冬映え

今 朝も寝起きが 悪かった。こ このところ毎 朝こんな日が つづいている 。
阿紀は蒲団の 中から目だけを 出して天井を 見ていた。見 上げているの に、見上げて いる
感覚がなかっ た。昨夜も眠 れないまま、 ずっと見てい た天井である 。
こんな に人を思うこ とがつらいも のだとは予想 もしないこと だった。寝て も覚めても、
とい う使い古され た言葉が陳腐 でなかった。
弟一家の住む 母屋にしかな かった電話を、 阿紀の離れに も引いて貰い 、ひとりにな るの
を待ち兼ねて 掛けた最初の 電話は耕之輔 へだった。あ のときめきは 今もはっきり と残って
いる。耕 之輔の息遣い が耳元に吹き かけられるよ うだった。二 人の間に距離 はなかった。
黙っ ていても通う ものがある。 あれから何度 掛けただろう 。それ以上に 耕之輔の方か ら掛

かっ てきた。鳴る 度に決まって 耕之輔だった 。
朝起きると 、最初の仕事 が彼を起こす ことだった。 彼の妻の存在 が気にならな いわけで
はなかっ たが、実感が なかった。
そんな 時、突然妻の 声が飛び込ん できたのであ る。凍る思い とはああいう のを言うのだ
ろう 。
気がついた 時、蛇口に向 かって冷たい 水を飲んでい た。じっとし ていられない 、血の凍
る思いを 知らされたの だった。
自分は とんでもない ことをしてい るのではなか ろうか。人を 不幸にして幸 せなどあるわ
けも ない。直ぐに 山口へ飛んで 行って謝らな ければならな いとまで思っ ていた。
そんな時に 電話が鳴ると 、胸は早鐘を 打ちながら出 られない。し かし、十回も 鳴ると結
果的には やはり出てい た。ほとんど は耕之輔の一 方的な話を阿 紀が黙って聴 くだけの電話
だった 。妻の留守を 待っての電話 ということ自 体、阿紀には 自分が許せな い。
耕 之輔は熱い思 いを送り続け る。阿紀は身 をもだえて泣 きながら、結 局は同じこと の繰
り返しだった 。
しかし 、その電話も 一昨日の夕方 を最後にばっ たりと止まっ ていた。
業を 煮やした耕之輔 が怒って爆発 し、電話を一 方的に切った のだ。明らか に喧嘩別れだ
った 。
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旅行から帰っ て少し変よ。 疲れているの は分かるけど 」

阿 紀は泣いた。 泣いても泣い ても晴れない ばかりか、生 きているのさ え重くなって くる。
「義姉さん、 どうしたの？
弟嫁の圭子 が真面目な顔 で心配した。
昨日も 一日、阿紀は 機の前に座ら なかった。
こ ちらから謝れ ば、今なら耕 之輔も許して くれそうに思 えたが、それ だけのことが 出来
なかった。
妻が電話口 に出て以来、 阿紀の方から は掛けていな い。受話器を 握ると、また 妻の声が
聞こえて きそうで怖か った。
阿 紀は昨夜夢を みた。
「……よくも ぬけぬけと… …」
そんな声が 聞こえたよう な気がする。
阿紀は 明け方になっ て流しに吐い た。
目 だけ出した蒲 団の中で天井 がいやに明る いことに気が ついた。
「あッ」
と声に出し て、障子を開 けると初雪だ った。
雪が帰 ってきたこと に、越後の女 は蘇生する。
こ んなことでは いけない。し っかりしなけ ればと言いき かせながら、 今朝の阿紀は 、こ

の初 雪のはかなさ を思っていた 。
案の定、今 年の初雪は昼 過ぎには跡形 もなく消えて 残るは雪解け のぬかるみば かりであ
る。
阿紀は その薄汚れた 斑に濡れた己 の胸の中を見 ていた。
根 雪が来れば晒 す筈の耕之輔 の上布は箪笥 の中に、阿紀 の小千谷縮と 抱き合うよう にし
て入っている 。
昼は圭 子が心配して 手打ちの蕎麦 を運んでくれた 。
「義姉 さん、旅先で 何があったか 知らないけど 、思い詰めち ゃ駄目よ」
圭 子には珍しく 真剣に心配し ているらしか った。
「ありがとう 、大丈夫よ」
金平ご ぼうを入れる この地方独持 の蕎麦は阿紀 をいくらか元気 にした。彼女 は何もかも
ひ

忘れて 、ともかく機 に掛かってい る紬を織り上 げようと思っ た。
し かし、縦糸の 間を走る横糸 の杼は揺れた 。
夕方から風 が出てきた。 ガラス窓が鳴 るのも冬の来 る知らせであ る。
珍しく 弟の勝次が離 れに顔を出し た。
「姉 さん、客が来て いるけど、ど うする」
「… …？」
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「嫌 なら俺が追い 返してやるけ ど……」
「……どなた ？」
「ここに傷の ある大きな男 だよ」
頬を押 えて勝次が言 った。
「今 、何処にいら っしゃるの？ 」
「母屋にいる 。姉さん、例 の雪晒しの手 紙よこした男じ ゃないのか？ 」
「困るわ」
声が上 ずって滑った 。
「や っぱりそうか 」
「直ぐ行くか ら、お茶お出 ししておいて 。……どうし よう、勝ちゃん 、山口からい らっし
ゃったのよ」
「姉さん 、落ち着けよ 。……ほんと うにいいんだ な。明日また 出直させても いいんだぜ」
「駄 目よ。……困 ったわ、散ら かしっ放しだ し」
阿紀は何を言 っているのか 自分でも分か らない。
耕之輔が来 てくれた。そ れだけで充分 過ぎた。
勝次に も圭子にも耕 之輔とのこと は何も言って なかった。た だ、祖母の上 布は旅から帰
って 直ぐに見せて ある。その時 、夫婦が意味 あり気に顔を 見合わせたの を阿紀は気が つか

ない ふりをした。
「じゃ、待っ て貰っていい んだな」
勝次の 脇の下から幼 い姪が不思議な ものでも見る ように阿紀を 見上げていた 。
それに しても、どう して途中から でも連絡して くれなかった のだろう。阿 紀は恨みがま
しか った。
「私の気持ち なんかちっと も分かってな いんだから」
しかし 、これ以上遠 来の耕之輔を 待たせるわけに はいかない。
土間に 立つ耕之輔は 夕陽を背にし て一段と大き く見えた。
「来 たよ」
野太い耕之 輔の声が聞こ えたような気 がした。
「この間 は御免」
阿紀は かぶりを振っ て厚い胸板に 顔を埋めるし かなかった。 人目など気に してはいられ
ない 。
長い時間に 思えた。阿紀 は無言のまま 手をひいて離 れにさそう。
窓枠の あたりから初 冬の夜が忍び 込んできた。
「こ んな仕事場だっ たんだ」
電 灯をつけると 、耕之輔は珍 しそうに広く もない仕事場 を見渡してい る。
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「い らっしゃるの が分かってい れば、少しは 片付けておき ましたのに」
阿紀の項に耕 之輔の熱い吐 息と唇が押しつ けられた。
「誰か来ます 」
気配に 阿紀は身をか わす。弟嫁の 圭子だった。
「お 義姉さん、お 茶も沸いてな いんじゃない かと思って」
「今沸かして るわ」
とガス台を 振り返ってみ せる。
「お茶は あった？」
「バ カにしないで 。お茶っ葉く らいあるわよ 」
耕之輔は「御 面倒かけます 」と丁寧に礼 を言った。
「いえ、こん な田舎で何の おもてなしも 出来ませんけ ど、どうぞご ゆっくり…… 」
と訳知 りなことを言 って、阿紀を 戸口ヘ呼び出 した。
「お 食事どうする ？」
「外に食べに 行くわ」
「そうね、 その方がいいわ ね」
戻ると 二人の話が聞 こえたように 、耕之輔が言 った。
「長 岡のホテルを 取った。荷物 だけ置いて来 たんだ。…… 食事に出られ ないかな」

「え え、そうしま しょう」
ガス台で薬 缶が汽笛のよ うに吹いてい た。
呼んだ タクシーが着 いた時、もう庭 は真っ暗だっ た。
「電気 消しますから 、先に出てて 下さい」
耕 之輔が歩くと 天井に頭を打 ちそうだった 。
稜線だけが 黒く浮かぶ中 空に一番星が 光っている。
「行って らっしゃい」
お茶目 な姪が手を振 ってふたりを 見送った。
県 道へ出ると耕 之輔の手はも う阿紀の手を 捕えていた。
長岡の懐石 料理の店に電 話してあった 。

懐石料 理の店は商店 街から一つ折 れた暗い住宅 地にあった。
耕 之輔はお銚子 を二本だけ頼 んだ。
「やはり違う なぁ。うまい ！」
阿紀は うまそうに呑 む耕之輔を眺 めて幸せだっ た。
「済 みません、もう 一本下さい」
阿 紀が頼むのを 耕之輔が手で 制した。
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「こ れで止しとく よ。おねえさ ん、お茶を下 さい」
言って盃を伏 せた。
「今のところ 、約束は守っ てるよ」
「ありが とう」
阿 紀も素直に言 えた。
果物が出て帳 場に行くと、 もう耕之輔が 払った後だった 。
「困ります。 ここは私の縄 張りです」
「お嬢さ んが暴力団み たいなこと言 っちゃいけな い」
「お 嬢さんだなん て、ひどい方 ……」
阿紀も二、三 杯のお酒に上 気していた。
この店から 駅前のホテル へは歩いて十 分ほどだった 。阿紀は冷え た舗道を耕之 輔の巨体
にぶら下 がるようにし て歩いた。
「明 日はどういう 予定？」
「家に来て下 さるんじゃあ りませんの？ 」
「勿論、そ ちらに予定がな ければだけど ……」
「予定が あったって断 わりますわ。 でもありませ んの。どうし てそんな言い 方なさるの、
こん なにお待ちし てたのに」

「家 に着いたら電 話してほしい 」
「直ぐに、お やすみになら ないと」
「安心し て寝たいんだ 」
駅前に 待つタクシー に乗るとどっ と疲れが出た 。強く抱きし められた余韻 が節々に残っ
てい る。
何も話さな かった気がし ながら、それ で充分な気が した。耕之輔 がそこに居る だけで満
足してい る。
帰った ら弟夫婦に一 応コトの顛末 を報告しなけ ればなるまい 。面倒に思え たが大儀では
なか った。
しかし、家 に着くと母屋 の灯はもう消 えていた。
耕之輔 は待っていた ように電話に 出た。
「今着 きました。あ りがとうござ いました」
用 意しておいた 言葉を言う。 この「ありが とう」には様 々なものが込 められている 。来
てくれたこと 、御馳走にな ったこと、お 酒を過ごさな い約束を守っ てくれている こと、抱
いてくれ たことも、阿 紀にはみんな 有り難いこと だった。
「明 日の朝、電話で 起こして貰え るかな」
「え え、何時に… …？」

- 116 - 117 -

「君 が起きた時に 」
「それは駄目 。お疲れにな っているのに、 ゆっくりおや すみにならな ければ駄目よ 。じゃ
九時に電話し ます」
「そんな ……。九時に はもう小千谷 へ向かってる よ」
「困 ります。お掃 除の時間を下 さらなきゃあ 」
「掃除は行っ てから手伝う よ」
「あくまで恥 をかかせる気 ね」
たわい もない遣りと りが楽しかっ た。
「午 前中は君のと ころにお邪魔 するとして、 午後は新潟を 見たいと思っ てるんだけど 」
「ええ、新潟 なら御案内出 来ます。どん な処を御覧に なりたいのでし ょう」
「君が見せた いところ」
「そんな 主体性のない ことでは困り ます」
「そ うだね。会津 八一の記念館 には是非行き たい。それと 北方文化博物 館……それに 豪農
の館も観たい し、出来たら 弥彦山から寺 泊辺りまで回 りたいなぁ」
「随分よく 御存知じゃあり ませんか」
「目の前 に旅行案内が ある」
「ま あずるい。で も、半日では とても無理で すわ」

「そ れなんだよ、 困るのは…… 」
耕之輔はそ こで大きな息 をついた。
「出来た ら、新潟に泊 まってほしい んだけど」
耕之輔 は遠慮がちに 言った。阿紀 は一瞬たじろ ぎ、ためらっ てからようや く冗談めかし
た言 い方を見つけ た。
「そんなこと は顔を見てお っしゃるもの よ」
「そ、そ うだね」
「そん なに生真面目 に取られても 困ります。… …承知しまし た。お供させて 頂きます」
言 ってから、目 から火が出そ うになった。
「ありがとう 。実はそれが 言いたかった だけ」
「ずるい 方……！」
避けて きたわけでも 逃げてきたわ けでもない。 本音を言えば 待っていたこ とかもしれな
い。
その日は朝 冷えが厳しか った。阿紀は 耕之輔の来る 道を、元旦を 迎える朝のよ うに掃き
清めた。
「お はよう」
圭 子が寝足りた 顔で珍しいも のでも見るよ うに朝の挨拶 をした。
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「昨 夜は遅かった のね。子ども たち寝かせて 待っていたの よ」
「御免なさい 。もう明かり が消えてたから ……」
「あの方、独 身なの？」
「いずれ ゆっくり話す わ」
阿 紀はせっかく の日を圭子や 弟の中傷で汚 したくなかっ た。
「今日もいら っしゃるんで しょ？」
「午後は新潟 の街を案内す ることになる と思うわ」
「うちの 人ね、あの方 、何だか胡散 臭いって言う の。怒らない で。お義姉さ んのこと、心
配し てるんだから 」
余計なことだ 、と言いたい のをグッと抑 えた。
「気持ちは嬉 しいけど、っ て言っといて 」
昨夜の 電話では、耕 之輔は列車で 来ることにな っていた。つ まらぬことに 時間を取って
はい られない。
「じゃ私、時 間があるから ……」
「あら出掛 けるの？」
「駅にお 迎えに行くの 」
圭 子のあきれた 顔が見えるよ うだ。

小 千谷駅のホー ムをやってく る耕之輔を発 見した時、傾 きかけていた 阿紀の機嫌は 見事
に立ち直って いた。
改札越 しに手を振る と、耕之輔も手 を上げて応え た。その人が 近づいてくる 。それだけ
で阿紀 は涙ぐんだ。
「お はようござい ます」
朝にしては 接近しすぎた 耕之輔を阿紀 は大きく見上 げていた。顎 の剃り跡が爽 やかだ。
「そうだ 、君の写真が なかったんだ 」
耕之輔 は売店でフィ ルムを買い求 めた。
「何 処を案内して くれるの？」

地上に残 る

綴 れ織る

偉大な歴 史

しばし遊ぶ は

暁と 夕陽とが

「小千谷で見 て戴きたい処 が二つあるの 、いい？」

山あり 河あり
こ の美しき野に
永遠にめぐ る

小千 谷が誇りとする 西脇順三郎の 詩碑である。 耕之輔は声に して読んだ。
次 に案内したの は、町のとば 口にある魚沼 神社の阿弥陀 堂だった。三 間四方の小さ な茅
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葺き のお堂だが、 境内でよく遊 んだ子供の頃 から、阿紀の 気持ちを惹き つけてはなさ ない
ものだった。
車を降りる と、耕之輔の 足はお堂へ真 っ直ぐに向か っていた。何 の説明もして いなかっ
た。
正 面に仁王立ち して見つめる 耕之輔を、こ のお堂に似合 うと思う。
「茅葺きの勾 配と全体の量 感のバランス が何とも言えな いね。大地に うずくまって るよう
だ」
「雪が深 い処ですから 極端に軒が短 くしてあるん だそうです」
「雪 が降ると、い いだろうなあ 」
「もう直ぐ降 りますわ」
「それまでに 身辺を綺麗に して出直して くるよ」
「奥さま には何と言っ ていらっしゃ ったの？」
「何 にも……。清 水が後は任せ ろというんだ 」
「清水さんに 私感謝しなけ ればなりませ んのね」
「今朝電話 したら、妻は又 京都に出掛け たそうだ」
二人が 新潟駅に降り 立った時、駅 頭は風花が舞 っていた。
「雪 だ」

耕 之輔がつぶや くのに、阿紀 の胸には来る 時が来たとい う思いが刺し た。雪の季節 は越
後の女には自 分の季節であ る。
「寒くあ りません？」
見上げ る耕之輔の背 景は、灰色の 点描の乱舞だ った。
「先 に会津八一記 念館へ行って いいかな」
タクシーに 乗り込むと耕 之輔が訊いた 。
「どうぞ 」
万代橋 を渡る時、横 なぐりの雪が 車の窓をピチ ピチと叩いた 。ワイパーが 気ぜわしく雪
を払 っている。
阿紀を最初 に驚かせたの は会津八一の 写真だった。 かなり晩年の ものだが、耕 之輔にそ
っくりだ った。
今まで にも何度か見 たはずの写真 が阿紀の目に 新しいものと して飛び込ん できた。
「ど うして気がつ かなかったの かしら」
「今頃おそい よ。実はそれ を認めさせた かったんだ」
「それで 此処が最初な のね」
「最 初、会津八一の 写真を見た時 、香月泰男先 生に似ている と思った。そ のうち段々と 俺
にも 似ているなん て思い出して ……」
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「何 がおっしゃり たいの？」
「いや、それ だけの話…… 」
「香月先生に 似て会津先生 に似ていて、 目の前のお方 も案外……な のかもね」
「案外だ け余計なんじ ゃないか」
「申 しわけありま せん」
軽口を叩きな がら、阿紀は 幸せだった。
八一の書も 耕之輔の字に どこか似てい た。いや、耕 之輔の字が八 一に似ていた 。これも
阿紀には 発見だった。
「こ の字を勉強な さったのね」
「親父の本棚 にこの先生の 書集や書論な んかがあって ね。のびやかで 力に満ちてい るだろ
う」
阿紀に はどこまでそ の良さがわか っているのか おぼつかない 。それよりも また新しく見
えて きた耕之輔の 一面に目を大 きくする思い だった。
「この書には 会津八一の全 体重が掛かっ ているだろ。 陶器でこんな 仕事が出来ない かと何
時も思うん だ」
「教えて下さい。この書だって私にどこまで分かっているのか危なっかしいものなのです」
「そ う言われても 、ひと口に言 えるものじゃ ないよ」

「こ の一番上の字 、何という字 でしょう」
「ウム、読め なければ読め なくていいん だよ」
「……？ 」
「何が おかしい。本 当は読めない と思っている んだろう」
「い いえ、そんな 失礼なこと… …」
「多分あの字 は、滝という 字じゃないか な。解説にそ う書いてある ……」
他の部 屋にも誰もい ないらしかっ た。阿紀は陳列 箱の書簡を覗 きながら半分 ガラスに映

はがね

る耕之 輔を見ていた 。そこには阿 紀に見せたこ とのない耕之 輔の目があった 。阿紀は耕之
輔に 苦難の行に躯 を灼いてきた 僧の姿を見て いた。
この世に生 まれ出ること から悲運を背 負い続けてき た人だけのも つ硬さは鋼の 弾力を秘
めてしな やかだった。
耕之輔 は信濃川沿い のホテルを予 約していた。 ロビーは宴会 客らしい人た ちで賑わって
いる 。
新潟には文 化団体の会合 や織りや染め の個展に出掛 けてくること も多く、学生 時代から
の知り合 いも多い。誰 かに見られて いるかも知れ ないと思った が、阿紀はむ しろ耕之輔に
従う 自分が誇らしく 胸を張りたい 気持ちだった 。
彼 がフロントで 鍵を受け取る 間、阿紀は彼 の真後ろにつ っ立っていた 。耕之輔の背 中は

- 124 - 125 -

大き な盾である。 その大きさに 心を沈めてい ると突然、
「そちらのお 客さま、こち らへどうぞ」
手空きのフ ロントマンか ら声を掛けら れた。
「いえ、 連れです」
耕 之輔が慌てて 否定している 。阿紀は年甲 斐もなく真っ 赤になって小 さな躯を更に 縮め
た。
ようやくエ レベーターに 乗り込み、ふ たりだけにな ると、阿紀は 耐え切れずに 吹き出し
た。耕之 輔もつられて 笑う。
「コ ラ、他人の顔 をしてたな」
「違うの。貴 方の後ろで、 私きっと威張 ってたんだわ 」
思い出すと また可笑しく なって止まら ない。
「困った 人だ」
「御 免なさい」
笑いはそれで も止まらなか った。耕之輔 の後ろに誇ら し気に立って いる自分の姿が 可笑
しかった。
「笑って ると置いて行 くよ」
部 屋は七階だっ た。

部 屋に入ると耕 之輔は無言だ った。無器用 に自分の荷物 を片付けてい る。阿紀はも てあ
まして窓辺に 行き、そっと レースのカー テンを引いて みた。
雪はや んでいた。
阿紀の 頭を十五年前 の駆け落ちが よぎった。強 風の万代橋で 話し合った逃 避行だった。
遠い 日の遠い話だ 。あの男は私 にとって何だ ったのだろう 。捜しても阿 紀の中に何も 残し
てはいなかっ た。
あれは あれで精一杯 だったのだ。 二十才の世間知 らずの娘が自 分の気持ちに 正直に、懸
命に生 きようとした 結果だった。
そ れが「いざり機」を相手に する十五年に つながり、「 いざり機」との 孤独な会話が 教え
てくれたこと も決して無駄 ではなかった と思う。
気がつ いた時、耕之 輔は直ぐ後ろ に立っていた 。
「大正 時代の日本画 を見るようだ ね」
音 が消された世 界は時代も一 緒に消してい た。
「寒くないか い？」
阿紀は 首を振って躯 を耕之輔に預 けた。耕之輔 の腕に力がこ められる。
「… …！」
今 更なにを考え ることがあろ う。すべては 耕之輔に任せ ておけばいい 。時間も思考 も停
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止し ていた。
相手の中に溶 けていく自分 が実感出来る。
突然の切な さが、阿紀の 胸を突き、涙 となって吹き 出した時、息 の乱れはしゃ くり上げ

……何が哀し いの？」

に変って いた。何故だ か分からない 、どうしてい いのか分から ない。
「ど うしたの？
耕之輔が無器 用に訊いたが 阿紀はかぶり を振って泣き続 けた。エレベ ーターで笑い が止
まらなかった ように、阿紀 は泣きじゃく りを止められ なかった。

間 近に耕之輔の 寝顔があった 。こちらを向 いたまま寝て いる耕之輔を 阿紀は珍しい 物で
も見るように 丸い眼で眺め ていた。
耕之輔が間 近な時はいつ も目を閉じて いたのだろう 。間近に初め て見る耕之輔 の顔だっ
た。鼻の 先を指で触り たくなる距離 に耕之輔がい てくれる。
何 も覚えていな い。
その時、阿紀 は完全に死ん でいた。その 後は全てが溶 けて流れだけ があった。全て が予
想を覆して 進行しながら、 予想通りだっ た。そして予 想を遙かに超 えていた。
その後 の覚えもない 。悦びだけが あった。
同 じ思いが重な りあってふた りを包んでい た。それは又 新しい作業の 出発に繋がる 。

「離 さないでね」
阿紀は彼の 目に向かって 哀願していた 。
そして 今、耕之輔の 寝顔を眺めなが ら、阿紀は安 心の広い海に 漂っている。
阿紀は 疲れていた。 疲れているの に頭は冴えて いる。手の触 れるところに 耕之輔を置く
この 時間を寝てな どいられない 。
背中から肩 甲骨の辺りに そって触って みる。
この人 の負担になら ぬようにしな ければならない 。
間近な 人を起こした くなる衝動を 押えて、見つ めているのは 耕之輔ではな く、阿紀自身
の胸 のうちだった 。
それでも何 時か眠りに落 ちていたらし い。
気がつ くと、間近に 耕之輔の顔が あった。
「あら 恥ずかしい。 ……見ていら っしゃったの ？」
「よ く寝ていた… …。起こした かな」
返事の代わ りに耕之輔の 厚い胸板に顔 を埋める。
耕之輔 の力で無理矢 理顔を上げら れる。間近に 見て耕之輔が 言った。
「き れいだ。可愛い よ」
大 きく顔を揺す られた。
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「あ りがとう。嘘 でもうれしい わ」
「嘘じゃない 」
耕之輔の唇 が近づいて阿 紀は再び求め られた。
窓外は まだ暗かった 。風も止まっ ているらしい 。全てが止ま って、世界は ふたりだけの
もの だった。

朝のシャワ ーを浴びてい る時、突然、 電話が鳴って 裸の阿紀はド キリとした。 耕之輔が
外線と話 しているらし かった。
電 話はなかなか に切れない。 洗った髪を拭 きながらおの ずと聞こえて くる声に耳を 傾け
てしまう。
電話の相手 は浅谷窯に違 いない。彼の 妻の顔が浮か んだ。しかし 、それにして は言葉遣
いが他人 行儀だ。
阿 紀が戻ると、 耕之輔は放心 したようにべ ッドに座って いた。その背 中が痛々しい 。阿
紀を振り返っ てニッコリし たが、その笑 顔がぎこちな かった。
気がつくと 、耕之輔の口 数が極端に少 なくなってい た。何かあっ たに違いない 。
ふたり は無言のまま ラウンジへ降 りて行った。
「何 かおありにな ったの？」

「い や。……君に は関係ないこ とだ」
「やはりおあ りになったん だわ。お願い 、お話しにな って頂けませ ん？」
耕之輔 はそれでも黙 っていた。
「少し 考えさせてく れないか。考 えがまとまら ないんだ」
阿 紀は思い切っ て訊いてみた 。
「奥さまに関 係あることね 」
返事は なかったが、 それが返事に なっていた。
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やはり そうだったか 、と阿紀の胸 を冷たいもの が走り抜けた 。
「気 にしないでく れ、と言って も無理な話だ が……」
耕之輔の中 でまだ何かが まとまらず葛 藤しているの が阿紀にもよ く分かった。
「……？ 」

」

「…… 妻が睡眠薬を 飲み過ぎたら しい」
「… …

それは阿紀 の予想を遙か に超えた最悪 の事態だった 。

?

