鬼手形

耕 之輔は阿紀を 萩へ送り出し てから一度仕 事場に戻った 。
先代から引き 継いだ仕事場は 広過ぎた。ガ ランとした仕 事場は虚しい 。先代の頃に は常
時五、六人は いた弟子が今 は清水ひとり である。広過 ぎて当然だっ た。
耕之輔 はこれから行 かなければな らない屋敷の 重い空気に気 が滅入った。 重いのは空気
では なく話の内容 だった。
耕之輔が残り の土をビニー ルに包み込んで いると、入口 に気配があっ た。
「お義兄さん 、お出掛けに なるんでしょ 」
久美子 だった。
「あ あ、久美ちゃ んそのために 来てくれたん だろ」

「私 も乗せてって 貰っちゃいけ ないかしら。 ううん、家じ ゃなく街まで でいいの」
「僕はいいよ 。そうだな、 こんな山あい の一軒家に女 の子ひとりで 留守番するの もなにだ
な」
「怖く なんかないけ ど、ひとりじ ゃ退屈だもの 」
久 美子は屈託な かった。
耕之輔がこ れから出掛け るのは妻の実 家である。久 美子は岳父の 手紙を届けに やってき
たのだ。 手紙には久美 子に留守番を させて、来る ようにと書か れていた。
用件は 分かっている 。明るい話な どあるわけが ない。
先 代の亡くなる 前から一部の 識者の間では 、浅谷窯は当 代限りだろう とささやかれ てい
た。それは跡 を継ぐべき息 子の作品が余 りに萩焼の伝 統を無視した 作風だったか らだ。中
には伝統 を無視してい るのではない 、元々稚拙な のだ、と評す る者もいる。
先代が 亡くなると商 人を筆頭に潮 がひくように 出入りが淋し くなった。そ の浅谷窯が今
日ま でなんとかも って来たのは 、先代の名前 と妻の実家服 部家の援助の お蔭なのだ。
服部家は江 戸時代から藩 の薬業に携わ ってきた素封 家で、近隣で は服部と聞く だけで一
目置くと ころがあった 。
「先 刻、お姉さんか ら電話があっ たわ」
車 が谷間を出る 頃になって久 美子が言った 。
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「何 だって？」
「予定より二 、三日延びそ うなんですって 」
「そう……」
困った 夫婦というよ うに久美子が 笑った。
妻 の初子は京都 の茶の家元に 箱書きを頼み に行っている 。今日で三日 目だった。相 手の
都合もあるこ となので、予 定より延びる ことは今までに もよくあった 。
服部家から 呼び出しが掛 かるのはいつ も初子の留守 中だった。耕 之輔は出掛け に妻が頼
んで行く のだと踏んで いる。
耕 之輔にはこれ から行って聞 く岳父の言葉 も義母の愚痴 も分かってい た。
「これでは十 一代続いてき た浅谷窯の名 が泣く」
「もうそろそ ろ大人になっ て頂かなきゃ あね」
「このま まじゃ初子だ って可哀想だ よ」
「う ちだってそう 何時までも続 かないよ」
そんなお説教 とも激励とも つかぬ話の後 で、
「しっかり 頼むよ」
「銀行に 何時もの物振 り込んでおき ましたから」
と 続いて終わる のである。

耕 之輔には黙っ て耐えるしか ない時間だっ た。彼には反 論する実績が ないし、理屈 を言
えば「そんな ことを言って いるから駄目 なのだ」と二 倍になって戻 ってくるだけ だ。
しかし 、すべては俗 世の俗な話であ る。
「スー パーの前で降 ろしてくださ る？」
ラ イトバンは商 店の並ぶ狭い 街並みに入っ ていた。
「私はお宅で 留守番してい るんですから ね。忘れない で」
「分かっ てる」
久美子 がドアの音を 大きくさせて 降りていった 。
耕 之輔が服部家 の長女初子と 結婚したのは 、今から思え ば先代の最も 充実した時期 だっ
た。仲に入る 人があり、親 同士が進めた 縁談だった。 初子は十一違 う年の差を気 にしたが、
耕之輔に 会うと一も二 もなく承知し た。両家にと って釣り合い の取れた又と ない結婚と思
われた 。十年前のこ とである。
耕 之輔は車を海 岸の空き地に 置いて歩くこ とにした。汚 れたライトバ ンで乗り付け るの
を岳父が嫌う からだ。
脇門の 潜り戸を抜け ると広い車寄 せになってい る。耕之輔は 裏に回って勝手 口から入っ
た。
「ま あ、こんな処 から……」
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お 手伝いの老婆 は慌ててみせ たが、耕之輔 は構わず靴を 脱いだ。義母 も婿が勝手口 など
からと何時も 言うが、表か ら入れば入った で「よく表玄 関から来れた ものだ」と言 われる
のがオチであ る。
軒の深 い座敷には香 が焚き込めら れていた。老 婆がお茶を運 んで下がると 、かわりに義
母が 菓子を持って 現われ、その まま残って世 間話を始める 。その上で岳 父の明信がお もむ
ろに現われる 。平生もそう なら気にもと めないだろうが 、こんな時だ け他人行儀に 仰々し
く扱うのだ。 大袈裟にすれ ばそれだけ有 り難味が増す とでも思って いるらしい。
耕之輔 は苦い茶を苦 々しくすすっ た。
「初 子はまた京都 ですって。何 時帰るの？」
先から知って るくせに、と 耕之輔は思う 。
「今日の予定 でしたが二、 三日延びるよ うです」
「今回は 何のご用です ？」
「家 元の箱書きの ことやら、お 顧客先回りや ら……」
「その箱書き だけど、お家 元が難色を示 してらっしゃ るって本当？ 」
「そんなこ とは無いと思い ますが」
「お家元 もお父様の時 代には直ぐに 書いて下さっ たのにねぇ」
「耕 之輔君の茶碗 じゃお家元だ って考えるだ ろう」

明 信の針を含ん だ話が始まる 。この辺りか ら話は核心に 入っていく。
耕之輔は暫 く考えてから 口を開いた。
「お義父 さんは和式の トイレと洋式 便器とどっち が好きですか 」
「私は 世間話をしと るんじゃない ぞ」
明 信の声は湿っ た座敷に震え た。
「ですから作 陶の話です。 例えばの話、 器用さで使い 良い便器は出 来るでしょう が、僕が
こだわっ ているのは日 本人にとって 和式か洋式か といった本質 的な問題なん です」
耕之輔 としては例え 話で噛み砕い て話すつもり だったが、正 枝がにべもな く遮った。
「そ れは、どっち がよく売れる かで決まるん じゃない？」
話し合う気 力が萎えるの はこういう時 である。
「経済的 な話をしてい るのではあり ません」
「経済 が立ち行かな くて何が出来 るんだね。あ んたは二言目 には芸術だ、 創造だというが 、
萩焼 浅谷窯の坂戸 耕之輔だとい うことを忘れ ているんじゃ ないのかい。 お父上の息子 でな
く、浅谷窯の 総領でなかっ たら、早い話 が私たちだっ て初子をあん たの処にやっ たりはし
ないよ」
どう 回り道しても結 局は此処に落 ち着くのであ る。
耕 之輔とて萩焼 の伝統を無視 しているわけ ではない。
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古 萩の名品に鬼 萩手と呼ばれ るものがある 。これを最初 に見た時、耕 之輔の躯を電 撃が
走った。それ は茶碗という より筆洗に近い 形だったが、 荒々しく雄渾 な造りで、身 内に何
かうごめいて いる感じがあ った。その時 は何がうごめ いているのか わからなかっ たが、後

」

で考える とそれは作っ た人間の生命 力だった。
「こ れだ
創造の芯を掴 んだ気がした 。耕之輔の目 指すものはその 時に決まった と言っていい 。
明信たちの いう伝統より 、もう一つ根 元の伝統に依 るべきだとい うのが耕之輔 の考え方
だ。しか し、その理解 者は皆無に近 い。彼が若手 の選抜展に最 初にそれを出 品した時、余
りの 破調に周囲は 狂気の沙汰と 評した。その 空気は今も変 っていない。
老婆がやって 来て正枝に電 話だと告げた 。
「誰から…… ？」
「お嬢さ まが京都から ……」
耕 之輔は老婆を 見たが、
「いえ、奥様 にとおっしゃ ってます」
初子とは最 初からしっく りしなかった わけではない 。結婚当初は 初子が耕之輔 にのぼせ
ていたこ ともあって、 周囲も羨むお しどり夫婦に 見えた。先代 の存在も大き かったろう。
経済 的な心配もな かったし、苦 労と言えば弟 子たちの面倒 くらいのもの だったが、賑 やか

好き の初子は自ら 買って若者た ちの面倒をよ くみていた。
先代につい て京都や東京 に行くことも 多く、伝統窯 の若奥様とし て顧客筋にも 評判が良
かった。
夫婦の 間に翳りが見 え始めたのは 、先代が亡く なり、浅谷窯 が下り坂を走 り始めてから
であ る。
資産家の長 女に生まれ育 って、苦労の 経験を持たな い初子は、逆 境にはもろか った。徒
長しすぎ た枝は弾力に 欠ける。歯車 がはずれると ブレーキが効 かず、ヒステ リックに夫を
なじっ た。
夫 婦らしい感情 を失って何年 になるだろう 。何を言って も頑なに自説 を曲げようと しな
い夫に、妻は ひたすら商売 に徹していっ た。とりあえ ずは先代の残 してくれた名 で近隣の
記念品な どの注文を取 ってかず物で 目減りを防い でいたが、そ れも限界が見 えてくると、
京都に 出掛けて家元 にすがる道を 選んだ。当然 、家を空ける ことも多くな る。
夫 婦仲が決定的 になったのは 先代の代表的 名品とされる 井戸茶碗が、 耕之輔に相談 もな
く、数寄者の 手に流れてい たことだった 。
「ことの 重大さが分か らないのか」
「貴 方こそ生活の大 変さがまるで 分かってない のよ」
そ んな喧嘩のな かで初子は、 耕之輔の経済 的無能力をな じり、暗に服 部家から運ん だ金
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額を 口にした。
「京都であの 子、苦労して いるらしいわ」
正枝が戻っ て来て溜息ま じりに座った 。
「苦労し てるって御家 元の箱書きの 方か」
「そ ちらもだけど 、販売の方が ……先代はあ んなにお器用 でいらっしゃ ったのにね」
耕之輔は確か に器用ではな い。世渡りも 無器用だがそれ に輪をかけて 手指は器用で ない。
しかし、無器 用だから茶碗 が重いわけで もない。彼の 狙いなのだ。 一般に受け入 れ難いの
は事実だ が、明信や正 枝には人々に 認められるこ と、売れるこ と、それも高 く売れること
が価 値なのだ。耕 之輔には反論 する気も起こ らなかった。
遠くで明るい 声がして、久 美子が帰って 来た。
「あら、お義 兄さんまだい らっしゃった の？」
大きな 腰を耕之輔の 横にわざとド スンと据える と、早口に喋 り始めた。
「あ んな谷の一軒 家で留守番し てても退屈す るだけだから 帰って来ちゃ った。電話が いく
つかあったけ ど黒板に書い ておきました から」
「どうもあ リがとう」
一緒に 出て来たのだ 、全ては芝居 に決まってい る。
「役 に立たない子 。それじゃ何 のために留守 番に行ったか 分からないじ ゃないの」

正 枝がいうのに 、久美子は舌 を出して甘え てみせ、一気 かせいに如何 に退屈な留守 番で
あるかを喋り 続ける。
「草むし りでもすれば いいんですよ 」
「お母 さんアルバイ ト料くれる？ 」
耕 之輔には久美 子のもくろみ は分かってい る。耕之輔を 両親から早く 解放してやろ うと
帰って来たの だ。
「お義兄 さん、裏の冷 蔵庫の効きめ 悪いわね。気 を付けないと 匂ってたわよ 」
「そう ですか」
耕 之輔も明信た ちの前では特 に他人行儀に なる。
「口の開いて た牛乳捨てた から、忘れず に買って帰っ て頂戴。姉さ んも姉さんだ わ、こう
いうこと 主婦の責任で しょ。お腹で もこわしたら どうするんで しょう」
久美子 が興奮気味な のは、阿紀の 来訪と無関係 ではなさそう だった。

阿紀は大き な揺れで目を 覚ました。車 は狭い農道に 入ったらしい 。暮れ果てて 、月のな
い闇だっ た。
「あ ら、もう長門湯 本に帰って来 ましたの？」
「い え、暗くなり ましたが、寄 るように言わ れている所が もう一つある ものですから 」
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「何 処ですの？」
阿紀は余りの 暗さに不安を 覚えて訊き返し た。
「香月泰男と いう画家を御 存知でしょう か」
「香月先 生のお家をお 訪ねしますの ？」
阿 紀は思わず衿 を合わせてい た。
「いえ、集落 を見て頂いて おくようにと ……久原という 山裾の小さな 集落です」
「安心しまし たわ。私、寝 てましたのね 」
「ええ、 とてもよく… …」
「ま あ、恥ずかし い。まさか口 開けて寝てま せんでしたで しょうね」

」

「いびきを少 し……」
「えっ、本当 ……
「ウソで す」
清 水の目がバッ クミラーの中 で笑っている 。やっと心を 解いた顔だっ た。
車は川沿いに 土手の道を走 っているらし い。川の向こ うに点々と灯 が見える。
「あの灯の 辺りです」
清水は 橋のたもとで 車を止めた。 対岸の黒い山 麓に小さな灯 が見え隠れし ている。窓を
開け ると夜の冷気 が襟元を引き 締めた。

「庭 に豆の大木が あって、遺言 でその根元に 遺骨の一部が 今も埋められ ているそうで す」
「どういうこ とでしょう」
「家族を とても愛され た方だったの です」
「清水 さんも香月先 生にお会いに なったの？」
「いえ、僕が来た時は亡くなられた後でした。香月先生も不幸な生い立ちだったようです」
「不幸な生い 立ちって、家 庭的に……？ 」
「お父さ んがお母さん を離縁して自 分も出奔なさ ったんだと聞 いてます」
「香月 先生も、って おっしゃいま したわね。す ると坂戸先生 も……？」
「そ れは、先生か ら聞いて下さ い」
清水は車を 発進させた。 阿紀はその先 を聞くのを諦 めて、以前、 夜の海に降る 雪を描い
た香月泰 男の絵に深く 感動した話を した。
「あの 絵を見たとき 、暗くて重い のは風土のせ いかと思いま したけど、そ れで香月先生は
誰の 手で育てられ ましたの？」
「お祖父さん が親代わりだ ったようです 。お祖母さん も早くに亡く なられたそう で」
清水青 年から香月泰 男の幼時の話 を聞きながら 、阿紀は耕之 輔の育ちを想い 描いていた。
あの 重い暗さと母親 のせっかんか らだという顔 の傷。恐らく 表の傷痕より 心の傷の方が
深い に違いない。 香月泰男が不 幸な幼時体験 からこの上な く家族を愛し たという話は 、そ
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のま ま耕之輔に当 てはまるもの かも知れない 。少なくとも 抱えた葛藤は 似たものだろ う。
耕之輔が父親 の愛用した上 布にこだわる謎 もその辺りに あるのかも知 れない。
「坂戸先生は 香月先生のこ と、心から尊 敬なさってい るようね」
「香月先 生は、先生の バックボーン です」
車 は海岸に突き 当たり、月の ない海に沿っ て走った。
阿紀の目に、 耕之輔の中を 瞬間よぎる重 い闇と、香月泰 男の「雪の海 」が重なって 走っ
た。
阿紀は 思い切って訊 いてみた。
「清 水さん、先生 のお顔の傷は お母さんのせ っかんからだ とおっしゃっ たわね。具体 的に
はどういうこ とだったので しょう」
「さあ。僕も 人づてに聞い ただけですか ら」
「お腹を 痛めたお母様 なのでしょう ？」
「そ うです」
「もちろん、 故意にではな かったんでし ょうけど」
「……それ も先生から直接 聞いて下さい 」
「お訊き して失礼では ないかしら」
「気 を許されれば 話されると思 います」

「そ うね」
「今日、奥様 はどちらにお 出掛けでした の？」
「それも 気を許せば話 されるでしょ う」
「…… ？」
意 味あり気な清 水の口調にそ れぞれの思案 をはらんだ沈 黙が車内を満 たす。
「やはり貴女 からは何も訊 かない方がい いな」
「そうで すね」
阿紀も そう思い始め ていたところ だった。
車 は海岸から少 し入った料理 屋の前で止ま った。
「耕之輔先生 、先刻からお 待ちかねです よ」
小母さ んといった感 じの女将が薄 暗い廊下を先 に立った。
奥の座 敷に耕之輔は もう盃を傾け ていた。
「お 待たせ致しま した」
阿紀が改め て数々の配慮 に礼を言うの に、耕之輔は おしぼりでご しごし額をこ すった。
「さあ、 こちらにどう ぞ」
正面 から見る耕之輔 は昼間の人懐 っこい耕之輔 だった。
「先 に始めさせて 貰ってました 」
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「ど うぞどうぞ」
「貴女はこっ ちの方は…… ？」
「少しは頂き ます」
「それは 助かった。私 はこれがない と話も出来な い駄目な男な のです。日本 酒でいいです
か」
「頂きます」
阿紀は素直 に盃を受けな がら、これは 清水の言って いた、虜にな るための儀式 なのだ、
と思う。
暫 くは萩の印象 など取り留め のない話が続 いた。耕之輔 は越後や上布 の話を聞きた がり、
阿紀は耕之輔 の作陶の話を 聞きたがった 。
アルコール が入るにつれ 耕之輔は確か に能弁になっ ていた。しか し、お互いに 店の中に
入りたい のに店の回り をぐるぐる回 って入口を探 しているのに 似ていた。そ れが分かって
いな がら踏み込め ないもどかし さに盃を傾け るペースだけ が早くなって いく。

」

「先生のお作 品拝見したか ったのですけ ど……」
「先生は止 して下さい

僕って どうしてこう 駄目なんだ」

「第 一、こんなに 重くては長く 飲んでると腕 が重くなる。 口触りに抵抗 があって気持 ちよ

「ど う下らないんで すの？」

「萩の土 で焼けば何だ って萩焼です 。でもこれは 下らん萩焼で す」

「そういうの も萩焼ですの ？」

阿 紀は話題を変 えようと、座 った時から気 になっていた ことを訊いた 。

耕之輔 は素直にぐい 呑を置いた。 桁のはずれた 素直さである 。

「そうで すね」

「お疲れにな っているんで すわ。でもお 躯は大切にし て頂きません と」

耕 之輔は手酌で たて続けにぐ い呑を空けた 。

のよう にも思える。

る。それ は身内にたぎ るエネルギー を制御しきれ ない獅子のよ うにも、瀕死 の鳥のもがき

清水青年の 言う「何があ ろうともつい て行く」とい う何かはこの ことだったか と思われ

「ど うぞ気になさ らないで下さ い」

か、酒 が入ると特に そうなんです 。勘弁して下 さい」

な声を出 して貴女を怖 がらせてしま う。自分で自 分の発声をコ ントロール出 来ないという

「どうしてこ うなんだか。 今だって、声 を出す気なん か毛頭なかっ た。それなの に、あん

驚 いて見上げる と、懸命に立 て直そうと肩 を怒らせてい る憐れな男が そこにいた。

「御 免

耕之輔 の吐き捨てる 言い方に阿紀 の頭は一瞬白 くなった。気 まずい一瞬だ った。

=
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=

く飲 めない。それ に……」
耕之輔は毒舌 を吐きながら 手渡して寄越し た。持つと、 思ったより指 の間にずしり と来
るものがあっ た。裏返して みたが銘はな い。
「あッ」
阿 紀は思わず声 に出し、耕之 輔を見ていた 。
「これ、先生 の……」
「まあ、こん な無器用なも のを作る作家 は、他にいな いでしょう」
「私にも 陶器を見る目 があるんです わ」
「見 る目が無い証 明かも知れな い」
耕之輔も満更 ではなさそう だ。
阿紀は耕之 輔を喜ばせた ことが嬉しか った。
「飲む時 はいつも持ち 歩いてるんで す。器は何で もそうだけど 、使わないと 死んだも同然
です 」
かたまり

阿紀は重いぐ い呑を手の中 で飽かず弄ん だ。
それは器と いうより塊を 感じさせる。 節くれ立った 塊は岩石を思 わせる。
いつ

「遠くか ら拝見してい たのと、手に 持った感じと ではまるで違 いますわ」
「そ 奴の欠点は、 酒が不味くな ることです」

「一 献頂戴してよ ろしいかしら 」
「どうぞ。そ の代わり唇を 切ってもしり ませんよ」
「あんな こと……」
耕之輔 に差された酒 は岩の窪みで 波立っている 。
「先 生の掌から頂 いてるみたい 」
「うれしいこ とを言ってく れるなぁ」
さらに もう一杯なみ なみと注がれ た。
「満潮 ですわね」
両 掌に岩場の潮 を見つめてい るうちに、阿 紀の中に突然 熱いものが込 み上げてきた 。わ
けのわからぬ ものが胸を突 き、思わず見 上げた瞳に涙 がにじんだ。
「どうか しましたか？ 」
「御免 なさい。…… お恥ずかしい ですわ」
阿 紀は慌ててハ ンカチを探し ていた。
「私、おかし いんですの。 時々こんな風 になるんです 」
「良かっ たらそ奴連れ て帰ってやっ て下さい」
「で も、お気に入り でお使いにな っているんで しょ」
「帰 れば仕事場に ゴロゴロして る。分かって くれる人に使 って貰えれば こ奴も本望で しょ
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う」
「本当に甘え てよろしいの かしら」
「萩の七化け と言って、使 えばもっと土 の味が出ます 。是非使って やって下さい 」
「では、 お言葉に甘え て。うれしい わ」
「茶 碗も一つ用意 しました。旅 の荷物になる から清水に別 送させます」
「まあ、どう しましょう。 私にはお返し 出来るような物 何もありませ んわ」
「じゃ上布の 雪晒しのお代 、勉強してや って下さい」
ホテル へ帰ると部屋 が変わってい た。
応 接コーナーな どにもゆとり があり、ひと りでは持て余 す広さである 。このホテル で一
番の部屋だろ う。耕之輔の 差し金に違い なかった。
時計を見る と午前一時を 回っている。 阿紀は耕之輔 から貰ったぐ い呑を出して 床の間に
置いた。
改 めて眺めなが ら、この小さ な塊の中に耕 之輔のすべて が含まれてい ると思う。苦 悩、
矛盾、葛藤な ど耕之輔のも がきが節くれ 立った塊をな している。し かし、それらを 一つに
凝結させて いるのは白い風 のような寂し さだった。耕 之輔がそこに そのまま居る ようだ。
あの無 残とも言える 孤独は何とか してあげねば ならない。そ れが出来るの は自分しかい
ない し、自分に出 来るのはそれ だけだと阿紀 は思う。

そ れにしても、 どうして私の ような者にあ そこまで打ち 明けて下さっ たのだろう。 答え
は分かってい たが、阿紀は 自分で分から ぬふりをして 遠ざけた。阿 紀には心を許 してくれ
たことが 誇らしく、嬉 しかった。
タクシ ーがなくなる からと、追い 出されるよう に表に出た時 、送りに出た 女将が冷やか
すよ うに言った。
「耕之輔先生 が、人手を借 りずにお帰り になるなんて 何年ぶりでし ょう」
「俺だっ て、元々はい い酒なんだ」
耕之輔 が胸を張るよ うにして言っ た。
「そ れにしても、 女嫌いの先生 がいつの間に 宗旨変えなさ ったの？」
「今日だ」
阿紀を 振り返った顔 が如何にも少 年だった。
車が走 り出してから 、しばらくは 無言が続いた 。
阿 紀は思い切っ て口にした。
「お願いです から、躯を壊 すような飲み 方はなさらな いで下さい」
言って から恥ずかし くなり、躯を 耕之輔にあず けた。
「う ん」
伝 わってきた体 温は今も阿紀 の中を切なく 流れる。
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恋。
確かにこれは 恋なのだ。昨 日までの憧れが 、今はっきり と現実のもの に変わってい る。
長い長い一 日だったが、 短か過ぎる一 日でもあった 。
疲れて いるのに芯が 凝って寝られ そうになかっ た。嬉しい筈 なのに溜め息 が続けざまに
出る 。
阿紀は気合い を入れるよう にして立ち上 がると、浴衣に 着替えて、階 下の大湯へ降 りて
行った。深夜 の怖いほど静 かなほの暗さ の中で、ひと り身を剥いだ 時、阿紀は正 真裸の自
分を見て いた。長いひ とり暮らしに 、絶えて久し い女の実感だ った。
水 音だけが鮮明 に反響する。
耕之輔が話し てくれた身の 上は阿紀には 背負い切れな い重さだった。
「僕は父の子 供ではないん です」
「どうい うことでしょ う」
「母 の間違いから 生まれたよう です」
それを知った のは小学校に 入ってからだ という。知っ て、母から受 けた火傷のせっ かん
も何か了解 出来たと耕之輔 は言った。
「母には 突然ヒステリ ックに自分を 失うようなと ころがありま した。子供心 にも恐いと思
った ものです。発 作は突然に起 こるんです。 それが子供に はどんな時に 起こるのか分 から

なか った。今は分 かります。大 きく揺れてい たんです。母 にしてみれば 、僕は自分が 犯し
た間違いの証 のわけだし、 その相手の男 の面影を僕は 持ってるわけ だから」
「お母さ まはその方の こと、愛して いらっしゃっ たんでしょう か」
「少な くとも一時期 は……出入り していた商人 だったようです 」
「お 会いになって いないのです ね」
「会おうとも 思わない。会 ったら殺すか も知れない」
阿紀は 黙ってうなず くしかなかっ た。
「だか ら僕は、父の 血を受けてい ない。父のよ うに器用でな くて当然なんだ 」
耕 之輔は吐き出 すように言っ た。
「それを世間 は先代の息子 のくせに、と いう。十一代 続いて来た浅 谷窯の面汚し だ、恥さ
らしだと いう……」
「お父 様は御存知だ ったんでしょ うか？」
耕 之輔の目が優 しくなってい た。
「知ってまし た。血液型が 違ってました から。……で も、母のヒス テリーから僕 を守って
くれたの も父なんです 。父は直接僕 にそのことを 言ったことは 生涯一度もあ りません。母
が亡 くなってからも です。父も苦 しんだんだと 思う。何しろ 不義の子を後 継者に育て上 げ
なき ゃならなかっ たのですから 。……父に教 わって土をい じり始めても 、僕には何時 もこ
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のコ ンプレックス があった。こ んなことを続 けても無駄で はないのか。 才能が無い人 間に
は、いくら頑 張ってみても 限界があるので はないか、無 理な道をゴリ 押ししている のでは
ないか。そん な思いに苛ま れてきたんで す。それが違 うと思え出し たのはつい最 近のこと
です。私 は父の世界に 近づくことを 願って努力し てきた。それ が間違いなん だ、自分の作
陶し か無いんだと 、やっと気が 付いたんです 。無器用な人 間には無器用 な人間だけに 出来
る陶器作りが あるんだと」
「器用な方に は出来ないと いう……」
「そうで す。器用な人 間には浅く滑 るところがあ る。僕には上 滑りしようが ないんだ。僕
とい う人間の全体 重をかけて立 ち向かうしか ない。そこに 活路もあるん だと……」
「手織りにも 無器用だから 出来る仕事っ てあります」
阿紀は織り の打ち込みの 話をした。
「手織り ではどうして も織りの耳が 揃いません。 打ち込みだっ て機械のよう には揃いませ
ん。 まして私のよ うな無器用者 にはどう気を つけても、ざ らつきが出て しまいます。 腕の
未熟さを反省 もしました。 でも途中から 考え方を変え ることにしま したの。この凹 凸は機
械織りでは 出せないものだ 。変えられて も機械では同 じ間隔にしか 変えられない 。横糸が
耳でたる んでいても、 この味は機械 では出せない ぞ、このざら つきは私だけ のものだ、そ
う自 分に言いきか せるようにな りました。確 かに器用な人 には機械織り に近づいて面 白み

が薄 い場合もあり ます」
阿紀が懸命 に喋るのを耕 之輔は大きく うなずいて聞 いていた。
「いい話 を聞いた。父 は父、僕は僕 。自分の道を 進むだけです 」
「少な くとも、私は 分かったつも りですけど」
「そ う貴女は僕を 認めてくれた 第一号だ」
「じゃ、第一 号の認定書を 下さい」
阿紀も 調子に乗って 言った。
「うれ しいなぁ。こ んな楽しい酒 が飲めるなん て。うれしい なぁ」
耕 之輔も急に酔 いが回ったの か同じ言葉を 繰り返した。
秘密をはら んだ出生から 、性格的にも 世間的にもゆ すぶられてき た男が、やっ と見付け
出した自 分自身の道に 阿紀は拍手を 送りたいと思 う。
部屋に 戻り、床に入 っても目は冴 え渡った。
あ の翳りを含め て耕之輔を真 から理解でき るのは世界中 に自分しかい ない、あの暗 さか
ら耕之輔を救 えるのもやは り自分だけだ 、と思ってし まう。
そこま で来て、阿紀 は初めて耕之 輔の妻の存在 に気がついた 。
そう 言えば、耕之輔 の口から妻の 話は全く出な かった。
目 を覚ますと、 もう陽は高か った。
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庭 に池があるの か、天井に波 紋が明るく揺 れていた。
「あら恥ずか しい」
ひとり居の 癖で思わず声 に出して起き 上がると、衣 桁の紬が「駄 目ですよ」と にらんで
いた。振 り返ると鬼手 のぐい呑が床 の間に鎮座し て、昨夜が夢 でなかったこ とを語ってい
る。
手早く身支度 をしながら、 耕之輔に会え た喜びと、別れ た寂しさが交 錯した。朝食 を断
り着物を畳ん でいると電話 が鳴った。フ ロントからで 耕之輔がロビ ーで待ってい るという。
昨夜、 別れの挨拶は 済ませていた 。見送りを固 辞しておきな がら、何処か で期待してい
たこ とだった。急 に化粧ののり が気にかかる 。
ロビーに降り て行くと耕之 輔は背中を見 せて陳列ケー スを覗いていた 。腰を曲げて も巨
体は巨体だ。
「約束が 違いますわ」
つ い甘えた言い 方になる。
「清水の奴、 変なんです。 今朝起きたら 車を洗ってい て、山口まで お送りすべきだ と言う
んです」
「清水さ んのせいにな さいますのね 」
阿 紀がすねてみ せると、

「本 当です。事実 ですよ」
耕之輔は生 真面目に応じ た。
「これが 先代の作です 」
「着い た夜拝見しま したわ」
阿 紀は耕之輔を 窺いながら言 った。
「見事な茶碗 だ。身内だが くさすわけに はいかない」
耕之輔 は阿紀の荷物 を持って歩き 出していた。
表の車 はまだ濡れて いた。
「長 い間、あれと 格闘してきた んです。勝ち 目のない格闘 を」
県道に出る と耕之輔が言 った。
「心から 尊敬していら っしゃるのね 」
「人間 的にも陶芸家 としても最高 だったと思っ てます」
山 口への道はか なりの山越え だった。
阿紀はいつ か耕之輔の中 の父親像を推 し量っていた 。
「生意気 なこと申し上 げてよろしい かしら」
「何 でしょう」
「私 には父の印象 が薄いのです 。父との間に 何時も母が介 在していて、 父は何時も母 の向
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こう に居たような 気がします。 父は夕方帰っ て来る人、働 いて私たち一 家を支えてく れる
人。そんな印 象しかなくて 、今も仏壇に向 かっていて、 母のように切 実なものがあ りませ
んの。早くに 亡くなったせ いかも知れま せんけど、昨 夜、お話を伺 いながら、つ くづく羨
ましく思 いました。た とえ難しい問 題があったと しても、子供 の中にそこま で食い込んで
いる お父さまは世 間にもそうは 居ないのでは ないでしょう か」
耕之輔は黙っ てハンドルを 握っていたが 、
「食い込んで いると言えば そうかも知れ ないけど」
と、芯 からはふに落 ちないらしか った。
「お 子様はいらっ しゃいません のね」
「僕の子供で すか？」
耕之輔が大 きくハンドル を切った。か なりの急勾配 で車も耕之輔 以上にあえい でいる。
谷を隔 てた山肌は整 然と植林され た杉木立で、 パッチワーク を見るようだ った。
「こ の世に生まれ て来るという のもネ……」
耕之輔はそこ まで言いかけ てやめた。阿 紀が思わず振 り向いたせい らしかった。助 手席
から見る耕 之輔は左頬で如 何にも端正な 偉丈夫だ。そ れが却って見 えない右頬の 痛みを伝
えた。
こ の人の傷は想 像以上に深い のだ。

阿 紀は改めて男 の顔を見た。 端正な顔に初 めて亀裂が見 えてくる。
「この先に見 晴らしの利く ところがあり ます。少し休 んで行きまし ょう」
しかし 、そこはなか なかやって来な かった。思い 出したように 対向車が通過 して行く以
外何も 見えない登り 道に長い無言 が続いた。
「僕 は、貴女のこ とが好きにな ってしまった 」
直截な言い 方だった。
「困りま すか」
阿紀は 緊張から声が 出なかった。
「昨 夜はうれしく て寝られなか った」
私も、と言 おうとして声 にならない。
「とんで もない思い違 いなら許して 下さい」
阿紀は うつむいたま ま大きくかぶ りを振ってい た。
車 はやっと通れ る狭い林道に 入って行った 。
轍の凹凸に 大きく揺られ ながら、阿紀 は耕之輔に抱 きつきたい衝 動を覚えてい た。ハン
ドルを把 る耕之輔の掌 は人並みはず れて大きい。
道は 小さな日溜まり で行き止まり になっていた 。
止 まっても、少 しの間、耕之 輔はハンドル をはなさなか った。
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耕 之輔の息遣い を計っている 自分を阿紀は 、はしたない 女だと思う。 そう思いなが ら扉
を押して外に 出られなかっ た。
「大した見晴 らしでもない けど」
耕之輔 が先に扉を押 した。見晴ら しが利くと言 っても杉の幹 を通しての眺 望だった。
高 曇りの空に鷹 が一羽舞って いる。
「空気がおい しいわ」
頭が空っぽ で平凡な言葉 しか浮かんで こない。鼻孔 に秋が痛かっ た。それを言 おうとし
て深呼吸 した時、後ろ から肩を持た れた。そのた くましい掌が 震えていた。 気が付くと阿
紀は 自ら耕之輔の 胸に顔を埋め ていた。止め どなく涙が流 れた。
引き寄せられ 唇を合わせて も涙は止まら なかった。そ の涙を耕之輔は ハンカチで拭 いて
くれた。
「僕には妻がいる。でもずっと前から夫婦ではないんです。いずれくわしく話すけど……」
「い いの、何もお っしゃらない で」
それだけ言う のがやっとだ った。耕之輔 は一度離れる と車から缶コ ーヒーを持って 来て
阿紀に持た せた。
「卑怯だ ったかな」
「ど うして？」

「運 転しながらず っと考えてい た」
「悪い方だわ 」
阿紀の 方から身を寄 せて行った。今 度はしっかり と固く抱き締 められた。長 い長い接吻
だった 。
「さ てどうやって 車を戻そう」
Ｕターンに かなりの時間 が掛かった。 二人の最初の 共同作業だっ た。
「バック 、バック、ス トップ」
「もう 大丈夫、乗っ て下さい」
発 進して間もな く耕之輔が思 わず吹き出し た。
「何がおかし いんです？」
「何でこ う馬鹿なんだ ろう」
「何が ですの？」
「バ ックで出れば 何でもなかっ たんだ」
今度は阿紀 が笑う番だっ た。
峠を越 すと視界の広 い爽快な下り だった。

「僕 は貴女のこと を何も知らな い」
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耕 之輔がハンド ルを把ったま ま突然気が付 いたように言 った。
「でも判って 下さいました 」
「いや、何も 判っていない 。自分のこと ばかり喋って 、貴女から何 も聞いてない 」
「女はお 話を聞きたが るものですわ 」
「僕 がお喋りだか らいけないん だ。もう黙り ます。今度は 貴女が話して 下さい」
「……私なん てただ平凡に 過ごしてきた だけです」
阿紀にも、 話す相手に飢 えてきた耕之 輔が実感でき た。この人は 、その分私に 一気に吐

ど んな部屋に寝 起きしてるん です？

どん な日

き出して いる。世界は 自分の為にあ る、と歌った のは誰だった か。秋なのに 春だった。
「小 千谷では毎日 どうしている んです？
課なんですか ？」
「そんなに一 度に訊かれて も……」
「いけな い。また喋っ てる」
耕 之輔は沈黙し たが、黙って 座っているだ けで阿紀は幸 せだった。充 実していると はこ
ういう時を言 うのだろうか 。
「越後には 何時帰るの？」
「予定だ と八日の夕方 に」
「電 話していいね 」

「私 の方からしま す……離れに は電話ありま せんの」
忘れかけて いた耕之輔の 妻の存在が突 然浮んできた 。
耕之輔 は妻ではない 、と言ったが、 それで済むこ とではない。 そう言えば、 あの義理の
妹とい う娘の存在も 気にかかる。 雪の中で遠い 耕之輔のことを あれこれ思い 煩うには越後
の冬 は長すぎる。
「帰ったら直 ぐに電話つけ て貰います」
「そうし て下さい」
近づく 標識が山口市 に入ったこと を知らせてい た。
耕 之輔は県立美 術館の駐車場 に車を入れた 。阿紀に香月 泰男の特別展 示を見せたい らし
い。
玄関を 入ると庭をバ ックにしたロ ビーに、萩焼 の大壷が五つほ ど並んでいた 。
先代耕 之輔の作品は 阿紀にも直ぐ にそれと知れ た。
「よ く判ったね」
耕之輔は大 きな手でその 大壷を撫でた 。
「父も、 きっと喜んで くれていると 思う」
ぽつ りと言った。阿 紀は涙もろく なっている自 分に驚きなが ら、彼の背に 躯を寄せて壷
に触 れてみた。見 た目よりは遥 かに冷たく硬 かった。
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耕 之輔は香月泰 男の特別室で 、小さな絵を 前にして動か なかった。母 親が子供に手 を差
し伸べている 素朴な絵だっ た。子供も母親 に手を差し上 げている。
「たまらんな ぁ」
耕之輔 が独りごちた 。
「… …」
うなずいたも のの、阿紀は 耕之輔の真意 を計りかねてい た。出生の秘 密に悩み、こ んな
苦しみは自分 ひとりで沢山 だと、子供を 持つことを拒 否してきたと いう耕之輔で ある。母
のヒステ リーに悩まさ れ、顔に大き な傷を残され た息子でもあ る。その彼が この絵に何を
見て いるのだろう 。
耕之輔は特別 室を出ると阿 紀を裏庭へ案 内した。
「あの母子像 を見ていると 何時もたまら ない気持ちに なるんです。 母親の手と子 供の手が
求め合っ ているあれ、 あの呼吸が何 ともたまらな い」
「香 月先生も幼い 頃に御両親と の縁が薄いお 方だったとか ……」
「それだけに 御家族を、そ れは大切にな さった方です 。父にも僕に も憧れの家庭で した」
「お子さま がいらっしゃれ ば、きっと可 愛がられるで しょうね」
「僕のこ とですか。… …鼻持ちなら ない親父でし ょう」
阿 紀は耕之輔の 子供を欲しい と思った。特 定の人の子供 を欲しいと思 う、かつて無 かっ

た衝 動に阿紀は慌 てて身繕いを 正す。
耕之輔が腕 時計を見て立 ち上がった。
「お昼を 食べて駅に出 ましょう。小 郡へは直ぐで す」
耕之輔 の大きな歩き 方に阿紀は小 走りに急いだ 。
耕 之輔が案内し たのは、門柱 一つにも歴史 を感じさせる 旧家らしい料 亭だった。洋 風の
応接間を改造 したカウンタ ーに座ると耕 之輔は又時計 を見た。阿紀 も残りの時間 を計って
いる。残 り一時間を切 っていた。
「…… 疲れた？」
「い いえ」
ふたりは黙 って箸を使っ た。
耕之輔 は式台の下で 阿紀の掌を掴 んで来た。鬼 のような掌を小 さな掌が握り 返した。
「何か ら何までお世 話になってし まって……。 本当にありが とうございま した」
車 に引き返す間 も耕之輔は怒 ったように無 口だった。
小郡駅まで の道は近すぎ る。
「私に見 送らせて下さ いね。見送ら れるのは嫌」
耕之 輔は唇を噛むよ うに前方を見 詰めていたが 、駅前に着く と、怒ったよ うに言った。
「じ ゃ見送らない 。勝手にお帰 りなさい」
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「… …子供みたい 」
「怒ってなん かいないよ」
「じゃ、何か 言って」
「ありが とう……うれ しかったよ」
意 外な言葉に阿 紀は振り返っ たが、涙で耕 之輔の顔は見 えなかった。
「お気をつけ て帰って下さ い」
「君こそ…… 」
阿紀は 思い切って降 り立つと、ト ランクから荷 物を出して蓋 を落した。そ れを待ってい
たよ うに車は急発 進した。
「ほんとにヤ ンチャなんだ から……」
阿紀はひと り、ロータリ ーの向こうを 走り去る車を いつまでも見 送った。
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