白い波 濤

神戸か ら明石にかけ てひどい渋滞 に巻き込まれ た典子と阿紀 の車は、瀬戸 内の島々がシ
ルエ ットの輪郭を 金色に輝かせ 始めた夕方、 やっと淡路島 へのカーフェ リーに乗り込 めた。
「私にもあっ たなぁ。胸はず ませて恋人に 会いに行った 日が……」
遠い昔を振 り返るように 典子が言う。 女二人のドラ イブは互いに かなり突っ込 んだ打ち
明け話を 披露するまで に親しくなっ ていた。
「前 の晩にわくわ くしながらお 弁当作ったり して」
「その方が後 の旦那さん… …？」
「ああいうの も旦那って言 うのかしら。 ま、旦那には 違いないか。 早いわねぇ、 娘が十四
だから、 もう十五年も 前の話よ」
典 子は久しぶり に見る海の夕 日に感傷的に なっている。

「デ ートは何処へ ？」
「思い出させ ないでよ」
「もう今 のお仕事して らしたんでし ょ」
「そう 正看護婦に成 りたて。患者 に献身的な医 者は全ての面で 聖者だと思っ ちゃってたの
ね。 ……津坂院長 にその話した ら、そこまで バカだとは思 わなかった、 ですって。バ カは
自分でも分か っているけど 」
阿紀も ポットのコー ヒーを飲みな がら笑った。
「津坂 先生、奥様亡 くされてお独 りなんですっ て？」
「あ れは駄目。あ んな堅物知ら ない。あれこ そ大バカのコ ンコンチキだ わ」
「こんなにい い女が直ぐ側 に居るのにね ぇ」
「そうよ 、バカにしく さって。あら 、私としたこ とが、お里が 知れるわね」
大鳴門 橋を渡る頃に は、冬の陽は 完全に落ちて 、点滅する灯 の人工曲線だ けが闇に輝い
てい た。
「まるで満艦 飾の豪華船み たい」
典子は 深呼吸するよ うに大声を出 したが、阿紀 は耕之輔のこ とを考えていた ので、生返
事を 返しただけだっ た。
「見えないだけで、この下では鳴門の大渦潮が逆巻いてるのよね、私のお腹の中みたいに」
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「あ ら、胸の中じ ゃないの？」
「この年にな ると、残念だ けど、お腹の中 なのよ」
徳島の町に 入ると、国道 は勤め帰りの 車で渋滞して いた。予約し ておいたホテ ルに着い
たのは七 時少し前であ った。
耕 之輔はまだ着 いていない。
フロントでチ ェックインを 済ませると、 阿紀は典子を食 事に誘った。
「有り難う。 でも、そうも してられない の。今直ぐ引 き返しても京 都に着くのは 十一時近
くなるの よ」
「泊 まって頂くわ けにはいかな いの？」
「とんでもな い。明日は日 勤。それに車 を院長に返さ なきゃならない し……」
どう勧めて も、典子はお 茶とケーキだ けしか頼まな い。阿紀と耕 之輔のふたり だけの晩
餐への配 慮に違いない 。
「で も、お腹すく わ」
「途中でラー メンでも掻き 込むわよ。そ れとも我慢し て、院長に夜 食付き合わせて 誘惑し
ちゃおうか 」
駐車場 で典子の車を 見送って、部 屋に入ると、 疲れがドッと 吹き出した。
昨 日、京都に着 いてからのこ とが夢のよう だ。阿紀は気 持ちを立て直 して、津坂病 院へ

お礼 の電話を入れ た。
宿直に掛か ったらしく、 切り替えられ てから暫くし て津坂が出た 。阿紀が引き 続いての
礼を述べ 、典子に食事 もさせないで 引き取らせた ことを詫びる と、
「いい のいいの。あ んたは耕之輔 君のことだけ を考えてればい いんだよ」
典 子と同じこと を言う。
耕之輔はな かなか着かな かった。
何か事 故でもあった のではなかろ うか。急用でも 出来たのなら 連絡があるは ずだ、と時
計を見 ると、もう八 時を二十分も 回っている。
昨 日から余りに 幸せだっただ けに、不安と ともに、不吉 な予感が走る 。平安神宮で 初子
に会ったこと も何か運命の 予告ではなか ったかと気に なった。
窓辺に 立つと、意外 に近く、大き な黒い塊が迫 っていた。目が 馴れてくると 、どうやら
城山の 茂みらしい。 それにしても 盛り上がるよ うに迫る大楠 の枝々に、霜 ふりのように薄
白く 見える短冊は 何だろう。分 からないだけ に不吉を感じ させる白い群 れだ。
電話が鳴っ たのは、そん な時だった。
電話は フロントから で「お連れ様 がお見えにな りました」と 言い、代って耕 之輔が出た。
「今 着いた。直ぐに 行っていいか な」
こ んなに心配さ せておいて何 を呑気なこと 言っているの 、と思いなが ら、耕之輔の 配慮
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が嬉 しかった。
気がついてみ ると、着物も 荷物もそのまま だった。今さ ら手遅れだと 諦めて鏡を見 ると、
男を待つ女の 顔がそこにあ る。
「あんた 、現金過ぎる んじゃない？ 」
耳 を澄ましたが じゅうたんの 廊下に足音は 無かった。
突然、チャイ ムが鳴り、返 事の前にノブ が回った。
「やぁ、遅く なって……」
ボスト ンバッグを下 げて入ってき た耕之輔に、 阿紀は思わず 息を呑んだ。
頬 が削げ、鋭い 目が落ちて辺 りに隈ができ 、顔も浅黒く 、肌に艶がな い。目の底だ けが
光っている。
「待った？」
声だけ が以前の優し い耕之輔だっ た。阿紀は一 瞬声を呑み、 後に言葉が続 かないままバ
ッグ を受け取った 。
その肩を耕之 輔の鬼手が掴 んで引き寄せ た。
耕之輔の強 い力に任せな がら、阿紀の 躯は重心を失 いそうだった 。胸の厚みは 以前の耕

」

之輔だっ た。その懐か しさに酔う前 に、阿紀は耕 之輔が直面し ている苦労の 厳しさを思い
知ら されていた。

「会 いたかったッ

耕之輔の率 直な吐息を耳 端に感じなが ら、阿紀はう かつにも彼の 苦労を何処か 遠くに考
えていた 自分を恥じた 。この人はこ んなにも苦し んでいたのだ 。
ようや く離れると耕 之輔が言った 。
「食 事はまだだね 」
「ええ。…… お疲れになっ ているみたい 。ホテルの中 で軽く済ませ ましょう」
「昨夜は 寝られなくて ね」
耕之輔 は遅くなった 理由をそんな 風に説明した 。
ハ ンカチで耕之 輔の唇につい た口紅を拭う 。
今夜は私の 胸の中でゆっ くり休ませて あげなければ 、と思う。阿 紀は、夕暮れ 近く、疲
れ果てて 帰って来た息 子を迎える母 親の顔になっ ていた。
私に今 出来るとすれ ば何があるの だろう。
エ レベーターの 中でも、耕之 輔は唇を寄せ てきた。
阿紀は軽く 応えながら、 何か焦ってい る耕之輔を感 じていた。こ の人をここま で追い込
んだもの は何なのだろ う。そんなに も急迫した事 態が襲ってき ているのだろ うか。削げた
のは 頬だけではなさ そうである。 心のぜい肉を 全て落とした 感じだった。 必死なものが 押
して くる胸板に出 ている。
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ふ たりは一階の レストランに 入った。
「何になさる ？」
「僕は軽いも のがいいな。 貴女はお腹空 いてるんでし ょ、僕に構わ ずやって下さ い」
「私も軽 い方が有り難 いわ」
結 局、二人とも ビーフシチュ ーを注文した 。
親しい間柄で も、久しぶり では馴れるの に時間が掛かる 。何処か他人 行儀で、互い にそ
の距離を計り かねていた。 阿紀はせめて 今夜だけは深 刻な話になら ないように気 を配りた
い。

昨夜も遅く に電話を貰っ てね、僕には もったいない人 だって言われ たよ」

「京 都では津坂先 生に随分お世 話になりまし た。おっしゃ る通り素晴ら しい方でした わ」
「……だろ？
「あら……ど なたのことで しょう」
「僕より は二枚も三枚 も上だって」
「私 には、耕之輔 さんに何でも 教わるといい 、っておっし ゃってたわ」
「テキは狸爺 だからな。… …僕はここの ところ毎晩、 電話でお説教 されてるんだよ 。作陶
にしろ、世 の中のことにし ろ、ふた言目 には、甘いっ て言われてね 。あれはお説 教という
より洗脳 だな。反論し ようにも、反 論の仕様もな い。つくづく 自分の甘さを 思い知らされ
る。 毎回こころの 革命に遭って るみたいだよ 」

「期 待していらっ しゃるからよ 」
「有り難いこ とだけど、出 てくる言葉は 厳しいからな 。君には何と 言ったか知ら ないけど、
文字通り 罵倒だからね 」
あの津 坂のことだ、 かなりひどい ことを口にす るに違いない 。
か なり時間が掛 かって、出て きたシチュー にも耕之輔は あまり食欲を 示さなかった 。
疲れだけで はなく、何処 か躯が悪いの ではあるまい か。阿紀は、 その落ちた目 の黒い隈
に不吉な ものを感じて いた。しかし 、目の底に光 るものは以前 にも増して透 明である。そ
れが唯 一の救いだっ た。
「初 子に会ったん だって？」

その方な ら、初子さん とおっしゃっ て頂きたいわ 」

話の途切れ たところで、 耕之輔がぽつ りと言った。
「平安神 宮で会った方 ？
「…… ？」
「私 の方が貴方の 近くに居るつ もりよ」
「もちろんだ よ。そうか。 そうだよな」
あんな 人に耕之輔を 任せておくわ けにはいかな い。今まで、 他人を不幸に追 い込むこと
の罪 に苛まれてきた 分、肩が軽く なっていた。
「一 度は、ゆっく り話さなけれ ばと思ってい たんだ」
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「こ んな処でお話 しになること じゃないわ」
「それはそう だ」
耕之輔はそ れほど多くな いシチューを 半分残した。 昼が遅かった から、と耕之 輔は言い
訳したが 、阿紀には尋 常なこととは 思えなかった 。
彼 が直面してい る窯の問題が どんなに大変 なことなのか 阿紀には見当 もつかない。 実態
を早く知りた いし、彼のた めにも聴いて あげたいと思っ たが、それよ り先に今夜は 休ませ
てあげること だった。
「コーヒ ーを頼もう」
耕 之輔が言うの に、阿紀は首 を振った。
「今夜はお休 みにならなけ れば……」
「コーヒー飲 んだって眠れ るさ」
阿紀は 同じように首 を振って立ち 上がっていた 。
何 がここまで、 彼を苛立たせ ているのだろ う。もし、そ れが蝕むもの への自覚だっ たら
直ぐにも対処 しなければな らない。以前 の飲み過ぎを 考えると肝臓 ということが考 えられ
る。そう思 って見ると、顔 色の悪さが死 ぬ前の父に似 ていた。
肝硬変 は、阿紀には 父を奪い去っ た怖い悪魔で ある。子供心 に植えつけら れた恐怖は今
もこ びりついてい る。

気 のせいか、食 事を済ませて 部屋に戻ると 、目の力も薄 れている気が した。
しかし、喋 ることは相変 らず情熱の塊 である。作陶 にかける夢は 飛躍しながら 刺々しく
さえあっ た。吐き出し たい思いの、 言葉にならな いもどかしさ が、時々、渇 いた咳になっ
た。
阿 紀は返事の代 わりに指の先 で削げた頬を などる。出掛 けに剃った跡 はそこだけが 生き
ているように ジャリジャリ と成長し続け ていた。
「津坂院 長からふた言 目には、志が 低い、と言わ れた。志はも っと高く持た なきゃいかん 、
現代の 作家なんか相 手にするな、 そんなレベル の問題じゃ駄 目だ。高い古人 のエネルギー
に学 べ。……それ はよく分かる んだが、そう は言われても 、やはり焦る んだ」
「耕之輔さんはもっと出来るのに、自分でこの程度と勝手に決めてるとおっしゃってたわ」
「そうな んだ。無器用 を盾に逃げて いる。確かに そうだ。甘え ていた、自分 に甘えていっ
た…… 」
「折 角の才能を惜 しんでらっし ゃるのよ」
沈黙が続い ていると思っ たら、寝息に 変っていた。
耕之輔 は浅谷窯の現 実については 何も口にしな かった。しか し、彼を追い詰 めているの
は、 目の前に迫って いるこの問題 に違いない。 口にしないだ けにその深刻 さが窺える。
鳥 ガラのように 眠る耕之輔の 肩から、そっ と手を抜くと 感覚がなかっ た。研ぎ澄ま され
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た神 経は、眠りの 中でも、こよ りのように立 っているらし く、時々眉間 にけいれんを 走ら
せる。交通事 故を目の前に して、手の下し ようがない残 骸に当惑して いるのに似て いた。
どうすれば いいのでしょ うか。神さま お教え下さい 。
阿紀も 疲れていたの だろう。目を 醒ますと直ぐ 傍に耕之輔の 顔があった。 頬にキスを受
けて 目を醒ました らしかった。
「……？」
昨夜の耕之 輔とは別人に 見える。
「御免、 起こしてしま ったな」
「寝 られないの？ 」
「いや、よく 寝たよ。習慣 なんだな、こ の時間になる と必ず目が醒め る」
窓の隙間に 白い夜が明け ようとしてい る。時計を見 ると五時過ぎ だった。
「いつも こんな時間に お起きになる の？」
「う む、寝る時間 が惜しくて仕 方ない。やら なければなら ないことが有 り過ぎる」
「躯を壊した ら元も子もな いわ」
「大丈夫、 僕は躯だけは恵 まれてるから ……」
言いな がら包むよう に胸の上にの しかかってい た。
「疲 れていらっし ゃるのに…… 」

そ んな阿紀の言 葉も厚い胸板 に消されてい た。
後は阿紀に も覚えがない 。何処にこん な力が残って いたのか、耕 之輔の力に翻 弄されな
がら、阿 紀には不思議 でならなかっ た。何がどう なっているの か分からない 中で、悦びと
充実だ けが阿紀を満 たした。耕之 輔に無理をさ せてはいけない という理性な ど何の役に立
たな い陶酔の時間 だった。
阿紀が再び 目を醒ました 時、視野の端 に入った受話 器に赤いラン プがついてい た。

赤いラ ンプはフロン トからのメッ セージである 。
耕 之輔はまだよ く眠っていた 。
それにして も何のメッセ ージだろう。 耕之輔に急用 でも出来たの か。
時計を 見ると九時を 大きく回って いる。今度は こんな時間まで 寝ていた恥ず かしさに身
が縮ん だ。
幸 いフロントは 空いていた。
「済みません 。メッセージ が入っていた のですけど」
阿紀が キィを見せる と、フロント の若い男は事 務的な声で告 げた。
「お 客さまがお待ち です」
「お 客さま……？ 」
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「そ ちらのコーヒ ーハウスにい らっしゃいま す」
ガラス越しに 女性の肩が見 えた。
入っていく と、女の方で 振り返った。 見た顔だった 。
「お忘れ ですか。浅谷 窯でお会いし ました……」
「あ あ、あの時の ……たしか」
「……服部久 美子と申しま す。……お義 兄さんは？」
「今、お起こ しして参りま す」
「いえ、 いいの。却っ てよかったわ 。先に貴女と 二人だけでお 話出来たらと 思ってました
の。 ……どうぞ、 お掛けになっ て下さい」
「何か急用で も？」
阿紀は向か い合って座り ながら訊いた 。
「いいえ 、お義兄さん が心配になっ て来ましたの 」
「や っぱり……お 躯お悪いのね 」

ここのとこ ろもののけに 憑かれたよう に、尋常

法廷で判決を 聴く被告のよ うに阿紀は思 わず身構えて いた。
「お義兄さ ん、ひどく疲れ てたでしょ？

じゃない んです。ロク に寝ないし、 仕事場に入り びたりで食事 もすすまない し……一昨日
も一 睡もしていな いの。それで ここまで車運 転してくるっ て言うんです もの、私たち 反対

した んです。清水 さんが運転す るからって支 度していたら 、お義兄さん 、一寸した隙 に置
き手紙して出 てしまったの 。あれじゃき っと事故を起 こすに違いな いって。清水 さんも行
った方が いいって言う ものですから ……。……貴 女のこととな るとお義兄さ んもう目が無
いんで す」

「昨夜お会い した時はびっ くりしました 。顔色は良く ないし、随分 お痩せになっ てたし、
何か悪い 病気ではない かと心配しま したの」
「あれ では病気にも なるわ。灯が 消えてやっと 休んだからと こちらもその気 になって、お
風呂 を使ったりし て寝ようとす ると、又仕事 場に灯が点い てるんです。 焦る気持も分 から
ないじゃあり ませんけど… …」
「じゃ、 お躯が悪いわ けじゃ」
「…… だと思います 。あれだけや れば誰でも変 になります」
「教 えて下さい。 一番何に焦っ ていらっしゃ るんでしょう 」
阿紀は哀願 するように上 半身を乗り出 していた。
「何と言 っても、お義 兄さんを一番 焦らせてるの は貴女ですわ 。今、貴女に 去られでもし
たら 、お義兄さんど うにかなって しまいます」
阿 紀には何とも 返事が出来な い。
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「御 安心下さい。 私は貴女の味 方のつもりよ 。今のお義兄 さんにとって 貴女はそれだ け掛
け替えのない 人なんです」
「でも、それ は……」
「直接に はもっと悪い 人がいるの。 お分かりでし ょ、京都の津 坂先生。私は お会いしたこ
とは ありませんけ ど、お義兄さ ん、あの先生 にひどく感化 されて、何か 神経が立つと いう
か、あの先生 から電話があ ると、目の色 が変るんです。 かなり強いこ ともおっしゃ るらし
いんだけど、 その度にお義 兄さん、こん なことはして いられない、 というか、焦 りになっ
ているん じゃないかし ら。勿論これ は私の想像で すけど」
「じ ゃ、浅谷窯の 問題はそれほ ど切迫してい るわけじゃな いのですね」
「浅谷窯は清 水さんが引き 継ぐことで話 し合いがつい ています。私の こともお聞き なんで
しょ？」
「ええ、 聞いてます。 おめでとうご ざいます」
「… …有り難う。 清水さんと私 が残っている 以上、お義兄 さんに不利な ことはさせま せん
わ。結婚なさ ったらお義姉 さんも含めて よ」
久美子にお 義姉さんと呼 ばれて阿紀は うろたえる。 それは嬉しく もありこそば ゆくもあ
る響きだ ったが、それ 以上に久美子 が初子の妹で あることに阿 紀はまだこだ わっていた。
久 美子はそんな 阿紀の戸惑い を見て取って つけ加えた。

「誤 解の無いよう に言っておき ますけど、私 、姉のことは 今までも恥ず かしく思って きま
した。姉だけ でなく父や母 に対しても同 じです。お義 兄さんにはと ても済まない 気がして
います。 特に今回の姉 の不祥事は、 本当に恥ずか しく思います 」
「貴女 がお調べにな ったとか聞き ましたけど」
「え え。私が出来 ることって、 それくらいし かありません もの。以前か ら私、薄々感 じて
いたんです。 それに、私は 父の弱みも握 ってますの。 そんなことし たくなかった けど、仕
方ないで しょ。放って おけばお義兄 さん、とんで もない落とし 穴にはまり兼 ねないんです
もの。 悪い女でしょ 、自分でもこ れほどのワル だとは思わな かったわ」
一 気に喋る久美 子の奥にある ものを阿紀も 見逃すわけが なかった。そ れは浅谷窯を 訪ね
た時に既に感 じていたこと である。
「私、有 り難う、と言 うべきなんで しょうね」
「勿論 よ。一番感謝 して頂きたい のはお義姉さ んだわ。第一 、私がこんな にワルでなかっ
たら 、今頃お義姉 さんもっと苦 労してらっし ゃるわよ」
余りに開け っ広げな久美 子に阿紀も正 直にならない わけにはいか ない。
「有り難 う」
素直 に頭を下げると 、久美子も笑 顔でうなずい た。
「お 義姉さんて、 私の思った通 りの方だった わ。無理して もきて本当に 良かった」
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「私 もお話出来て 良かったわ。 本音を言うと 、ちょっぴり 怖かったの、 ライバルじゃ ない
かって」
「ライバルよ 。だって清水 さんもお義姉 さんのこと、 それは褒める んですもの」
「萩へ連 れて行って頂 いて随分お世 話になりまし た。よろしく おっしゃって ね」
「言 わない」
ふとガラス越 しに表を見る と、堀を隔て た城跡に大きな 楠が南の太陽 に明るくのし かか
っている。昨 夜、ひとり見 た白い短冊の ような物は枝 に群れる鷺だ と分かった。
そこへ 耕之輔が入っ てきた。思わ ぬ久美子の姿 に驚いている 。阿紀の横に 座りながら、
「一 体どういうこ となんだ」

… …車で来たの か？」

「どういうこ とじゃないわ 。勝手に車を 持ち出して、 お義兄さんを逮 捕に来たのよ 」
「それで何時 着いた？
「そうよ 、あのガラク タ軽四輪で高 速走るのちょ っと恥ずかし かったけど」
「あ きれた娘だ」
「どっちがあ きれた人です か。清水だっ てどれだけ心 配したか知れ ないのよ」
清水さんが いつか清水に 変っている。
「車一台 くらいにクヨ クヨする様じ ゃ清水も大成 はしないな。 ……あ、紹介 しとこう」
「も うそんな必要 ないの。私た ち同盟結んだ んですものね 。女がつるむ と怖いわよ」

耕 之輔は朝の定 食を頼んだ。
「ちょっとお 義兄さん、私 たちも食事は 未だなのよ」
「あ、そ うか。御免御 免」
今朝の 耕之輔は頬こ そ削げている ものの、顔色 は悪くない。 阿紀はそれだ けで満足だっ
た。 浅谷窯の問題 も久美子の話 では案じた程 ではなさそう だ。
「清水に電話 してきます」
久美子 が去ると、耕 之輔は阿紀の 手を握ってきた 。
「心配 したよ。目を 醒ましたら居 ないんだもの 」
子 供のような耕 之輔を阿紀は 可愛いと思う 。
阿紀は徳島 に来てから未 だ耕之輔と肝 心なことは何 も話していな い気がしてい た。
「今日は どういう御予 定？」
「君に 会いに来たん だ。君の予定 に合わせる」
「そ れよりあの方 はどういう御 予定なんでし ょう、久美子 さんは？」
「勝手に来た んだ、勝手に するだろう」
「冷たい のね。随分心 配なさったみ たいよ」
「奴 ら、僕がここに 来るのを反対 したんだよ。 途中で必ず事 故を起こすと いうんだ。清 水
が運 転してやると 言うんだが、 奴だって忙し いのは分かっ てる。それに 二人が会うの に邪
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魔さ れたくなかっ たしね」
「本当に怪我 でもなさった らどうするの、 取り返しのつ かないことよ 」
「少々寝てな いからってそ んなヘマはや らないさ。皆 して余計な心 配ばかりして るんだ」
「何が余 計な心配…… ？」
電 話から久美子 が戻ってきて いた。
「散々心配さ せといてよく 言うわ。この 間も言ったでし ょ。今のお義 兄さんは尋常 じゃな
いのよ」
「勝手に そう決めてる だけさ。俺は この通り…… 」

一日 、二十

「そ れが尋常でな い証拠よ。人 間だって動物 なんだもの、 食べることも 必要なら、睡 眠も
必要なの。お 義姉さん、聞 いて下さい。 どれだけ仕事 場に居ると思い ます？

」

時間ですよ。 それも二日や 三日じゃない んです。それ にお昼のおに ぎりだって二 つと食べ
ないで… …」
「ま あ……
阿紀の初めて 聞く話だった 。
「ここまで 倒れないで来れ たのが不思議 なくらいよ。 人間命あって のもの種って 言うでし
ょ」
「お っしゃる通り だわ」

「私 、京都の先生 恨んでるの。 余計なことお っしゃるもの だから……殺 す気かって言 って
やりたい」
「余計な ことじゃない さ。創るとい うことはどう いうことか、 を教えて下さ ったんだ」

私の言 ったことみん な嘘みたいじ ゃない。お義 姉さんに

耕之輔 も向きになっ て反論する。 それでも定食 の膳が運ばれ ると、耕之輔 は武者ぶりつ
く様 にして食べた 。
「お義兄さん 、現金過ぎな い？
会って、 ゼンマイが解 けてしまった んだわ」
久美子 が旨いことを 言った。阿紀 にも、それが よく分かった 。仕事への打 ち込みから、
緊張 の極に達して いた鋼のバネ が、限界に来 て一気に解け たとしか思え ない。それに して
も、一日二十 時間、仕事場 にいるとは異 常としか言い ようがない。
「でも良 かったわ、こ んなに食べら れて」
阿紀も ほっとして自 分の箸を割っ た。
「久 美子さん、ゆ っくりなさっ ていいんでし ょ」

折角いらっ しゃったのに 鳴門の渦潮く らいご覧にな って帰らない と

「そうゆっく りもしてられ ないの。今電 話したら、支 払いのことで 伝票が分から ないで困
ってるの 」
「何 とかならない？
…… 」
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「そ うね、道筋だ から帰りに見 て行くわ」
ふと見ると、 耕之輔は額一 杯に汗の玉を浮 かせている。 それほど暑い わけでもなか った。

あなたはも う少しお休み になってた方 がい

阿紀はハンカ チを貸しなが ら、やはり普 通ではないと 思った。拭く 傍から新たな 汗が吹き
出ている 。
「女 ふたりで行き ましょうか、 鳴門の観潮？
いわ」
「冷たいこと を言うなあ」
窪んだ 耕之輔の目に 光がなかった 。お腹が膨ら んだせいで眠 気がさしてき たらしい。阿
紀は 甘えるように 言った。
「ね、久美子 さんの車で連 れてって」
「ええ、いい わよ。ではそ ういうことに しましょう」
久美子 も阿紀の思惑 を察して同調 した。耕之輔 も強いて反対 はしない。
「勝 手にしろ、全 く余計者が現 われやがって 」
言いながら、 もう半分目が 閉じかかって いる。
結局、耕之 輔が乗ってき た車を使うこ とになり、耕 之輔は部屋へ 引き揚げた。
フロン トで道を教わ り、国道に出 てからも、女 ふたりは殆ど 喋らなかった 。
「分 かったでしょ 。もう限界ギ リギリなのよ 」

「そ うね」
「でも、これ で元気になる わ、きっと」
久美子 の言葉に、阿 紀は不覚にも泣 き出していた 。止めようと しても止まら ぬ涙は堰を
切って 流れ出し、む せびはしゃく り上げに変っ ていった。悲し いのか嬉しい のか分からな
い。 切なく熱いも ので溢れてい た。
「……お義姉 さん、頼みま すね」
久美子 の声も濡れて いた。
この娘 の中に流れる 複雑なものを 阿紀はしかと は見定められ なかった。耕 之輔に好意以
上の ものを持って いることは確 かだが、何処 か爽やかでし なやかなもの が感じられる 。
清水との婚 約も、別に耕 之輔を諦めて というのでも なさそうだ。 耕之輔を姉の 夫として
知ったた め最初から念 頭になかった のかも知れな い。人生の師 として尊敬し 慕っている面
も感じ られる。耕之 輔を見る目に は殉教者を見 る信者の畏敬 のようなもの があった。
「清 水さんを見て ても思うんだ けど、本当に 生きてる男の 人には、女で はとてもかな わな
いところがあ るわ。お義兄 さんの、あの 仕事への打ち 込み方、私た ちにはとても 真似出来
ないもの 。お義兄さん の場合は特に 桁はずれかも 知れないけど 」
「そ うね、生まれて きた以上は遣 るだけのこと は、身が砕け ても遣るんだ ってとこがあ る
わね 。とても真似 出来ないとい うか」
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「そ うでもない男 も沢山いるけ どね」
鳴門へは北へ 真っ直ぐの一 本道だった。一 度、街への入 り口を間違え たが、大鳴門 橋は
意外に近かっ た。車を鳴門 公園の駐車場 に置くと、ふ たりは坂道を 下っていった 。見上げ
る橋は巨 大だが、大自 然の中では小 さな曲線でし かない。
ふ たりは途中の ベンチに掛け て休んだ。眼 下の海峡は処 々で蒼く盛り 上がり、そこ だけ
がツルリとし た円を描いて いる。その一 方で白く歯を剥 いているよう に見えるのが 渦潮ら
しかった。観 潮船が玩具の ように弄ばれ ている。風は 殆ど無かった 。
阿紀は 久美子から、 浅谷窯のこと を聞いておき たいと思った 。耕之輔の置 かれた立場が
分か らないと意見 もアドバイス も出来ない。 ひいては阿紀 自身どう動い ていいかも分 から
ない。久美子 は暫く考えて いたが、
「……それに は私の家の恥 からお話しし なければ分か って貰えない わね」
と服部 家の拝金主義 の考え方、先 代時代からの 援助や、初子 と耕之輔の夫 婦にまつわる
問題 まで、こと細 かに話してく れた。
「でも私たち は違うのよ。 清水さんが浅 谷窯を継ぐの も、言ってみ ればお義兄さん に時間
稼ぎをして 貰うためなの。 私の口から言 うのもなにだ けど、清水さ んは、それは お義兄さ
んのこと 尊敬してるし 、何が御恩に 報いることか 知っている人 よ。それに私 の強みは父の
弱み を握ってるこ と。清水さん と私がついて いる以上、お 義兄さんに悪 いことは決し てさ

せな いわ。お義姉 さんも安心し てお嫁にいら っしゃい」
お嫁と言わ れて、阿紀は 顔を赤らめる 。
海岸に 下りて行くと 今日の満潮、干 潮の時間が書 き出してあっ た。今は潮を 観るにはい
い時間 ではなさそう だ。
久 美子が時計と 見比べながら 言った。
「お義兄さん 、まだ寝てる かしら」
「夕方ま で寝てるんじ ゃないかしら 。寝て貰わな いと困るけど 」
ふたり にとって今は 渦潮より耕之 輔であった。
淡 路島が鮮明に なっていた。 何時か風が出 始めた。南国 とは言え、冬 の潮風は冷た い。
駐車場に引 き返して車に 乗り込むと、 もう昼だった 。
「途中何 処かでお昼食 べましょう。 久美子さんお 若いからお腹 空いてるんじ ゃない？」
「私、 躯が大きいか ら、いつも大 食漢に見られ てしまうの。 これでも結構 おしとやかなの
よ」
「おしとやか だってお腹は 空くわ」
帰路は 道も空いてい て快適だった 。
今頃 耕之輔は正体も なく寝ている だろう。寝て いて欲しいと 思う。
「お 義姉さん、ず るいわ」
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信 号で止った時 、久美子が突 然言い出した 。
「私にばっか り話させて、 私、お義姉さん のこと何も知 らない」
「私の何が知 りたい？」
阿紀は 悪戯っぽく訊 き返す。
「み んなよ。お義 姉さんのお仕 事も、今まで のお義姉さん のことみんな ……」
「あらあら、 恐い話になっ てきたわね」
「一つだけ訊 いていい？」
「どうぞ 。……何でし ょう？」

そう言え

「お 義姉さんに山 口に来て頂く としたら、取 り敢えずどう いう障害があ るのかしら？ 」
「別に、私の 方には何も… …ただ、貴女 のお姉様の問 題があるでしょ 」
「それは時間 の問題。心配 なさることな いわ。……お 仕事の面では どうなの？
ばお仕事 のことだって 、お義兄さん に紬を一枚見 せて貰っただ けよ」
「浅 谷窯に着て行 ったあれ？」
「あ、そうか 。じゃ二つ見 てるんだわ私 」
「あの人が 私の紬をお持ち だっていうの ？」
お義兄さん 、京都で買っ たとか言って たけど……」

知ら なかった。何 にもおっしゃ らないんだか ら……そうな の」

「あら、 知らないの？
「本 当に？

確 かに京都の「 吉竹」に自分 の展覧会に出 した作品があ ることは言っ た覚えがある 。
「だって、私 が思っている 物だとすると 、女物よ」
「そうよ 。明るい茶色 だったわ」
「そう 、代赭色とい うの。やっぱ りあれだわ。 あれを、お買い になってるの ？」
「み たいよ。…… それもね、い い物見せてや ろうかって、 それはもった いぶってやっ と見
せて貰ったの 」
「そうな の。問屋に渡 ると安くはな いのよ」
「お義 兄さんには安 い買い物だっ たんじゃない かしら。傍ら にお義姉さんの もの置けるん
です もの」
阿紀は黙っ てしまった。 又新しい発見 だった。それ を代弁するよ うに久美子が 言った。
「……お 義兄さんらし いわ。私なら 得意になって 、イの一番に 言っちゃうと こだけど」
途中で 食べるつもり の昼食は、結 局ホテルへ帰 って、近くで うどんでもと いうことにな
った 。
「お部屋、確 かめてくるわ ね」
阿紀だ けが見に行く と、まだ扉に 「起こさない で下さい」の 札は掛かったま まだった。
阿紀 はほっとし、祈 る気持ちで引 き返す。ロビ ーに久美子の 姿がなかった 。待っている と、
電話 コーナーから 現われた。
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「… …清水さん？ 」

」

「私の運転信 用してないの 。心配だから寝 ないで待って るですって。 どうぞ御勝手 にって
言っといた」
「御馳走 さま
「あ ら、そんなん じゃないわよ 」
蕎麦屋は直ぐ に見付かった 。
久美子は昼 を済ませると 直ぐに発たな ければならな いという。
「悪いわ ね。折角心配 して来て頂き ながら……お 見送りもしな いなんて」
「き っとスッキリ した顔で起き てくるわよ。 そしてこう言 うの。やっと あの邪魔者、 退散
したか、って 」
冗談にしな がら、久美子 の瞳にはやは り寂しさは隠 せなかった。
「お義兄 さん、ゆっく り疲れを取っ て帰らせてね 」
「え え、約束する わ」
阿紀も真面目 にうなずく。
「悪いけど 久美子さん、着 いたらどんな 時間でもいい から電話して ね」
「あら、 お義姉さんも 私の運転信用 してないんだ 」
久 美子は軽四輪 の窓から大き く手を振って 駐車場を出て 行った。

ロ ビーに引き返 すと昼下りの ロビーに人影 は無かった。 ムード音楽だ けが阿紀のた めに
流れているよ うだった。何 だか深海にい る気分だ。
人を恋 するのは、相 手の渦に身を任 せることなの だろうか。任 せて悔いない 思いと、他
に道の ない開き直り が快かった。 しかし、その 先に何が見えて いるわけでも ない。
「坂 戸様ですね」
気がつくと 、フロントの 女性が傍に立 っていた。

……何 時です？」

「お帰り になったらお 部屋に知らせ るようにとの ことでした」
「電話 がありました の？
「先 程です」
「どうも有り 難う」
耕之輔 はもう着替え て、髭を剃っ ているところ だった。
髭を剃 った耕之輔は 顔色も明るく 見えた。笑う と子供のよう だ。
「さ あ、これで君 の運転手とし て恥ずかしく ないだろ」
鏡の中の耕 之輔がタオル で顔を拭いな がら笑って言 った。
「何おっ しゃってるの 。そんな言い 方しないで」
「だ ってその通りだ もの」
「私 ひとりで行っ てもいいのよ 」
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「そ のためにやっ て来たんじゃ ないか。何処 へでもお供す るさ」
阿紀はその背 中に額を押し 付ける。
「……幸せよ 。こんなに嬉 しい時間を持 てるなんて思 ってもみなか ったわ」
それは 事実である。 この秋、耕之 輔を萩に訪ね るまで考えて もみなかった 充実がそこに
はあ った。この満 ちてくるもの を表現するの はとても言葉 などでは不可 能だ。だから こう
やって抱き着 くのよ、と自 分に言い訳し ながら阿紀はそ れでもまだま だ足りないと 思う。
身震いすると はこういう時 を言うのだろ う。
自分の 満足度によっ て確かめてき たものが、人 の幸せの中に 埋没すること の悦びに変ろ
うと している。今 、この人の為 に染め、この 人の為に織っ たら世界中探 しても誰にも 負け
ない物が出来 そうだ。そん な力が自分の 中に信じられ る。
「お食事まだ でしょ」
「寝てい たからまだお 腹は空かない よ。何処から 回るんだ？」
「紹 介して下さる ことになって る染屋さんに 、まず行きた いんですけど 」
阿紀はその所 番地のメモを 見せた。
「よし、ま ずこの町の地図 を手に入れよ う。これは運 転手の仕事だ 」
「じゃ、 染屋さんに御 都合伺ってみ るわ」
「じ ゃその間に地 図を探してく る」

言 うなり耕之輔 は部屋を出て 行った。
染屋は「い つでもどうぞ 」と言ってく れた。
す くも

藍染の 行程は分業に なっている。ま ず、藍タデを 畑で栽培する 人たちを藍屋 という。そ
こで育 てた藍タデは 刈り取られ、 その葉は屋内 で発酵されて蒅 に仕立て上げ られる。その
かます

出来 上がりを「藍 玉」と呼び、 叺に詰めて染 屋に引き取ら れる。
染屋ではこ の藍玉を大瓶 に入れ、水、 酒、石灰など を加えながら 染め液に育て ていくの
である。 これが「藍建 」と呼ばれる 作業だ。
阿紀は 小千谷の家に 瓶を埋めて「 藍建」をして 藍染をしてい るが、全てを 染めるだけの
藍は とても建てら れない。阿波 の大手の染屋 と契約して藍 の糸を買った り、特注して 染め
て貰うことも ある。今回も その染屋に藍 屋を紹介して 貰うのだ。
耕之輔 が売店から求 めてきた市街 地図によると 、染屋は眉山の 裏側に当たっ ていた。
「フロ ントの話では この辺りは染 織業者が多い らしいね。そ の中でもこの 八代染織は大手
だか ら行けば直ぐ に分かるだろ うと言う話だ 」
阿紀は小千 谷から直接ホ テル宛てに送 らせておいた 越後の酒を抱 くようにして 耕之輔の
隣に乗り 込んだ。
こう して並ぶと、長 門湯本から山 口市へ抜けた ドライブが思 い出される。 中国山地の茂
みで 初めて抱かれ た日が昨日の ことのように よみがえる。
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平 野の長い橋を 渡ると目的の 八代染織は直 ぐに分かった 。狭い道を挟 んで、木造の 建物
が並ぶ。染屋 というより工 場だった。

挨拶 してくるだけ ですけど」

道の突き当 たりは川らし く土手になっ ている。耕之 輔は少し行き 過ぎて止めた 。
「どうし ます？
「こ こで待ってる よ」
「じゃ、十分 かな。長くて 十五分……」
「時間は気に しなくていい よ」
事務所 を訪ねると、 いつも電話で 話している主 人が眼鏡を上 げながら迎え てくれた。
「直 ぐに分かりま したか」
「はい。地図 を買いました ので」
「タクシーで しょ」
「いえ、 知り合いの車 で来ましたの 」
「え ッ、車でおい でになったん ですか？」
阿紀は耕之輔 のことをどう 説明すればい いのか困った 。プライベー トなことまで話 す親
しさではな い。
「知って いる方と合流 しまして」
「じ ゃ、表でお待 ちなんですか 。どうぞ入っ て貰って下さ い。どうぞ」

再 度促されて阿 紀が表に出て 行くと、耕之 輔の姿は車に なかった。
「……？」
見ると 突き当たりの 土手の上に大き く背のびをし ている男がい る。その後ろ に冬の高く
青い空 があった。
あ の人が生涯寄 り添っていく 人だ。そんな 感慨が胸を貫 く空だった。

」

呼ぼうとし て呼び方がな かった。
「あ、な 、たーッ

阿紀の 声は思ったよ り大きかった 。声は耕之輔 を越えて澄ん だ冬の空へ走 り、散って行
く。
土手の上で 振り向いた大 きな男は阿紀 を見下ろして 、上がってお いで、と手招 きしてい
る。阿紀 は、違うのよ 、と手を振っ た。
土手の 枯れ草の急斜 面を耕之輔は 一気に駆けお りてきた。そ の巨体が勢い 余って待ち構

」

える 阿紀にぶつか ってくる。そ れを正面に受 け止めて、よ ろけながら、 阿紀は満ち足 りて
いた。
「痛いッ

二 人は抱き合う 形になって笑 う。
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=

「ご めん、ごめんッ 」

=

急に道幅が狭 くなったと思 ったら、左右に 畑や空き地が 目立ってきた 。目的の藍屋 は応
神町という処 だ。その町に 入っていなが ら目的の家は なかなかに分 からない。訊 く人もい
ない静け さで、畑の中 に点在する家 が同じように 冬日の影を引 いている。同 じような道を
回っ て、やっと見 つけた雑貨屋 で訊くと、村 道から更に奥 深く入った畑 の中の一軒家 だっ
た。
外見は全く の農家で、そ う言えばそれ らしい倉造り の建物が庭を 隔てて建って いる。
庭に車 を乗り入れる と、数羽の鶏 が逃げまどう のどかさだっ た。
八 代染織から電 話が入ってい たらしく日当 たりのいい縁 側に座蒲団が 並べてあった 。
主人は六十才 になるかと思 われる小太り の白髪頭で、 いかにも純朴な 農民に見えた 。
「今年のうち の藍はね、少 し硬いんです 。反応が鈍い というか、そ の代わり神経 過敏でな
い分強い です」
主 人はお茶をす すめると、藍 の性格の説明 を始めた。
藍は生き物で ある。それぞ れに癖があり 、その年の出 来ぐあいも違 ってくる。その 点、
藍を買うの は子供を貰って くるのに似て いる。下手な 建て方をする と死んでしま う。死な
ないまで も病気をさせ 弱い子にして しまう。弱い 藍では輝きが 出ない。透明 感もなくなる 。
阿 紀はノートを とりながら、 弱ってきた時 の手当法など を細かく訊い た。

耕 之輔は側で黙 って聞いてい た。
「蒅はあの倉 で仕立てられ るんですね」
「ええ、 今は何もあり ませんが、御 覧になります か」
「拝見 出来れば有り 難いです」
三 月上旬、大安 の日を選んで 蒔かれた藍タ デの種は、苗 床で間引きさ れながら育ち 、五
月上旬畑に定 植され七月下 旬から八月上 旬にかけて刈 り取られ、藍 倉の中に積み 上げられ
る。水を 掛けながら何 度も切り返し を繰り返しな がら蒅に仕立 て上げられて いくのである 。
水を掛 けて醗酵を管 理する者を「 水師」といい 、水師の腕が 出来を大きく左 右する。これ
を「 寝せ込み」と いい、切り返 しは二十回に 及ぶという。
こうして百 日を経て醗酵 した蒅は、秋 に入ると蒲団 を着せられ保 温しながら乾 燥されて
いくので ある。
つわもの

倉に入 ると、冷んや りした空気と 共に、今は叺 に収められた 藍玉が隅に積 み上げられて
いる だけで、文字 通りガランと していた。兵 どもが夢の跡 といった風情 で、壁に掛か って
いる熊手や柄 杓類が戦の後 を物語ってい た。すべての 道具が擦り切 れんばかりに 減ってい
た。
「こ れがお宅へ送る 奴ですよ」
主 人が積まれた 叺を叩きなが ら阿紀に言っ た。
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「何 回くらい切り 返されたんで しょう」
「二十五回で す」
自信に満ち た声だった。 これ以上ない と言いたげだ 。
耕之輔 は相変らず独 特な匂いの残 った倉の片隅 で、まだ熱心 に壁の用具を 入口の光に透
かし て見ている。
「参りましょ うか」
阿紀が遠く から声を掛け ると、耕之輔 は初めて我に 返ったように 振り向いた。
「旦那は 変なものに興 味があるよう だね」
「や はり、物を作 る人ですから 」
阿紀も誇らし く言った。耕 之輔がやって 来て主人に尋 ねた。
「随分使い込 んだ道具みた いだけど、あ れで何年ぐら い使った物で すか？」
「なに、 三年ももてば いい方だよ。 千貫の山を二 十回も返すか ら直ぐにチビ てしまうんだ 。
体に 馴染んできた 頃には駄目に なる。あれが 悔しいね」
「畑の土を耕 すように積み 替えていくわ けですね」
「藍作りは 発酵した自分の 温度で蒸して るようなもの でね。熱くな り過ぎると自 分で自分
を灼いて しまう。乾燥 し過ぎても駄 目、湿り過ぎ ても駄目、そ の調節が秘伝 でね」
「触 覚で健康状態 を確かめると か聞きました けど」

阿 紀が訊くと主 人は、そんな 簡単なものじ ゃないと言わ んばかりに口 を曲げて笑っ た。
「本にはそん な風に書いて あるね。…… 五感全部だよ 。勿論、口に 含むし、噛ん でもみる
し……。 一番当てにな らないのは頭 だね。人間の 考えることな んてたかが知 れてる。まし
て頭は 欲と手を繋ぎ たがるからね 」
倉 から出ると外 はまばゆい程 に明るく感じ る。
「ま、子供と 思って可愛が ってやってお くれ。瓶の様 子がおかしく なったら早め に知らせ
てくれれ ば何とかする ……」
「お願 い致します」
車 に乗り込むと 、庭半分はも う屋根の蔭に なっている。
車は国道に 向かって東に 走った。
「あの藍 、うまく育つ といいな」
耕之輔 がポツリと独 り言のように 言った。
「え え、丈夫な子 に育てなきゃ 」
阿紀は瓶の 中に育った藍 の花を想像し ながら答える 。
送られ てきた藍玉は 熱湯で練り合 わせ一晩置い た上、四つの 瓶の底に分けら れ、灰汁を
加え て増やしていく 。今回は楓の 木灰を使う予 定だった。フ スマや消石灰 を加えて温度 を
調節 しながら次第 に増やし、瓶 の九分通りま で満たしてい くのである。
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そ んな藍建の工 程を阿紀は説 明した。
「それでも、 藍の花が咲く までは何とか育 てられると思 うの。問題は その後の管理 ……」
「藍の花が咲 くというのは ？」
「藍を建 て始めて二週 間近く経つと 、藍液の表面 に紫金色の膜 というか、小 さな泡の塊が
盛り 上がってきま すの。それを 藍の花と言う んですけど、 撹拌すると藍 液は黄土色に なっ
ていて、そう なっていたら もう染められ る状態なんです 」
「藍が生き物 だというのは 聞いていたけ ど、こんなに 貴重なものだ とは知らなか った」
「勿論、 今のことだか ら化学染料で 染めることも 出来ますけど 、でも何処か 違うんです。
味と いうか、蒸留 水と渓谷の水 の違いみたい な……」
「分かるよ。 その点、陶器 も一緒だな。 品位がまるで 違ってくる」
「先刻、道具 を見てらした でしょ」
「ああ、 見事に使いこ なした道具だ った。あそこ までいくと芸 術品だな。労 働の中から自
、な
、り
、がなんとも言 えない。本当に腕の一部な んだろうな」
然に 出来たし
国道に出ると 車は夕日に向 かって走った 。シルエット の眉山も今は その輪郭だけが 光背
を背負って 輝いている。
帰り道 は意外に近か った。ホテル の駐車場に車 を入れてエン ジンを切ると 、耕之輔が又
ポツ リと言った。

「今 日の藍玉、僕 の処に迎えた かった……」
フロントで 阿波の郷土料 理の店を教わ り、予約して 貰うと、耕之 輔がコーヒー を飲みた
いと言う のでレストラ ンに行った。 城跡の見える 窓辺に席を取 って向かい合 うと、耕之輔
の顔は 以前の元気さ を取り戻して いた。その耕 之輔が阿紀を覗 くようにして 訊いた。
「ど うしたの？」
「ううん、お 顔見ているだ けよ」
顔を見 ているだけで 、こんなに幸 せを感じるなど 耕之輔に会う まで考えても みなかった
ことだ った。生きて いる充実とで もいうのだろ うか。溜め息 が出そうだ。
「こ んな幸せが何 時まで続くの かと思うと怖 くなることが あるの。これ でいいのかっ て」
「人間、先の ことを考える と切りがない さ」
「そうね 、考えないこ とにする…… 」
考えな いで済めばど んなに楽かと 思う。考えま いとすること は考えること の裏返しだっ
た。
運ばれてき たコーヒーを 耕之輔は旨そ うにすすった 。
「そんな に美味しいの ？」
「う ん、躯が要求す るというのか 、何とも言え ないね。酒を 止めてからま すます旨くな っ
てき た」
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阿 紀はカップを 取り上げて口 を付けてみる 。阿紀には苦 いばかりだっ た。
「これが美味 しいの？」
「僕がジュー スの味が分か らないのと一 緒だな」
「色んな 銘柄があるん でしょ。教え て貰っておか なきゃ。何と いうのが一番 お好きな
の？ 」
「ブラジルか な、いやモカ もキリマンジ ャロもいいな。 要するにその 程度ってこと さ」
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