ ジル日 本人 移民の 手に よって 、専業化 され拡 大さ
れつづける。
（もし、本常に、わしらの繭がアメリカの役に立っているのだとし
たら … …） この 、彼ら の 告悔 と 行為 と は あく ま でも 矛 盾 しあ う
が、だから こそ、ぼくは 、そこに 人間を みる 。戦時中 、陽のあ た
る産業と言えば、何らかの形で聯合国側に要望される品目であり、
例えば 、戦局と 共に著 しく 市場性 を狭 められ る非 生産消 費物 とし
ての 珈 琲の 場 合、元来 絹 と競 い 合う 位 置 にあ る 棉花 栽 培 の場 合 、
多くを 期待す るこ とは許 され なかっ た。養蚕の 有利性 に急 傾斜し
て行っ た彼ら の反 応の仕 方に は最も 人間 らしい すべ てが示 されて
いる、と言える。そして……ぼ くだけが下降 する。

そう だ、その部 屋には 幾人 かの男 たち がいた 。来るは ずの仲 間
が未だ 揃わな いた めに、珈琲を すする 音だ けがと きど き控え めに

立てら れた。細心な 、一定の 間を置 いた ノック が伝 えられ た。入
口に近い一人が椅子を離れて出て行き、やがて、表戸がひらかれ、
叉、しっか りと閉 ざさ れるの を聴 いた。すべて が音を 盗む 用心深
さで行 われる 。その隠 密さが 、何か儀 式めい た重 さをた だよ わせ
る。そうだ 、それは 棺を囲 む通 夜の重 さと よく似 てい る。ちがい
は、そこに遺骸を納める棺が無いことと、居並ぶ顔に張りつめた、
それゆえに生き生きと見える表情のあることだ。通夜の場合には、
棺の中 によこ たわ るひと が白 く動か ない ように 、客たち も白く 表
情を殺 す。棺の中 のひと の顔 が、刻刻、人の顔 でない 冷た さと硬
さと に 変わ っ て行 く に つれ 、客た ち も面 の よう な 顔 を用 意 する 。
この部屋の男たちにはそれが無かった。研ぎすましたするどさと、
同時に ある抑 制が 張りつ めた 空気を みた し、それが 内部を ひき し
めていた。それは、時と所との自然の所産とも言えるものだった。
実際に は、この会 合が特 別の 意味を 持っ た、という ような こと は
ない。せいぜ いのと ころ 、これら の、もと日 本語教 師、もと邦 字
新聞記 者、もと帝 国総領 事館 嘱託と 言っ た者た ちの 、共通す る不
如意の 近況交 換に すぎず 、それを 越えた こと はない 。それに も拘
らず、物もの しい緊 迫感 を孕む のは 、やはり 、戦時下 という 特殊
な理由のためにち がいなかった。
敵性 国人の 集合 は、この国 家から 極度 に禁忌 され 、婚礼や 葬儀
にさ え 煩雑 な 手続 き を 事前 に 要し た 。別の ノ ック が 伝え ら れ る。
仲間の 内の唯 一人 の二世 青年 で、その夜 、最後の 者とし て待 たれ
ていた 。一同の 顔から 僅か ながら 緊張 が解か れる 。しかし 、椅子

に着く か着か ぬか に、低く内 に寵っ た声 で告げ る言 葉の内 容が 一
座の者の頬を 、前よりも一層 固くする。
（……令状が、とうとうきました。おまけに、それは日本語で立ち
話をし たとか 、しなか ったと かい う廉で 、親父と 一緒に 街中 から
拘引さ れ一晩 留置 されて 帰さ れた昨 日の 今日で す。入隊は 五日以
内、二週間 の内に おそ くとも 編成 を終り 、出征、という ことに な
るので しよう 。ヨオロ ッパの どの あたり かの 戦線に 配置 される ん
です。そして……）
微笑 しそこ ねて 、その顔 がゆが んだ 。調子の 高い早 口に 変わっ
て、語をついだ。
（そう なんで す、そして 僕らは そこ で弾丸 の撃ち 合い をやる のだ。
どっちかが、相手の弾丸に命中し、倒れるまで……。あんた方に、
僕は聞 きたい んだ けれど 、僕らが 、そんな ふうに たた かい、一人
のドイ ツ兵を うち たおし たと する。それは ニッポ ンに 絶対無 関係
のこと と言え ます か。僕らの 把る銃 口が アレモ ンを さぐり 、狙い
を定める。そのこと自体、ニッポンにまったく関りのないことだ、
と断言出きますか〉 咄嗟の間に、答える者はなく沈黙が泥のよう
に澱む 。ようや く一人 の年 長者の 声を 聴く。歯の間 から押 出さ れ
るように殆ど唇の動きは窺われない。．渋りがちな物言いぶりだ。
（君の、いまの……その発言、その意識は尊いと思う。が、それは
あまり に純粋 すぎ もする 。あまり に…… 。だから 、その思 考は現
実の中 で躓く し、君は、苦悩し なけれ ばな らなく なる 。だが、く
るしむ のは、君のな かの日 本人 とブラ ジル 人とが 引き 裂かれ るか

らでは なく、それだ けのた めで はなく 、じつは 、倒す対 象が人 間
だとい う、この理 由によ るの だ、と思う 。人間同 士が憎 み合 い殺
し合わねば ならないと いう、そこに…… 。だから…… ）
しか し、年長者 はそこ で立 ちつく し、ついに 言葉を 見失 う。多
分、彼は方 法を誤 った のだろ う。が、どちら にしろ 帰着 は同じ に
ちがい ないか も知 れなか った 。その道 は陥穽 を無 数にも ち、しか
も結局は断絶する 。
（だから …：）
青年 の瞳に 、苛立た しげな 憤り と焦躁 のい ろが一 層つ よく加 わ
り、居並ぶ一人一人 を睨むように 見据える。
（米国の日系二世は、イタリア方面の第一線で随分やっている、と
言われ るが・ ・ ・）
沈澱 する重 苦し さに、耐えか ねた別 の声 がため らい つつつ 言い
かける が、それは 、青年の 追究の 切り 返しを 、激しく するた めだ
けに役立つ。
（ だ か ら ？ …… だ か ら ！ … ‥）

音という音が消え、自身の靴音だけ、ひどく遠いもののように、
だが、唯一の音とし て耳の中で 鳴りつづけ た。
…… ああし た仲 間から も何 時か離 れて いた。あの会 合の内 にあ
る自慰 に似た 、気負い や詠嘆 やそ の物言 いぶ りが、ぼくの なかで
次第に 空転す るよ うにな った からだ った 。ぼくは 、ぼくを 知るす
べての 人たち から 別れ、隠れる ことを 望ん だ。それは 、ときに 生

きるこ ときえ 困難 にする もの だが、そこに 徹底し 、下降の 底を見
極めた い、という 思いに より つよく ひか れた。それだ けが、ぼく
に残された氷 を抱くよう な、暗い情熱かも 知れなかっ た。
…… そして 、ぼくは 目をあ げた 。深い谷 間のよ うな ビル街 の上
に、小禿 鷹 が四 角 く区 切 ら れた 夕 暮の 空 を 背景 に して 遊 弋 した 。
コンク リイト とア スファ ルト と石畳 ばか りのこ の都 心の空 に、死
屍を 好 んで 貪 ると い う 小禿 鷹 を招 い て いる も のは 何 な のか 、と、
ぼくは 奇異の おも いにう たれ て少時 眺め た。黒色の 大きな 翼を 持
つこの 鳥の塒 は十 粁四方 の内 にある はず がない のに 、殆ど、羽ば
たきも見せず、悠揚と弧をえがきつづけていた。何時の間にか、ビ
ルの窓 窓から 放た れる燈 の数 がふえ 、輝きを 増して 行っ た。マル
チネリ イの屋 上の 頂きに 立つ 標識燈 の光 が宝石 のよ うに息 づきは
じめる のもそ の頃 からだ 。陸橋を 手すり に添 って、ぼくは わたり

佇 み、

こ の半歳 、窪地と 都心と

はじめ た。激しい 疲労感 が一 度に襲 った 。中ほど で、手すり に寄
りかか つて、ひとと きそう して いたり

のほ ぼ 中間 と 言え る こ のあ た りで ぼ く はよ く この よ う に

そして じつに さま ざまな 光景 を見た ‥と 思う。陸橋と 交叉す る目
の下の 鋪装路 を、二度三 度、人波が どよめ き埋 めつく した が、そ
れは枢 軸国側 の一 国一国 が攻 略され る毎 の奉祝 行列 だった 。坂の
うねり は果て しな くうご めき 重なり 、橋の下 の闇の 手前 でふく れ
あがった。また、熱っぽく、身内を悪寒が走ってやまなかった日、
ぼくは 、この鋪 装路を よこ ぎつて 行く 尼僧の 集団 を見詰 めた 。雪
白の頭 巾の廣 く大 きくひ らい たつば がや 水面に 浮ぶ 帆のよ うに寛

かに流 れた。また、ある夜 更には 、橋袂に たつア パア トの高 層か
らひとの翔ぶのを 見た、と思う。
いや 、あれは ちがう 、あれは ヴェラ ンダ に懸け わた される 干紐
から離 れた布 か何 かの落 下の かげに すぎ なかっ た、ぼくは そう思
い直そ うとし たが 、黒曜石 のよう に映 えるア スフ ァルト 目掛 けて
舞いつづけたものの容は、たしかにひと以外のものではなかった、
と尚言い張る 声は執拗に消 えなかった。
：鋪 装路に は、絶えず 光が條 にな って流 れた 。眞紅の 小さな 輝
きは、束の間 の揺曳 を残 して次 次に 橋の下 で消 えた。それは 一方
通行に なって いる 自動車 の尾 灯にま ぎれ もなか った が、その小 さ
さ、そのあかさ、それがぼくをひきいれるように離さなかった。そ
れは今 、かぎり なく橋 下に 呑まれ る。そこに 黒ぐろ と底 知れぬ 淵
が開い て…… 。まった く、故の無 いおそ れに ちがい なか った。目
の下 の 鋪装 路 が道 で あ るか ぎ り、それ は もち ろ ん橋 の 下 を貫 き 、
どこま でもつ づく はずな のだ 。つまり 、ぼくに は道の 必然 性さえ
信じに くくな って いたの だ。ぼくに とって 、橋の下 の暗黒 は、不
吉を湛 える淵 以外 のもの でな かった 。顔をそ むけ、身を剥 ぐよう
に手す りから 一、二歩離 れた。電光ニ ュウス 盤の 点滅が 、隔てる
闇を越えて、ぼくの目に飛び こんできた。
＝ 〇・ＭＥ ＲＣ ＡＤ Ｏ・Ｄ〇・ＣＡ ＦＦ Ｅ． Ｏ・ＰＲ ＥＣ Ｏ・
ＥＬＶＡＤＯ＝（珈琲市況上昇）
終戦 後、沈滞期 を突き ぬけ て、上昇機 運に乗 りつ づける 珈琲 市
況の報道がしばらく流れた。ぼくの目はその意味を殆どとらえず、

文字の 輪郭だ けを 見迭っ た。ニュウ ヨオク 取引 所での 建値 らしい
ポンド当たり何十セントといった数字のつらなり、それが終ると、
どこかのメエカアの商標らしい形が現れる。叉、文字が流れだす。
商業広告に類す るものらしい。
＝Ｐ ＲＥＺ ＡＤ〇 、〇・ＳＥＮ ＨＯＲ ……
Ｐ… ＲＥ… ＺＡ …ＤＯ 、何故、そのと き、その文 字の綴 りが 矢
になってぼくを刺し貫いたのか、説明することには困難を覚える。
根底に は、ブラジ ル語の 不練 達者だ とい うこと の意 識と、そのブ
ラジル 語につ なが る自分 の行 為が常 住気 になり 、神経繊 維を鋭 く
してい たため かも 知れな い。ともか く、それは 巨きな 閃光 となっ
て、ぼくの 内の一 群の 記憶を 照ら しだし 、ぼくは 、手の甲 で瞼を
こすっ て消滅 する 文字を 追っ た。ぼくが 、未だそ のこと の意 味を
十分悟 ってい なか った、と言っ ては真 実で なくな るし 、だから こ
そ、それは 急速に 恥の いたみ に変 わりは じめ ていた 。街路燈 のあ
かりを 求めて 進ん だ。危く人 と突き あた りそう にな ったが 、それ
にも殆 ど、関心は 払わな かっ た。明りの 届く下 に立 つと、ぼくは
ポケッ トに突 っ込 んであ った 封書を 取出 した． 折り 畳んだ 便箋を
ひらく と、冒頭の 綴りは 紛れ る方も なく ＰＬＥ ＳＡ ＤＯと した た
められ てあっ た。便箋は 、言うま でもな く例 の書信 だし 、プレザ
アドは 手紙の 書出 しの、慣用句 だから その つもり で使 用され てい
るのにちがいなかった。
が、それな ら、ここは 電光盤 に現 れたあ の文 字のよ うに 、ＰＲ
ＥＺ Ａ ＤＯ と なら な け れば な らな い の では な いか 、それ で こそ 、

親愛なるとか、おなつかしきとかの意の表示となるので、第一、Ｐ
ＬＥＳ ＡＤＯ ，な どもい う綴 りはど んな 辞書に も無 く、そんな 単
語自体 無く、まるで 意味の 無い アルフ ァベ ットの 、集合に 過ぎな
いのか も知れ なか った。そして 、ぼくの 記憶に よれ ば、ぼくた ち
の問の 、ＰＬＥ ＳＡＤ Ｏ． のやり とり は先ず 相手 方によ って 、始
められ たのだ 。それを 借用し 、鸚鵡が えしに 使い 慣れて きた とい
う憶え がいよ いよ 確かと なっ た。概して 、ぼくよ り幾分 まし な相
手の語 学力を 、そのた めに疑 うこ ともな く、それこ そ、一字一 字
なぞる ように 一つ の母音 もゆ るがせ にし ないで 、模倣す る傾向 が
ぼくに はあっ た。それだ けに、ぼくの 冒した 誤り は、じつに 念が

これは 、どうい うこと にな るのだ ー

入っていることに なるのだつた。
ー

ぼく は覚え ず独 語した 。相手が 、男のぼ くに、ＰＬＥ ＳＡＤ ０
．と書 きはじ める のは、綴り自 体の間 違い を別と して 言えば 、未
だすく いがあ った 。が、男のぼ くが、相手に 宛て、ＰＬＥ ＳＡＤ

苦 笑以上 に、おそ

Ａとし ないで 、同じく ＰＬＥ ＳＡ ＤＯと 書い たので は… どうに も
救済不 能だ。ＳＯＤ ＯＭＩ ＴＡ（男色 者）！

らくは ある種 の衝 撃をう けた にちが いな い検閲 官の 顔が想 像され

手紙 、という ものが 、いつも 必ずそ の宛 名人に 対し て書

て、ぼくは貧乏ゆ すりをしは じめた。
ー

かれるとはかぎらないにしても……。殊に、恋文というものが、し

ー

ばしば 実在の 宛名 人を超 え、独り合 点のの 性質 を帯び がち だ、と
しても ……。それに しても 、これは ヒドす ぎるよ うだ

と、ぼくは 独り言 を言 いつづ けた 。窪地で 送り迎 えた 半歳を 振
り返っ て見な いで はいら れな かった 。ぼくた ちの恋 文が 、どうも
その 冒 頭か ら 過誤 の 空 転で は じま っ て いる よ うに 、何も 彼 もが 、
空まわ りの終 始だ ったの では ないか 、と思い 沈まず には いられ な
かった 。その恋 情はも とよ り、あのマ ルチネ リイ・ビル裏 の書店
での 考 察も 、影の よ うに 附 いて 離 れ ない さ まざ ま な 心象 風 景も 、
すべて 観念的 な感 傷に基 づく のでは ない か、と思い 惑わず には い
られなかった。ぼくたちが互に書いて倦むことのなかったものは、
実は手 紙でも 何で もなか った 。ぼくた ちが交 し合 ったも のは 、決
して恋文ではな かった、と、ぼくは考えた。
ＰＲ ＥＺＡ ＤＯ とＰＬ ＥＳ ＡＤと とは 単に二 箇の 子音の 書き損

れなかった。

じで は なく 、綴り や こと ば の間 違 い にだ け とど ま る もの で なく 、
最もよく、ぼくたちの関係を象徴しているのかも知

しかし 、ぼくは この結 論に 手もな く頭 を下げ てし まうの が、何と
しても 口惜し かっ た。それで 、現に手 に握り しめ ている 便箋 の本
来の発 信人で あり 、かつ、ぼくの 書く手 紙の 受取人 でも ある、相
手の貌 を宙に えが いて見 よう と思っ た。……そ の砂ぶ かい 道、そ
のパイ ネエラ の高 い梢と 花の いろ、その相 手の住 む家 の側の 小さ
な流れの瀬音、そこまでは難なく想いうかべることが出来た。が、
それか ら先の 肝腎 なとこ ろに くると 、それは 心外と 言う より仕 方
なかつ たが、幾度試 みても 成功 しなか った のだ。ぼくの 内で、何
かが音 をたて てく ずれた 。ぼくは 周章し 、．流れ る歳月 を堰 きと
め、手繰り 寄せよ うと して、焦った 。ひとつ の感懐 が沁 みるよ う

にひろ がり、よぅや く実感 とな りはじ めた 。ぼくの 唇から 、それ

ほん とう に、戦争は 、もうと うに終 って いる、という の

は溜息のように 低く震えを帯 びて洩れ出た。
ー
に……ー
ぼくは、淵のように沈む窪地を目の下に見ていた。窪地の、湿っ
た黒 さ に目 を 馴ら す た めに 、しば ら く佇 ん で呼 吸 を 重ね て いた 。
やがて 、爪先探 りに下 り口 の最初 の一 段を踏 み、両腕を ひらい て
体のバ ランス をと りなが ら一 足一足 下り て行っ た。両足を 、やつ
と底に つけた とた ん、ぼくは 、自分の 名を呼 びか けられ た。声は
終りの 方がか する かほど 押し ころさ れ、そのた めに直 ぐに は位置
が測定 出来ず 、ぼくを 戸惑わ せた 。二度目 に呼ば れて 、それが 足

ぼく

許と言 っても いい 身近か ら発 せられ てい ること は判 ったが 、そこ

おど かす 奴だな 、どこに いるの だ、出てこ いよー

には依然として闇 ばかりがあった。
ー

には、既に声 の主が 拾い 屋の黒 人の 少年だ 、という ことは 判っ て
いた 。
「出てこい 、てことはない よ、ここにいるん だぜー

おめ えを 待って いた んだ、九時前 からず っと だぜ、くた

闇が起きあ がって、二つの目と歯 並とがしろ く光った。
ー
びれ ちゃ っ たー

また 、締出し 喰った のか

ー

文句を言う ような、不満げな言い 方をした。
ー

これまでにも、ぼくは、そんなことでこのジォウンを泊めて

やった夜があった 。
ーそ んなん じゃ ない． 、おめえ が大変 なん だぜ、隣のア ントニ
オの野 郎がね 、おめえ の帰る のを 、山刀な んか持 ち出 して待 ち構
えて いる ん だー

ジ ォ ウン が 、ぼく の 問い の 見当 外 れ を舌 打 する 口 調 で言 っ た。
ふざけ ている 風で もなく 、あくま でも眞 剣ら しいの だが 、それが

ー

却って、ぼくを吹き出させてしまう。あまりに無稽すぎるためだ。
ーでた らめを 言う奴 だな 、まった く……
ぼく のあげ る笑 い声を 、ジォウ ンが人 差指 を唇に あて て制止 し
た。

ー

ー本当なんだ、てば。おれの言っていることを、嘘だとでも思っ
てい るの か

ぼく は、なお完 全に笑 いを しずめ るこ とが出 来な いで、切れざ
れに言った。
ーア ントニ オが 、山刀を 、ぬいて 、ヒネリ まわし てい る、とし
てもだ な。それは エウな んか がお目 当て はなく 、どこか らか鶏 で
も失敬 してき て、料理を しよう とい う、まずそ のとこ ろへ んなん

ー

だな。エウた ちも、押しか けて行 って みよう じゃ ないか 。ぐずぐ
ずして いると 、それこ そ鍋が 空にな ってし まうぞ

ーそ んな… …、暢気な こと言 って いて、おれ、知らな いぜ。ほ
んとう に何も 、おめえ に覚え はな いのか ー
妙に 、おとな ぶった 言い 方で、幾分、感情も 害した らし い声音

だっ た。
ー話 が、途方も 無さす ぎる んだー
ぼくは、言い訳するように答えた。うっかりまともに聞いて、自
分の歳 の半分 にも 満たな いジ ォウン の笑 いもの にな ること も気が

憶えは、さっぱりなんだ。が、それはまあいい。だが、そ

すすまなかった。何時、ペロリと舌を出すか分らない相手だった。
ー
のお前 の言う こと が正眞 正銘 だとし て、それで ……若 しエ ウの下
りるの が此方 では なくあ っち 端だっ たと したら 、折角の お前の 苦
心も何 にもな らなく なると ころだ つたの じゃな いかー
ーあっ ちの下 には、ルジアが ちゃん と立っ ている よー
ジォウンが 、ぼくの浅はか さをわらって 言った。

ルジ アに 言われ たから さ

ー

ーじ ゃ、お前が 此処に いる のは… ー
ー

知れ切っ たことでは ないか、と言わぬば かりだった 。
！ そう だっ たの かー
それ なら、この待 ち伏せ 作戦 は完壁 と言 える、と、ぼくは 思っ
た。多分、ジォウ ンの言 う通 り、ルジア の発意 にち がいな かっ た
が、その智慧は、ぼくにほほえま しかった。
唯、そのよ うなル ジア の配慮 から 推して 、事態が 笑いの めし て
ばかりいられ ないのも確 からしい。ぼくは改めて 問を発した 。

アン トニオ が、例のト ランプ いじ りから 帰っ たのは 、すっか り
暗くな ってか らだ つたと いう 。いつも なら稼 ぎに でる身 支度 を終

えている時分だのに女は未だ起きだしてもいなかった。
（まだなの
か。ぐず つ いて い ると 夜 が 明け ち ゃう ぜ ）（知 っ たこ と じゃ な い
ね。自分ひ とり苦 労す るのが つく づく嫌 にな ったん だ。当分、あ
たしは働きにでないよ）
（たいした勢いじゃねえか。が、断ってお
くが、俺はすっからかんの文無しだぜ）
（一文も？じゃ、昨日のお
金は又みんな・・）
テレ エザが 、枕の跡 のつい た片 頬を向 けて はねお きる ように 起
きた。それが きっか けで 、取っ組 み合い の騒 ぎにな った のだと 言
う。
ー それ で…・ー
ーあ とは 、いつも の通 りさ ー
ジォ ウンは 、何でも 知り切 って いると いう ふうに 鼻の 附根に 皺
をつくって見せた 。
ー何 しろ、アント ニオの 奴は 窪地第 一の 美男の つも りでい るん
だから、奴の取って置きの手、と言ったら、いつだつてアレさ。戸
だつて よく締 めて もない という のに ー
ーも うい い、わかっ た… …ー
ぼく は、こども の口か ら、それ以 上聞く のが つらく なっ て押し
とどめた。
ーし かし、それで 、どうし てアン トニ オがエ ウを 怒るこ とに な
るんだー
ーおめ えのこ とを 、おめえ の名前 を、ひいひ い言い なが ら、テレ
エザが 幾度 も呼ん だか らさー

ジョ オンが 大き な目玉 をま っすぐ 据え ていっ た。それは 、どう
だ、恐れ入 ったか …… と極め つけ ている よう で、それが 、またし
ても、ぼくを笑いださせ てしまう。
ー分 らない なあ 、そんな ときに エウ の名前 をよ ぶなん てい うこ

それは 、だけど ミミズ 長屋 の隣近 所の 者みん なが 、現に耳

とが … … ー
ー

ー

ー

でもつ て聴い たん だ。アント ニオの 奴は 、長い麻 縄をと うと う持
ち出した。それで、ぐるぐる巻き に縛りあげ た。

それこ そ、たしか な間違 いなの だな

その間 中、テレエ ザは、おめえ の名を 呼びと おしに した
ー

水底 にひき こま れるよ うな 、おもり の重さ を感 じなが ら、ぼく
の声は沈んだ。窪地の住人が、概して情緒に乏しいということは、
ぼく の 動か な い持 論 だ った 。充足 や 飽食 へ の慾 望 は ある に しろ 、
それさ えも即 物的 な、嗜好以 前とよ んで もいい 、健康無 類の食 欲
といつ たもの のみ がある のだ った。好意が 主とし て、情緒の 領域
である かぎり 、窪地の 住人に はあ まり意 味の 無いも ので あり、テ
レエザ が呼び つづ けたと いう 、ぼくの 名にし ても 、それは 唯そん
な風に 彼女の 唇を 衝いて 出た という だけ の、それ以 上の意 味の あ
るはず もなか った 。美男の アント ニオ と、小麦色 の柔軟 な姿 体を
持つテ レエザ とは 、それぞ れ相手 のう ちに自 分の 必要と する もの
を認め 合う一 組で 、それだ けに、仲がい いと言 う以 上に、強い結

テレ エザは ことば を選び そこな った、つまり 、それ

合を持つはずだった。
ー

だけ の こと ら しい な 。今頃 は 仲直 り も済 ん で いる に ちが い な い。
ルジア にも言 って 、ともか く帰ろ うー
ぼく は黒い 崖ぞ いに、ルジア がいる とい う向う 隅に 向つて 歩き
だした。地に吸いつ くような裸 足の足音が あとから ついてきた 。
ール ジアも おめ えのこ と、確かに 、好いて いるん だぜ 。おめえ
は分厚 い本を たく さん持 って いるだ ろ、それで 、この窪 地の女 の
半分ほ どがが 、何とな くおめ えを好 いてい るん だー

Ａ・ＭＯＥＤＡ・

ーばか ばかし いこ とを考 える じゃな いか 。ジォウ ン、本なん て大
したものじゃないさ、殊にこの窪地の中では…
ＤＯＵＲＯ．ＰＡＲＡ・〇・ＧＡＴ〇．つまり、猫に小判……。エ
ウの故 国なら 、さしず め、そんな ふうに 言う ところ だ、と言い か
けて、半ばで 、呑み下 してし まっ た。ぼくは 自信の ない 顔をふ り
むけて言い直した 。
！お前にしたところで、エウの持っている本なんかには鼻も

そ う思 うか いー

ひっか けはし ないだ ろ、どうだ い、そうじ ゃない かー
ー

ジォ ウンが 、ぼくの 脇を走 りぬ け正面 に向 き直っ て叫 んだ。両

そう 、思って いるの かい

ー

腕を一杯にひらき、じだんだでも踏むように足踏みをして言った。
ー

ぼく は、腰をか がめて ジォ ウンへ 顔を 近づけ た。見開か れてい
る目に ‥意外 にも 涙のよ うな ものが あっ た。見間違 いだっ たか も
知れな いが、少くと もその とき 、ジォウ ンの双 眸は いかに も大 き
く光っ ていた 。そうし て…… ぼく は、閻の中 にルジ アら しい輪 郭

が駈けてくるの を認めたのだ。
やがて、白い顔が眞直ぐに向いて、肩のあたりに長い髪がながれ、
風にで も弄ば れる ように ゆら めくの が、不思議 な鮮明 さで 見てと
れた。ぼくは 、ジォウ ンの両 肩を 抱くよ うに 諸手を あて がい、そ
の頭越 しに白 い顔 を見詰 め、何が、自分た ちをこ うも 喰いち がわ
せるのか、と考えつづけた 。
ジォ ウンの 、ぼくに 対する 憧憬 にして も、それは 三十冊 の本 の
厚みが 理由で はな く、ひょっ とした ら、早朝か ら、他の者 のよう
に稼ぎ にも行 かず 、いかに も自儘 げの 、無為と 怠惰の 生活 の外観
にひかれてのことかも知れなかった。そうだとしたら、だが、ジォ
ウンの その憧 憬は 、あまり 遠くな い日 、期待外 ずれと なる にちが
いなか った。ぼくの 暮しが ボロ を出す のは 時日の 問題 と言っ てよ
く、その可 能は初 めか ら、かねに 換えら れる かぎり の持 ち物を か
ねに替えた、その額のうち に限定され ていたのだ から……。
ぼく の裡で 、あの電 光盤の 一綴 りが蘇 り点 滅しつ づけ た。よう
やく、人間の 滑稽感 が理 解され てく るよう だっ た。鳴咽と も忍び
わらい ともつ かな い、鳥のこ えに似 る擦 過音が 自分 の唇か ら洩 れ
ている のに、ぼくは 少時気 づか なかつ た。
（了）
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