霜ばし ら

「そ れで……御容 態は？」
それがやっと だった。
「いのちに別 状はないそう だ。……京都 の旅館で飲ん で、近くの病 院に収容され ているら
しい」
「何 時ですの、そ れ？」
「発見された のは昨日の夕 方らしい。なに 、本気だった かどうか、僕 への腹いせに 違いな
い」
「そんな ことおっしゃ るものじゃな いわ」
そ の声が震えて いた。

「と もかく、直ぐ お発ちになら なければ…… 」
「うむ、…… 実家の父親か ら、来るには 及ばぬ、と拒 否されたよ。 お前なんかに 用はない
とさ」
「だか らって……行 かないわけに は……」
朝 の洋定食が運 ばれて来たが 、フォークも そのままにな っている。耕 之輔はグラス の水
を一気に飲み 干した。
「怒鳴る ばかりで話に もなにも…… 。清水に代わ って貰うよう に頼んだが切 られてしまっ
た」
「と にかく、もう 一度電話を… …」
「悪いが、君 ひとりで食べ ててくれない か」
「嫌です ！」
阿紀の 方が先に立ち 上がっていた 。
天 災にも似て突 然襲ってきた 事態にどう対 処してよいの か分からない 。ふたりとも ショ
ックだけが流 れ星のように 尾を曳いてい た。
「待って くれないか」
長い 廊下を部屋へ急 ぎながら、耕 之輔は巨体に 似合わぬ情け ない顔をして いた。
扉 の前まで来て 、阿紀はやっ と自分を取り 戻した。
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「そ うですわね。 私、十分ほど 歩いて来ます 。電話が続い ているようで したら、ドア は開
けないで下さ い」
それだけ言 うと返事を待 たずに引き返 した。
エレベ ーターホール まで来て行き 場がなかった 。
他 人の不幸の上 におのれの幸 せのないこと を、阿紀は二 十才の駆け落 ちで痛いほど 思い
知っていた。
十五年前と 同じ過ちを又 やろうとして いる。
ロビー を抜け、風の 冷たい川端に 立つと、遠い 河口を佐渡行 きの汽船が出 港して行くと
ころ だった。船も 白い綿帽子を かぶっている 。
あの船に乗っ て過去のない 世界に住めた らどんなに気 楽かと思う。
しかし、そ れにはもう耕 之輔を愛し過 ぎている。
信じら れるものを信 じるしかない 。
部 屋に戻ると扉 が小さく開い ていた。耕之 輔は阿紀を迎 えて抱きすく めた。
「どうでした の？」
「清水と話 が出来た」
「奥さま 、ほんとに大 丈夫でしたの ね」
「あ あ、発見が早 くて、胃洗浄 もうまくいっ たらしい。も うベッドで上 半身を起こし てい

るそ うだ。もっと も久美ちゃん からの連絡で 彼が直接見た わけではない のだが」
耕之輔は改 めて阿紀をソ ファーに導き 、無理に座ら せた。
「嫌だろ うが、落ち着 いてくれない か」
「お茶 を入れますわ 」
阿 紀は逃れるよ うに立つと、 バスルームへ 行って水を汲 み、ヒーター に掛けた。
「何処かで一 度は話してお かなければな らないと思っ てはいたんだ が……」
「……」
「家内 と僕とのこと は、出来るこ となら、君の 耳には入れた くなかったが、 逃げてばかり
もい られない…… 」
耕之輔は先 代と服部家と の関係から話 し始めた。先 代が亡くなっ てからの服部 家との関
係、夫の 作品を金に換 算しなければ 計れない妻の 価値観。そし て子供をなす 、なさぬの夫
婦の確 執にまで及ん だ。阿紀は黙 ってそれを聞 いた。
「も っと早く話し ておくべきだ ったが、自慢 出来る話でも ないし、君と の間に持ち込 みた
くなかったん だ」
阿紀は 自分もわざと 目をそらして きたと思う。 現実から逃げ ていてはいけな いと思いな
がら 、二人の世界を 純粋なものに 保ちたかった し、今の幸せ を壊したくな かった。しか し、
現実 は現実として 越えねばなら ない。
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「妻 のやり方がど うしても許せ ないと思い出 したのは、先 代の遺品を勝 手に処分して いた
のを知った時 だった。親父 の最高傑作と思 っていた茶碗 や水指数点が 、ある数寄者 の手に
渡っていた。 経済的にどう しても手放さ なければなら ないというな ら、美術館に 交渉する
手もある 。その上で引 き取って貰う 手もある。そ れを値段がい いというだけ で業者の手に
委ね てしまう神経 。一度手放し てしまっては 、もう二度と 手のうちよう がないんだ。 それ
が分からない 妻じゃない… …勿論、全て は僕に稼ぎがな いからだ、と いうだろう。 ……し
かし、僕が言 っているのは そんな問題じ ゃない。もっ と精神的な」
「でも、 現実に奥様は 奥様なんです 」
阿 紀は窓辺に立 ってガラス戸 越しに光る信 濃川を見なが ら言った。
「私のことを 思って下さる のでしたら、 今直ぐに奥様 のところにいら っしって下さ い」
導火線に火 が点いてじり じりと焼けて いく。このま ま爆発すれば 全てが終わり そうだっ
た。
沈 黙を破ったの は耕之輔の方 だった。
「勝手を言っ て悪いが、一 緒に東京まで 行ってくれな いか」
「……」
「ね、そ うしよう。話 しておかなけ ればならない ことが山ほど あるんだ。そ うしてよ」
話 したいことが あるという耕 之輔の思いは 理解出来た。 新潟と良寛の 遺跡巡りにと って

あっ た一日が新幹 線の旅に変っ たと思えばよ い。
「分かりまし た。お供しま す」
「どうし てそんな丁寧 な言葉使うの ？」
耕之輔 はまだ不安そ うである。
「育 ちがいいから じゃないかし ら」
阿紀はわざ とふざけてみ せる。これ以 上暗くしたく なかった。
新幹線 の屋根はかな りの雪を載せ ていた。
雪のせ いか時間のせ いか、グリー ン車はふたり だけだった。
駅 に向かうタク シーでも耕之 輔は無口だっ た。耕之輔の 視線は変に針 が振れて落ち 着か
ない。そんな 手を阿紀はじ っと握ってい た。
「また何 かやるかも知 れない。そう いう女なんだ 」
「挑ま れるんなら負 けないんだけ ど」
阿 紀は努めて明 るく振る舞っ た。
「奥様は私の ことどんな風 に御存知なん でしょう」
「僕が君 に惹かれてい ることは知っ ている。多分 、君の処に来 たことも察し ているだろう 。
君が 訪ねてきてくれ たこと、あの 上布を雪晒し に預けたこと も知っている 。それくらい か
な」
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「… …」
「これは言い たくなかった んだが……」
耕之輔の低 い声が更に低 くなっていた 。
「家内は 君の作品を京 都で見たらし いんだ」
「私 の作品を…… ？」
「お店のショ ーウィンドー で見て、求め たい風だった。 君の作品をあ の女に着られ てたま
るものか。君 や君の作品が 汚れてしまう 」
耕之輔 はその経緯を 細かく語った 。
「多 分あの紬だと いう心当たり はあります。 一昨年の展覧 会に出品した ものです。そ うい
うこともある のですね」
運命的なも のを阿紀は感 じた。
「けどシ ョーウィンド ーでお見掛け になったとい うのは何かの 間違いです」
「… …というと？ 」
「私の仕事は 少ないので、 世の中には殆 ど出回ってお りませんの。 地元で出入りし ている
業者も二社 だけですし、そ の先の取引先 も京都では一 つしかありま せん。その問 屋も路地
うらで、 表に飾り出し たりする店で はないんです 」
「と いうと、買い 手はどうやっ て手に入れる わけ？」

「そ の店が、顧客 のお宅に伺っ て見て頂くの が普通ではな いでしょうか 。顧客先が呉 服屋
さんの場合も あるかも知れ ませんけど」
「なるほ ど、ウィンド ーに飾るなん てことはない わけだ。その 店は何処？」
「河原 町四条の近く で吉竹という 店です」
「つ まり、誰かの 紹介でもない 限り見る機会 はないわけだ ね」
「普通はそう です。見て頂 くのは展覧会 です。私が思 っている作品 でしたら、伝 統芸術展
でお目に 留まって、そ の吉竹さんに お買い上げ頂 いたと聞いて ます」
耕之輔 の頭に閃くも のがあった。 初子の言動か ら察していた ことが、突然 現実味をおび
て目 の前に急浮上 してきた感じ だった。
「でもどうし てそんなこと お訊きになり ますの？」
「いや、 ちょっと、気 になったもの だから……」
「お買 い求めになっ たりしないで 下さいね。こ れからは私が 織って差し上 げます」
阿 紀は上目遣い に耕之輔を見 ていた。
耕之輔は初 子の自殺騒ぎ に元々疑いを 持っている。 果たして本当 にそんな事実 があった
のかどう かさえ疑って いた。耕之輔 をおとしいれ るための服部 家の策謀では ないかと考え
たの だ。それは電話 で聞いて最初 に閃いた直感 だった。
越 後湯沢で大勢 のスキー帰り らしい客が乗 ってきた。
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「… …スキーはや るの？」
「雪国ではス キーが出来な ければ生きては いけませんわ 」
「そうだね、 馬鹿な質問だ 」
話さな ければならな いことが山ほ どありながら 、結局は意味 のないそんな 話になってし
まう 。
耕之輔を信じ て待つしかな いと思いなが ら、京都に何が 待っているの か、やはり心 配だ
った。
「信じて 待っていてい いのね」

京都は朝から 底冷えした。
まだ頭の芯 がはっきりし ない。薬のせ いか動き始め に目まいがひ どかった。
初子は ベッドから窓 枠に四角く区 切られた東山 の稜線を眺め るともなく眺 めていた。
死 を考えた自分 が嘘のようで もあり、他に 道はなかった ようにも思え る。自分で自 分が
よく掴めなか った。
「どう、み かんでも食べて みるかい？」
正枝が テレビの前か ら首だけ捻っ て訊いた。
「い いわ。それよ りテレビの音 、少し小さく してくれない ？」

「頭 に響くのかい 」
正枝はテレ ビを切ると、 初子の枕元に やって来て点 滴の目盛りを 確かめる。
「今日の 看護婦、点滴 の落ちが悪い ね。新米かし ら」
初子は 返事をするの もけだるく現 実がまだ薄皮 を被っている 。
正 枝が溜息をつ いた。
「よりによっ てこんな時に ……十年以上 兆候ひとつな かったんだろ 。……どう思 ってるの、
あんた」
この医 院に緊急搬送 された折りの 検査から判っ た妊娠だった 。正枝は当然 耕之輔の子供
だと 思っている。 初子の霞んだ 頭ではこれか ら起こってく る様々を思う だけで複雑す ぎた。
正枝はさら に大きな溜め 息をつくと、 時計を見た。
「早いと ここの病院ひ き払いたいん だけどね。古 臭くて窓も小 さいし……看 護婦は小生意
気なの が多いし…… 。近くの病院 なら動けるだ ろ？」
正 枝の頭は周囲 の視線から一 刻も早く逃げ 出すことらし い。
「病院から許 可はでてるの ？」
「そんな もの、こっち で決めればい いんだよ。病 院を移るだけ の話だもの… …」
その 頃、院長室では 午前の外来診 療を終えた小 太りな院長が 未決箱から取 り出した書類
を手 にメガネの事 務長と話して いた。
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「や っぱり偽名だ ったか！」
「保険証出さ ないわけです わ。最初から京 都じゃないと は思いました けどね。…… でもキ
ャッシュの前 払いですから 心配いりませ ん。……それ にしてもとん だ救急引受け たもんで
す。…… 家族も感じ悪 いし」
「ク ランケの悪口 はいかん」
「院長はおっ しゃいません からね」
「私のは批評 だ」
「これが 昨日山口から 送ってきた保 険証の写しで す」
軽 く受け取った 院長の目の色 が変わった。

ご 存じの方です か」

「山口県か。 ……長門湯本 ……坂戸耕之 輔……！」
「……？
「……う うん、いや知 らん」
院 長の額に深い 八の字が刻み 込まれていた 。
「旦那は来と らんのだな」
「何だかも めとる様ですな 。今朝もお袋 さんカンカン でしたから」
「……坂 戸耕之輔…… か」
睡 眠薬を飲む寸 前、初子は美 杉に電話を入 れている。が 、美杉は不在 だった。

浅 谷窯を出る前 、初子は美杉 に耕之輔との 経緯を電話し た。美杉の態 度はその時か ら冷
たかった。彼 にしてみれば 煩わしいこと になったとい うのが正直な ところだろう 。元々そ
ういう仲 なのだ。京都 に来ることに も美杉は反対 だった。その 反対を押して やって来たの
だが、 今度は電話に も出てくれな い。耕之輔へ の嫌がらせと美 杉への腹いせ が初子の中で
交錯 した。或いは 妊娠の兆侯が 精神的バラン スを崩させて いたかも知れ ない。そんな 自殺
未遂だった。
美杉に は直前の電話 で、このまま では大変なこと になる、とや や強迫的な伝 言が入れて
あった 。彼の事務所 の女の子が握 りつぶしたと も思えない。 なのに美杉は未 だ現われなか
った 。
いずれにし ても、妊娠が はっきりした のは、事件後 この病院に運 ばれて処置の ための検
査からで あった。分か ってみると、 強迫的な電話 が悔やまれた 。
初子が 待っているの は耕之輔では なく、やはり 美杉だった。 来てくれれば 何とかなると
いう ものではなか ったが、躯が 美杉を求めて いた。
初子には思 い当たる夜が あった。
上七軒 の宿でいつも のように美杉 と濡れた夜、 ふと彼の子を 抱く自分を思い 描いたので
ある 。
美 杉とは肉の繋 がりに過ぎな いと割り切り ながら、いつ か嫉妬したり 愚痴を言った りし
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てい る自分を意識 して可笑しく 思うことがあ る。躯の深ま りが思いの芯 へ浸透してい くの
だろうか。肉 の馴染みが調 味料のように心 まで染めてい くのかも知れ ない。
そんな場合 、心は躯の芯 のように思わ れた。
彼女は 最初、浅谷窯 の維持のため に美杉に近づ いたと自分に 言いきかせて きた。彼女の
欠点 はそれを耕之 輔や浅谷窯の せいにして、 自分を被害者 の位置に置き たがる点にあ る。
自分を内観し ようとする意 思はない。そ れが自分への「 甘え」である ことにさえ気 づこ
うとしなかっ た。
何時も のことが、何 時ものように 繰り返されて いく中で、そ の夜初子は初 めての経験を
持っ た。
それまで耕之 輔や美杉との 間に知ってい た、当然こん なものという頂 点をその夜は 越え
ていた。越え るというより 色の厚味が違 ったといった 方が当たって いるかも知れ ない。自
分が知っ ていることが 全てと考えが ちな彼女にと って、その夜 の遊泳は、未 知の世界への
驚き であった。
快楽を基点と してきたもの が、生殖本来 の祈りの姿に 深められた感 さえあった。
ことの後、 初子の方から 美杉に対して 優しい気持ち になれるのは 珍しいことで ある。
初子は 子供が欲しい と切実に思っ た。
夫 から子供を産 むことを拒否 された妻の行 き場のない本 能がそんなこ とを思わせた のか

も知 れない。
今、はっき りしない意識 の中で美杉を 求めているの を、初子は不 思議な神の意 志でも見
るように 振り返ってい た。
朝は晴 れていたのに 、昼を過ぎる と高雲りだっ た。高台寺山 の稜線だけが 見える窓枠に 、
一本 だけ松がいび つにその幹と 頭を出してい る。初子はい つか、それを 耕之輔に見た てて
いた。
あの松 は太陽を遮り 、土の養分ま で吸い上げて寄 り添う灌木を 枯らしてしま ったことに
気がつ いているだろ うか。
耕 之輔へのこだ わりは、そん な自分を駄目 にした男への 恨みと思いた かった。しか し、
越後の女との 仲を嫉妬する のは何故だろ う。耕之輔へ の嫉妬には血 のたぎりはな い。美杉
へ向けら れる嫉妬には 逆巻く肉の痛 みがともなっ た。
個室に 親子ふたりで 、終日顔を見 合わせている のは久しぶり のことだった が、別に話す
こと もなかった。 互いに相手を 計り合って迂 闊なことも言 えない。
「一寸、売店 へ行ってくる けど何かある かい？」
「母さん 、電話して変 な工作なんか しないでね」
「私 が何をするとい うの。お父さ んにあんたの 様子を報告し なきゃいけな いでしょ。お 父
さん だってそれは 心配してなさ るんだから」
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そ れならここの 電話を使えば いい、と言い かけて初子は やめた。空気 が変わるだけ でも
有り難い。
どう言って みても、この 母ならやるこ とはやるだろ う。
早晩、 だれの子供か は分かる時が くる。今一番 に連絡をとら なければなら ないのは美杉
であ った。
正枝が出て行 くと、初子は 個室の電話を 使って彼の事務 所に連絡しよ うと、起きよ うと
した。
部屋の 扉がノックさ れたのはそん な時だった。 返事がないの で、そっと扉 を開けて覗い
たの は美杉だった 。
「ひとりかい ……」
「今、電話し ようと思って いたところよ 」
そう言 おうとしたが 、急ぐとまだ 舌がもつれた 。
「ま た、何て思い 切ったことを するお人や」
言いかけたと ころに、正枝 が戻って来た 。
「何ぞ御用 でしょうか」
廊下か ら、個室に入 る美杉を見て 、引き返して 来たらしい。
「母 です。京都で お世話になっ ている美杉先 生」

初 子は交互に見 ながら引き合 わせた。
「過労でお倒 れになったと 聞いてびっく りしました。 でも、お顔の 色もおよろし いようで、
安心しま した。丁度お 電話頂いた折 にたまたま居 なくて、遅な ってしもうて 何のお役にも
立ちま せず申し訳あ りません」
後 の方は初子に 向いての言訳 だったが、初 子には実のあ るものとは思 えなかった。
「これほんの 気持ちだけで すけど、何か 果物でも買う てあげてくだ さい。どんな ことか分
からしま せんよって、 失礼とは思い ましたんです けど」
美杉が アクセントの おかしい標準 語を使うのを 初子は目を閉 じて聞いた。
「御 心配頂いて、 恐れ入ります 。娘から何時 もお噂は聞い ております」
正枝も余所 行きの言葉を 並べている。
「お母さ ん、何か飲み 物でも買って きて」
初子は 早く美杉にお 腹の子供のこ とを言いたか った。
正 枝が出て行く のを待って、
「どないした いうのや」
美杉が 屈み込むよう にして小声で 訊いた。
「ド アを閉めてきて 」と頼む。
案 の定、正枝は 扉の外で聞き 耳を立ててい た。
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「悪 かったな、生 憎留守してて 。びっくりす るがな。何が あったっちゅ うのや」
「驚かないで ね。……赤ち ゃんが出来たの よ。あんたの 赤ちゃんよ」
美杉の眉間 に一瞬険しい ものが走るの を初子は見逃 さなかった。
「言った でしょ。耕之 輔とはあるは ずもないの。 ……なのに居 留守使うんだ から」
「… …だから薬飲 んだって言う のかい」
「それは後で 分かったこと 。……あんた は冷たいし私… …どうしてい いんだか…… 」
「間違いない んやろな。… …いや妊娠し とるいうの」
「血液検 査で分かった の。……もう 逃げ出せない わよ、センセ イ」
美 杉は窓辺に立 って顔が見え ない。
「ま、その問 題はゆっくり 考えよう。… …お母さん、 何時まで京都に 居はるのや？ 」
「さぁ、…… どうして？」

……貴方の 子だとは言っ てないわ。言 えることじゃ ないでしょ」

「うむ、 いや。……相 談するにして もやなぁ…… お母さん、そ れ知ってはる んかいな？」
「言 って欲しい？
初子はその内 に段々腹立た しくなってき た。
「私、貴方 の奥さんにして 欲しいなんて 言うつもりは ないのよ」
「……そ れで？」
か なりの間があ って美杉が言 った。

「赤 ちゃんは産ま せて頂きます 。私の赤ちゃ んでもあるん ですから」
きっぱりと 言っていた。 そんなに強い 言い方をする つもりはなか ったのに、口 に出すと
強くなっ ていた。
「だか ら、まあ…… それについて は又……」
美 杉にとっては 突然降って湧 いた天災なの かも知れない 。身を立て直 すのが精一杯 らし
かった。
「だから 、つまり、そ れについては ゆっくり相談 しようと言っ てるじゃない か」
「ええ 、お願いしま す」
ど うしてこう切 り口上になっ てしまうのだ ろう。心のさ さくれ立ちが そのまま出て いる。
そう思った時 、初子の目に 初めて涙が込 み上げてきた 。

貴方が来てく れるのが…… 分か

「御免な さい。こんな こと言うつも りじゃなかっ たのに……」
「分か っているよ」
「私 には貴方が一 番の薬なのよ 、栄養なのよ 。分かる？
る？」
「ああ、 分かった」
正枝 が売店から帰っ てきた。
「何 にもないの。 こんな物でよ かったかしら 」
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「ど うぞ、お構い なく、すぐに 失礼しますか ら」
後は正枝と美 杉のとりとめ のない世間話に なっていた。 初子は目を閉 じて黙ってそ れを
聞いた。
先刻か ら頭が脈打ち 出している。 興奮から血圧 が上がったの かも知れなか った。今に又
あの 頭痛がくるだ ろう。

耕之輔が目 を覚ましたの は浜名湖の辺 りだった。
余程疲 れていたのだ ろう。新横浜 を通過したの は知っていた が、いつか寝 入っていたら
しい 。
阿紀と別れて きた思いが鼻 孔の奥に切実 に響いていた 。いくら椅子に 寄っても肩の 辺り
が頼りない。
阿紀は 今頃どの辺り だろう。東京 駅ホームでの 阿紀の真っ赤 な目が思い出 されて胸がつ
まっ た。
それでも列車 が名古屋駅を 発つと、やは り京都のこと を考えないわ けにはいかない 。あ
と一時間も すれば着くので ある。
睡眠薬 を飲み過ぎた だけと言いな がら、岳父は 電話の向こう で「人殺し！ 」と怒鳴った 。
確 かに夫として 落ち度も至ら ないところも 多々あるだろ う。しかし、 夫婦仲も最初 から

悪か ったわけでは ない。初子と も何度か話し 合ってきた。
服部家にも 度々アタック を試みて、結 局分かったの は、初子の意 見はすべて服 部家の考
え方であ り、すべて実 家の言いなり だということ だった。
朝起き て姿が見えず 、実家に訊く と京都に発っ ていた、とい うようなこと が何処の夫婦
にあ るだろう。
一度などは 、そう言いな がらまだ服部 家にいたこと もあった。
なかで も耕之輔が最 も我慢出来な いのは、京都か らの帰りが遅 れる言い訳に 、彼の作品
が売れ ないことをあ げつらうこと だった。
電 話口で「売れ ないなら帰る より仕方ない だろう」と怒 鳴ったことも ある。
耕之輔は色 々に武装して 萎えそうにな る心を支えた 。
清水の 話では義母の 正枝が看護に 発ったという 。明信でないの がせめてもだ が、来るべ
き時が 来た思いは同 じである。
列 車が鴨川の鉄 橋を渡ると、 耕之輔の覚悟 もおのずと決 まっていた。
京都駅八条 口は他人の顔 をしていた。 しばらく来な いうちに改装 されたらしく 案内所や
売店など も耕之輔の知 っているのと は別人の顔を していた。
「高 台寺下の津坂病 院……」
タ クシーを拾い 、電話で聞い ていた病院を 言ったが、運 転手は知らな かった。
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「近 くへ行けば分 かりますか」
「いや初めて 行くんだ」
「分かるかな ぁ、無線で訊 いてみましょ うか」
「いいよ 。近くまで行 って貰えれば 自分で捜すか ら」
会 ってどういう 顔をすればい いのか、ここ まで来てまだ 定まっていな い。
津坂病院は直 ぐに分かった 。古い洋館の 縦に長い窓に特 徴のある四階 建ての個人病 院だ
った。
受付で 訊くと部屋は 四階の奥とす ぐに分かった 。
間 口に比べ奥行 きはかなり深 かった。四階 の廊下を突き 当たりまで歩 く間、スリッ パが
ぺタぺタと鳴 った。
個室の扉は 硬かった。そ の音に正枝が 顔を出した。
「遅くな りました」
正 枝は返事の代 わりにぷいと 横を向いてい た。
初子はベッド で天井を向い たまま動かな い。
耕之輔は何 か言わなけれ ばと思いなが ら言葉が見つ からない。三 人がそれぞれ の思いの
中で白け ていた。
「コ ートくらい脱 いだらどうな の」

正 枝の声が震え ていた。言わ れて耕之輔は 初めてポケッ トから手を抜 いた。
「何の御挨拶 もないの？」
催促さ れて耕之輔は やっと妻に声を 掛けた。
「どう したんだ？」
耕 之輔の陳腐な 台詞に初子は 壁に向かって 寝返っただけ だった。長い 沈黙に耐えら れな
いように正枝 が口を開いた 。
「結構な 御挨拶だこと 。これでも夫 婦なのかねえ 。……何処か ら引き返して きたの？」
「新潟 です」
耕 之輔は隠さな かった。
「まぁまぁ、 それは御苦労 さまでした」
それで も耕之輔は黙 っている。
重い沈 黙を破ってく れたのは早い 配膳の明るい アナウンスだ った。
「今 夜、ゆっくり 話します」
「私は聞きた くありません よ。お父さん だってそりゃ 怒っていなさ るんだから」
「そうで しょうね」
耕之 輔の言葉は大人 しかったが、 開き直った感 すらある。
「お 母さん、帰っ て貰ってよ」
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初 子が初めて口 を開いた。彼 女が最も恐れ ているのは正 枝の口から不 用意に妊娠の 話が
出ることだっ た。いずれ分 かるにしても、 少しでも長く 耕之輔を苦し めておきたい 。それ
が初子のせめ てもの復讐だ った。
「もう退 院できると思 うの。訊いて みて頂戴。こ こ感じ良くな いし……」
正 枝に言われ耕 之輔は個室を 出てナースセ ンターに行っ た。
「担当の先生 にお会いした いのですが… …」
「ご主人さま ですね。院長 がお待ちして おります」
意外な 展開だった。 院長室を訊く と若いナース は直ぐに連絡 してくれ「係 りの者が迎え
に参 ります」とい う。義母のい う感じと違っ ていた。
院長は還暦を 過ぎた丸顔の 男だった。耕 之輔が「ご迷 惑かけました」 と挨拶をする のに、
人懐かしく受 け止め笑顔で ある。
「ま、何 ごともなくて 宜しかった」
と ナースを振り 返り領いている。「どうだ、 俺の言った通 りだろう」と 言う顔だ。院長 の
話では元々致 死量には隔た りがあったら しい。
「しかし、 あの薬は常用し ない方がいい んですがね」
「お恥ず かしいですが 、知りません でした」
「と ころで、一応 の処置は終わ りましたが、 これからどう しなさる？」

耕 之輔は相手か ら先に切り出 されホッとし て正枝たちの 退院の意思を 伝えた。院長 も簡
単に了承して くれた。
「お帰り になれば係り 付けの医者も おありでしょ うから……そ れとも京都の 病院を紹介し
ますか 」
耕 之輔には正直 に答えるしか なかった。
「事情があり まして、今の 私には殆ど発 言権がありま せん……」

囲碁と言 いますと…… 」

「……ら しいですな。 聞きました。 ……ところで あんた囲碁は なさらんです か」
「はあ ？

往診が あります」

間 髪をいれず側 のナースが遮 った。
「院長センセ イ！

院長は 酒脱に笑い、 わざとらしい ウインクを返してきた 。「これ だからね」という目だ。
耕之輔 は好意以上の ものをこの院 長に感じてい た。
「お 互い苦労しま すな」
この二人夫 婦なのだろう か。それにし ては年齢差が あり過ぎる。

いえ 、私には…… 」

「ところ で美杉さんと はお古いの？ 」
「美 杉さん？

「あ そう、そんな らいいんです 」
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四 階の個室へ戻 ると待ってい たのは正枝の 話合い拒否の 宣告だった。
「お話がある のなら帰って お父さんにして 頂戴。あたし も疲れてるの 。まさか『橘 』に泊
るんじゃない でしょうね」
「いけま せんか」
「断 るように橘に も言ってある わ」
「じゃ、余所 を探します」
それは耕之 輔にも好都合 だ。
病院を 出ると外はも う真っ暗だっ た。高台寺下 から祇園に向 って歩きなが ら耕之輔の頭
はむ しろ清々して いた。ここま で来れば迷う ことなど何も ない。服部家 と縁を切って 阿紀
との道を進む だけだ。気が つくと八坂神 社の側にきて いた。急に空腹 を覚えて馴染 みの鮨
屋の暖簾をく ぐっていた。
「これは お珍しい。お 久し振りのご 上洛ですか」
主 人は明るく迎 えてくれた。 先代の器作で 揃えられてい る。式台の向 うの棚にビッ シリ
と並んでいる 前に座って耕 之輔は思わず 涙ぐみそうに なっていた。 自分を不義の子 と知り
ながら可愛 がってくれた父 がそこにいる 。
「冷やで いきますか、 カンにします か」
「取 り敢えず冷や で……それか ら何か腹の足 しになるもの を頼む……」

「畏 まりました。 ……ここのと ころ、奥様に ご贔屓になっ ております。 先日も美杉先 生と
お出かけ戴き ましたばかり です」
「美杉… …？」
先刻も 院長室で出た 名前だった。
「和 服の方で有名 な……美杉春 彦先生ですよ 」
主人は屈託 がない。
和服と 聞いて耕之輔 は阿紀の着物 の話を思い出し ていた。
この夜 、耕之輔は久 し振りに悪酔 いした。主人 にホテルの予 約を頼んだま では覚えてい
るが 後は全く記憶 がない。目を 覚ましてもこ こが何処だか さっぱり分ら ない。鏡前の 案内
を見て河原町 四条裏手のビ シネスホテル と知れた。
とにか く阿紀に電話 しなければな らない。
「その お声、お飲み になったのね 。昨夜の内に 電話あるかと 待ってました のよ」
「御 免……時間が 時間だったも のだから…… 怒ってる？」
「あきれてま す。……夢を 見ました。お 腹をすかして うなってるの 」
「誰が… …？」
「さ ぁ、誰でしょう 。夢だから忘 れたわ」
耕 之輔は昨夜聞 いた美杉なる 男の名を思い 出していた。
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「昨 日、東京へ向 かう新幹線で 言っていたね 。君の作品が 置いてある呉 服屋……」
「吉竹さん… …？」
「吉竹か…… 確か河原町四 条だと言った よね」
「そうで すけど、どう して？」
「い や、この近く だな、と思っ て」
「いらっしゃ っても無駄よ 。ほんとにウ ィンドーなどな い横町のしも た屋ですから 」
屋号さえ確 認できればそ れでよかった 。
その前 に津坂病院へ 行かなければ ならない。

いたら 代ってくれない か」

冷 蔵庫の缶コー ヒーを飲んで 清水に電話を 入れると、出 たのは意外に も久美子だっ た。
「こんなに早 くどうしたの ？」
「清水さんに 朝のお弁当持 ってきたの」
「それは 悪いなぁ」
「お 義兄さん、今 何処なの？」
「京都だよ。 京都のホテル から掛けてる 。清水いるか い？
一瞬の間が あって、
「早く帰 っていらっし ゃった方がい いわ」
と 早口な久美子 の声がした。 声を殺した言 い方だ。代っ て出た清水も 同じことを言 った。

「ど ういうことだ 。何か起こっ てるのか？」
「ええまあ。 ……出来るだ け早く帰って きて下さい」
明信が 来ているのに 違いない。
朝の病 院は変に湿気 を感じさせる 蒸し暑さだっ た。ベッドを 載せるための 長方形のエレ
ベー ターは変に不 吉なものを予 感させる。
四階で降り ると、廊下の 正面の縦窓か ら朝日が白け るほど長く伸 びていた。
耕之輔 が重い足どり で個室に向か いかけた時、扉 が開いて出て くる人影があ った。
背の低 いずんぐり太 った男だ。男 は背広を着て いたが、如何 にも和服を扱 いそうな男に
見え た。
男は擦れ違 う時、耕之輔 に深すぎる会 釈をした。ポ マードの強い 匂いに美杉だ な、と直
感した。
耕之輔 からはかなり 見下す背の低 さである。
扉 の前で振り返 ると、男も振 り返ったとこ ろだった。
初子はガウ ンを着て窓辺 に立っていた 。正枝もチラ と耕之輔を見 たまま口を開 けない。
「気分は どう？」
「… …」
「ど うぞ、お引き 取り下さい」
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代 って正枝が答 えた。昨日と 違って沈んだ 言い方だった 。
「どうぞ、お 引き取り下さ い」
正枝は同じ 言葉を繰り返 した。
取り付 く島がないと はこういうの を言うのだろ う。正枝は涙 さえためてい るようであっ
た。
「退院出来そ うかい？」
耕之輔は初 子に水を向け たが、初子は 背中を見せた まま、擦り抜 けるようにし て個室を
出て行っ てしまった。
正 枝の様子が一 変したのは、 初子の妊娠を 、それも美杉 の子供である ことを知った ショ
ックからだっ たが、勿論耕 之輔に分かる はずもない。
耕之輔は仕 方なく個室を 出て会計に顔 を出し支払に ついて聞くと 、又、思わぬ 展開が待
っていた 。〝院長に会 ってくれ〟と いう。しかし 、その院長は 昼まで外来で 無理だという 。
表に 出ると、河原 町四条に向か っていた。
冬の空は晴れ わたっていた が、その分鴨 川の風は冷た い。
開けたばか りの喫茶店に 入り、電話帳 を借りて調べ ると呉服卸「 吉竹」の住所 はすぐに
分かった 。
表 通りを三条に 向け五十米ほ ど先の路地を 右に折れると 、その家はす ぐだった。

教 えてくれたの は、先刻病院 で擦れ違った 男だった。
耕之輔が見 たのは、軽く 頭を下げて格 子戸を出てく る美杉である 。かなり隔た っていた
が体型か ら直ぐに先刻 の男とわかる 。オーバーの 衿を立てる仕 草にも和服を 扱う者の習性
がしみ ついていた。
美 杉は歩きかけ 、耕之輔を認 めて、一瞬戸 惑い、逆に歩 き出そうとし たが、それも わざ
とらしいと思 ったのか、短 い首を衿に埋 めるようにし て近づいてく る。
耕之輔 もそのまま歩 いて行った。
この野 郎、今度も擦 り抜ける気か 。
至 近距離に迫っ た時、耕之輔 は脚を止めて いた。
「美杉さんで すね」
思わず 威圧する言い 方になってい た。男は答え ない。
美杉の 目玉がキョロ キョロと短く 動いているの を確認すると 耕之輔はすぐ 横を擦り抜け
てい た。
耕之輔はそ のまま振り向 かなかった。 暫くして小走りに駆け去る 足音がした 。「吉竹」は
阿紀のい う通り、いか にも京都らし いしもた屋だ った。格子戸 に格子窓で壁 板の焦げた感
じが 如何にも時代物 だ。
格 子を開けると 暗い奥でベル が鳴るのが遠 く聞こえた。
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「は いよ」
意外に近く、 すぐの襖から 男の顔が現われ た。
「こちらに小 千谷の藤波阿 紀さんのお作 があると伺っ てきたのです が」
坊主頭 の主人らしい 男は狐につま まれたように キョトンとし ていた。
耕 之輔が改めて 名刺を差し出 すと、やっと 正気に戻った ように口を開 いた。
「不思議なこ ともあるもの ですな。ほん の今、キャンセ ルが出て、困 っていたとこ ろです
よ」
「キャン セルですか」
「ま 、お掛け下さ い。実はさる お方から頼ま れまして、も う仕立てに出 ているのです 。ま
だだったら一 寸待ってくれ ないかと、そ れもほんの今 ……」
「美杉さんで すね」
「よく御 存知で……。 これから縫い 子さんの処に 電話しようと 思っていたと ころです」
高 台寺下の病院 へ引き返しな がら、耕之輔 は次第に覆っ てくる空ろな 気持ちをもて 余し
ていた。
「あれを観 ておこう」
耕之輔 はひとりごち て角屋の前の 信号を北へ渡 った。正面に 見える「何必 館」と書かれ
た間 口の狭い美術 館には香月泰 男の作品が常 時一、二点は 陳列してある 。

傾 きかけた心を 立て直すには 香月泰男に会 うのが一番だ った。
香月の作品 は以前にも見 た、艶を消し た墨色の上に 三日月を描い た絵だった。 耕之輔は
その前で 祈る気持ちに なっていた。 何を祈るでも なかったが、 経緯を報告し て香月に許し
を乞う ていた。
三 階に上ると山 口薫の部屋に なっている。 入った処に詩 が貼ってあっ た。
小雪さらさ ら
どうに かなるだろう
耕之輔 は何度も口の 中で繰り返し ながらホテル ヘ戻ってきた 。
午 後の列車で発 てば夕方には 長門湯本に着 ける。
部屋に入る と、自然に電 話に向かって いた。
阿紀は なかなか出な かった。諦め て切ろうとし た時、やっと掛 かった。
「仕事 中だった？」
「い いの。いざり 機に座ってい る時は、出る のに少し時間 がかかるけど 我慢して下さ い。
……今どちら から？」
「まだ京 都だけど、午 後の列車で山 口に帰るよ」
「も う退院なさって 大丈夫なの？ 」
「帰 るのは一人だ よ。それより 、今、香月泰 男先生の絵に 会ってきた。 その美術館に 山口
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薫と いう画家の詩 があってね。 ……小雪さら さら、どうに かなるだろう ……」
「もう一度教 えて……」
「小雪さらさ ら、どうにか なるだろう」
「小雪さ らさら、どう にかなるだろ う」
電 話の向こうで 阿紀も繰り返 していた。
「今、こちら は小雪さらさ らよ。起きた 時からずっと同 じように降っ ているの」
「そう。そん な中で、機に 向かっている んだ」
「ひとり 寂しくね。… …ウソよ、私 の中には誰か さんがいます もの」
「あ りがとう。そ う言って貰う と元気が出る よ」
「奥様と…… ？」
「家内は僕に は口も利かな い。彼女の父 親と話すこと になるだろう 。でも、心配 すること
はない、 言うだけのこ とを言うだけ だ」
「… …小雪さらさ ら、どうにか なるだろう」
「そう、どう にかなる。長 門湯本に帰っ たらまた電話 する」
「列車でゆ っくりお休みに なれるといい けど……」
電話を 置くと阿紀は 窓辺に立って 行った。
白 一色の世界に 小雪は相変ら ず音もなく沈 んでいた。

「小 雪さらさら、 どうにかなる だろう」
耕之輔は何 も言わなかっ たし、阿紀も 避けてきたが 、今一番考え なければなら ないのは、
耕之輔の これからのこ とだった。浅 谷窯が妻の実 家に負うとこ ろが大きいの は話の端々に

負債は？

それが彼にど う覆いかぶさ ってくるのか 、具

出てい た。彼は別れ ると言ってい るし、事実そ のように動いて くれている。 しかし、別れ
た後 どうなるのか 。浅谷窯は？

体的には全く 分かっていな かった。愛と いう名の元に 私は、耕之輔 の陶芸家とし ての命を
断とうと しているので はあるまいか 。
東京駅 で別れてから ずっと考えて いるのはその ことだった。
私 は耕之輔のこ とを考えてい るようで、実 は一番耕之輔 の脚をひっぱ っているので はあ
るまいか。窮 地に追い込ん でいるのでは ないか。
雪はレ ースの幕を下 ろすように降 り続いていた 。

耕 之輔は、八坂 から高台寺下 へのだらだら 道を上りなが ら、機に向か う阿紀の姿を 思い
浮かべていた 。
小千谷 で見てきただ けに、小雪の 降りしきる周 囲の情景まで 想像出来る。静 寂の雪の中
に、 トン、トン、ト ンと横糸を締 めるリズムま で聞こえてく るようであっ た。
昼 になっても院 長の診療はな かなかに終わ らなかった。 待合室のベン チで待ってい ると、
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院長 は直接外来の 診察室から現 われた。皮の ジャンパー姿 である。
「道の向こう に安くて旨い トンカツを食わ せる店がある んだ」
如何にも親 し気な言い方 だった。
そのト ンカツ屋はい かにも大衆食 堂という感じ で、客もタク シーのドライ バーが目立つ
店だ った。
院長はカウン ターに割り込 むように座る と、
「いつもの二 つ。いいだろ あんたも同じ で？」
と有無 を言わせない 。
「あ んたが来るの を待っとった んだよ」
「遅くなって 申し訳ありま せん」
「なんだって ネ。越後に女 が居るんだっ て？」
耕之輔 はムッとして にらみ返して いた。
「あ の親娘を見と ると無理もな いと思うが、 ま、そんなこ とは私の知っ たことじゃな い」
辺り構わぬ蛮 声に耕之輔は へき易したが 、大勢の声に 消され誰も聞 いている風はな い。
「ところで どうするね奥さ ん」
耕之輔 には何を訊か れているのか 分からない。
「高 齢出産という こともあるが ……僕は考え た方がいいと 思うんだ。… …それにあん なこ

とが あった後だし 」
「待って下さ い。妊娠して いるというこ とですか」
「なんだ 。まだ知らん のかい」
「…… ！」
耕 之輔には衝撃 であった。他 の男と通じて いたというこ とより、初子 がそこまで子 供を
欲しがってい たのか、とい う衝撃だった 。
「これは 医者というよ り、お父さん の友人として の意見だが… …」
「えっ 、父を御存知 なんですか」
「そ うだよ。囲碁 では随分お相 手させて貰っ た。最初は碁 会所で会って 、京都に来ら れる
度に……」
「そうで したか。ひと り碁盤に向か っている父は よく見かけま したが……」
「あん たは確かＡ型 だったよな血 液型？」
「そ うです。それ も父から？」
「知ってたん だね、あんた も？」
津坂院 長が初めて見 せるしんみり した顔だった 。
「誕 生のことは、中 学に上がる頃 には知ってお りました」
耕 之輔は正直に 答えた。
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「父 が先生に相談 申し上げたの でしょうか」
「お父さん、 あんたのこと はえろう気にし ておられた」
そこにまだ 油が小さく飛 び跳ねている トンカツ定食 が現われて話 は中断された 。
舌を焼 きそうなトン カツにたっぷ りついた洋芥 子を塗って耕 之輔は余りの 辛さに涙しな
がら 食べた。
院長も額の汗 を拭きながら 食いついてい る。
「どうだ、う まいだろう」
「父もこ れを食べたの でしょうか」
「だ から連れてき たんじゃない か。負けた方 がおごる約束 で、お父さん には随分おご らさ
れたもんだ。 その敵討ちじ ゃないが、今 日はあんたの おごりだぞ」
「畏まりまし た。よろこん で……」
耕之輔 は久しぶりに 温泉に浸って いるような平 安を覚えてい た。
先 代の話に戻っ たのは帰りに 寄った喫茶店 だった。
津坂院長の話 では、十年ほ どの付き合い だったという 。清水坂の碁 会所で偶然会い 、互
いに何か認 め合うものがあ ったのだろう 。定宿が同じ 高台寺下とい うこともあっ て、先代
が京都に 出てくる度に 碁盤を囲む仲 になったとい う。
「お 父さんの碁は 奇麗な碁だっ た」

院 長は思い出す ようにしみじ みと言った。
「先刻の話で すが、……血 液型の違いで 父も知ってい た筈です」
「勿論知 っておった。 お父さんは自 分で自分に誓 いを立てられ たんだ。生涯 、口には出す
まい、 と。……何故 だと思う？」
「僕 もそのことは ずっと気に掛 かっていまし た。教えて下 さい」
「あんたが可 愛かったから さ。お父さん はあんたを真 から愛してた んだよ。間違 いから生
まれたあ んたをだぞ。 ……この気持 ち分かるか！ 」
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院長も 心なしか興奮 しているよう に見えた。
「そ れがお父さん の悦びでもあ り、悲劇でも あった、とわ しは思ってお る。何しろ業 のす
べてを自分の 中に封じ込め てしまったん だからな。墓 の中までだ。 ……いや、そ れだけじ
ゃないか も知れん。家 にも幾つかお 父さんの器を 頂戴しとるが 、わしはあれ を見とると涙
が出て くるんだよ。 お父さんとい う人は、土の なかに自分を 封じ込めてき たんだ。あの茶

」

碗や 皿の一つ一つ に押し込めて 生きてきたん だよ。あだや おろそかに出 来たものじゃ ない
ぞ。……あん たにお父さん の真似が出来 るか

?

