擦れ枯 らし

漆 の樹は、おの れに少しでも 触れた枝はこ とごとく枯ら してしまうと いう。従って、 漆
の樹は、常に 周囲に一定の空 間を占めて独 立するのだそ うだ。
これが相手 が同じ漆とな ると大変なこ とになる。共 に相手を敵と して引くこと がないか
ら、どち らかの樹が完 全に枯れ果て るまで戦うの だという。
初 子にも漆の樹 に似た毒と強 さがあった。
永年苦労の境 遇を転々とし て、身の皮も心 の皮も厚くな るのを「擦れ っ枯らし」と いう
が、あるいは この漆の話に 語源があるの だろうか。
初子は 耕之輔から、 彼が捺印した 離婚届を受け 取った時、思 わず手が震え た。離婚のせ
いで はなく、耕之 輔から突き付 けられた怒り からだった。

初 子の意識には 、この結婚の 失敗を自分の せいにする気 は毛頭ない。 悪いのはあく まで
耕之輔なのだ 。美杉とのこ とにしても本 を正せば耕之 輔が売れる作 品を作らず、 それでも
浅谷窯維 持のために売 っていかなけ ればならなか ったからだ。 危険な道を選 ばせたのは耕
之輔と いうことにな る。
夫 婦のことにし ても、耕之輔 が子供を作る ことを拒否し 、いつか夫婦 らしい夜もな くな
っていったか らではないか 。その上、夫 は越後の機織 り女と浮気を している。そ れなのに
何でこん な離婚届など 突き付けられ なければなら ないのだ。
確かに 初子の論理も 一面の真理で はあった。
元 々、もし自分 が耕之輔の仕 事に理解を示 し、彼の出生 の苦悩を思っ て同情してい たら
などと、考え てみる女では ない。
万一反 省するとして も、その反省 は常に自分を 中心に置いての ことである。 全てが自分
に都合 のいい処から スタートする 流儀なのだ。 それは特技と も言える才能 だった。
も し、耕之輔に 非の打ち処が なければ、彼 女は「貴方の 教育が悪かっ たからよ」と 言う
だろう。
それま で、別れた方 がマシだと考 え、耕之輔に もそう告げた のだが、いざそ んな形で突
き付 けられると、初 子の血液は逆 流した。
届 は封筒もろと もその場で破 り捨てた。耕 之輔の送った 離婚届は彼女 の敵がい心を 煽っ
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ただ けのことだっ た。
初子は津坂病 院を強引に退 院すると、その 足で北白川の 産婦人科に身 を寄せていた 。勿
論、正枝と相 談の上で、お 腹の子供を堕 ろすためだっ たが、美杉に はそう告げて なかった。
何故自 分だけがこん な思いをしな ければならな いのだ。耕之 輔も美杉も同 じ思い、いや 、
もっ とひどい苦し みを味わうべ きだ、という のが初子の根 元にある。
個室の扉がノ ックされた。 三つ続けて叩 くのは長谷院長 に決まってい る。
「どうですか 、ご気分は？ 」
院長の 挨拶は何時も 同じだった。
「お 蔭さまで…… 」
初子の答えも 決まっている 。
「今年もいよ いよ迫りまし たなあ」
そう言 いながらもう 手首を握って いる。院長の 手は何時も驚 くほど冷たか った。
「お 正月はどうな さいますか」
別に訊いてい るわけではな い。脈をとる 間の照れ隠し のようなもの だ。
のり

長谷院長は 還暦を三つ四 つ越した好々 爺タイプの男 で、産婦人科 ではやるのは この種の
男という 顔をしていた 。全てが柔ら かく、肌まで スベスベして いて、決して 則を越えるこ
とが ない。

「も う、何時退院 なさっても構 わないと思い ますが……ま だ不安はあり ますか」
「ええ、まだ 少し。ハッキ リしたもので はないのです けど」
これも 何度も繰り返 されてきた会話 だった。昨今 の産児減少か ら病室は空い ている。初
子にも 差し当たり退 院を急ぐ理由 はない。双方 にとって不都合 はなかった。 初子としては 、
美杉 へのお灸にも 、少し重症に 見せておきた い思いもある 。
「昨夜はお産 がありました のね」
「ここま で聞こえまし たか。近頃の お母さんは基 礎体力に欠け るというか我 慢がないとい
うか、 結局メスを入 れてしまいま した」
胎 児を堕ろした 女にとって、 赤ん坊の泣き 声がこんなに 応えるとは思 ってもみない こと
だった。初子 は明け方、久 しぶりに涙を 流した。
「今度の ことは仕方な いとして、お 子さん、どう してお作りに ならなかった んです？」
「どう してでしょう 、夫を好きに なれなかった からでしょう か」
初 子は口に出し てから、それ が本音のよう な気がしてい た。
美杉が顔を 見せたのは、 朝した化粧を 簡単に直して 、さあ出掛け ようとした時 だった。
「なんだ 、お出掛けか い？」
「病 院食じゃ身が持 たないのよ」
「そ りゃそうだ、 栄養だけは付 けなきゃあ。 ……じゃ付き 合おう」
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美 杉は初子の顔 色がいいのに ホッとしてい るらしく機嫌 が良かった。
「何が食いた い？」
扉を開けよ うとして、美 杉は振り返り ざま初子を抱 き寄せた。立 っての抱擁は 美杉の背
を一層短 くした。惰性 の抱擁には輝 くものがない 。同床異夢の 、それでもそ れぞれの思惑
を抱 えた長いキス だった。
初子は連れて 行かれたうど んすきの店で 、美杉が呆れ、
「おい、大丈 夫かい」
と心配 するほど食べ た。
初 子は力うどん を注文し、残 り少なくなっ たところで、 天麩羅うどん を頼んで、待 ちき
れない様に一 気に平らげた 。
美杉はあき れて初子の異 常な食べっぷ りを眺めてい た。尋常とは 思えない。
「近頃少 し動くような 気がするの、 気のせいかも 知れないけど 」
大 きなどんぶり から眼だけ上 げてニタリと 笑う。お腹の 赤ん坊のこと である。
「そうかい、 もう動きよる のか」
美杉が落ち 着いているの は、堕ろした 事実を知って いるからであ る。こ奴、何 時までこ
の俺を欺 しよるつもり やろ、と美杉 には面白がっ ている節もあ る。
「気 のせいかも知 れないけどね 」

重 ねていうのは 、嘘の不安が あるからだろ う。
「どうしても 産む気ぃかい ？」
美杉は 困惑をあらわ にして訊いてみ る。
「だか ら言ったでし ょ。決して先 生には迷惑か けないから安心 して。後でお 尻を持ち込ん
だり はしないから 」
「そうはいか んよ。男には 責任ちゅうも のがあるよっ てな」
「ほな、 責任とって貰 おうかしら？ 」
無邪気 な顔をして上 目遣いに美杉 を見詰める。
「私 の私生児とし て立派に育て てみせるから ……安心して 」
それを聞い て美杉も大袈 裟に頭を抱え てみせる。虚 々実々、全て が嘘の上に成 り立って
いる二人 だった。
「ああ 、おいしかっ た。御馳走さ までした」
「ど う致しまして 。うどんで済 むならお安い もんやけど、 半分はお腹の 赤が食べよっ たん
やろな」
「そうな のよ。私もこ んなにお腹空 くのって初め て。これから もずっと続く のかしら」
「ま 、つわりがひど いのよりええ がな。つわり らしいものは 無かったんか い」
「あ ったわよ。全 く男の人は無 責任なんだか ら……。今そ の分栄養を取 り戻してるん じゃ
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ない の」
「なるほどそ うか」
美杉は顔色 一つ変えない 度胸に感心し ながら、機転 の早さにも感 心していた。
美杉と は店を出たと ころで右と左 に別れた。
風 は無かったが 、気温はやは り冬の午後だ った。
初子はひとり 病院へ向かっ て歩きながら 、虚しさを持て 余した。帰っ てみたところ でテ
レビとベッド が待っている だけだ。明日 も明後日も見 えてはこない 。
初子は 流してきたタ クシーに思わ ず手を上げて いた。
「高 台寺へ……」
行き先を決め たのはタクシ ーヘ乗り込ん でからだった 。
長い間、心 に何にも触れ ていない不安 が馴れ親しん できた高台寺 を選ばせたら しかった。
タクシー は巧みに裏道 を抜けて円山 公園から八坂 神社へと出た 。
何 処の道にも人 々が動き、人 の匂いと生活 があった。腰 を曲げて歩く 老婆にも、二 階に
出された干し 物一つにも生 な感情がある 。そんな何処 にでもある景 色を初子は珍し いもの
でも見るよ うに眺めた。
車が急 に坂を登り、 広い視野が開 けたと思った ら高台寺の駐 車場だった。
初 子は高台寺坂 の定宿を告げ たつもりだっ たが、高台寺 と告げれば寺 ヘ着けるのが 当然

だっ た。
考えてみれ ば、定宿は自 殺騒ぎから一 度も顔出しし ていない。突 然行くのはか なりの勇
気がいる ことだった。
回遊式 の庭園に観光 客は少なかっ た。初子は時 間をかけて歩 いた。もう何 度も来て馴れ
てい る庭である。 東山を借景に して、赤松の 大木の幹が心 字池に鮮やか に映っていた 。
松籟が人恋 しさをつのら せたが、山に も人影はなか った。
茶室の 裏で、初子は そっと涙を拭 った。叫びたい 思いと過ぎ去 った時間への 哀惜が孤独
となっ て交錯した。
振 り返ると、言 葉を交わす者 もない淋しさ は予期せぬ厳 しさだった。
帰りは細い 山手の路地を 選んで歩いた 。
後ろを 付けてくる男 に気付いたの は公園裏の人 気がない林道で だった。皮の ジャンパー
を着た 男だった。
小 走りに先を急 ぎながら、胸 の底が痛くな った。
途中から、 町家の路地へ 駆け下り、タ クシーを拾っ て病院へ辿り 着くと、もう 身も心も
クタクタ だった。
院長 が夕方の回診に やって来たの は、冬の日が 暮れようとす る薄墨の頃だ った。
「奥 さん、心配さ せるものじゃ ありませんよ 」
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「済 みません。お 捜しになった のですか」
「奥さんは要 注意の患者さ んですからね」
長谷院長の 言葉は別の意 味で初子には 応えた。
「私って 、そうなんで すか」
初 子は、思わず 院長の胸にす がっていた。 中年の看護婦 を顧み、困っ た顔で背中を 軽く
叩いてくれた 院長は、その 夜ひとりで個 室を訪ねてきた 。

消灯後 、初子はベッ ドのスタンド ランプで本を 読んでいたが 、扉に軽いノ ックが三つ続
いた 時、予期した 通りだと思っ た。別に誘っ たわけでも期 待していたわ けでもなかっ たが、
何かそんな予 感はあった。
長谷院長は 和服の上に白 衣を羽織って いた。渡り廊 下でつながる 自宅からやっ て来たに
違いない 。
「気 になる患者が あってね」
言い訳のよう に言いながら 、もう初子の 脈をとってい た。それが如 何にも自然だっ た。
「睡眠の方 はどうです？」
「寝付き はいいんです けど、何だか 眠りが浅くっ て、夢ばかり 見ますの。そ れも怖い夢が
多く て……私、怖 くて怖くて」

猫 の甘えた声に なっている。 怖い夢は事実 だった。この 人は何でも知 っている。医 者と
患者とはいえ 、恥ずかしい 躯の隅々まで 晒したことが 性的な甘えに なって現われ ていた。
「センセ イ、お薬頂け ません？」
女の甘 えで訴えてい る目が自分で も分かった。
「本 当は薬は控え たほうがいい んだけどね… …では、後で 当直に持って こさせましょ う」
脈を取る手 首を初子のも う一つの手が 押えていた。 しっかり意思 を伝える力だ った。
「お願い します。助か ります」
院長は その手をそっ とはずすと、 寝ている初子 の額に置いた 。やはりひん やりと冷たい
手だ った。
「……それか ら、今日のよ うなことは困 りますよ」
「一寸、 買い物に出掛 けただけです わ」
「違い ますよ、私の 胸で泣かれた ことです。看 護婦たちが誤 解しますから ね」
「あ ら、申し訳ご ざいません。 私、先生に迷 惑お掛けした のかしら」
「いや、そん なことはない けど、お互い に無いことを 疑われるのは 嫌でしょう」
長谷院 長は優しい目 で見下ろして いる。初子は 自分の目が充 血しているのが ハッキリと
分か った。もうひと 言優しい言葉 を掛けられた ら泣き出して いたに違いな い。この院長 は
物腰 が静かで、男 を感じさせな いのも安心し て頼れる一因 になっていた 。
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「昼 にも言いまし たように、も うそろそろ退 院を考えられ たら如何でし ょう。貴女は もう
精神的にも肉 体的にも充分 に健康なんだ」
「私のこと、 お見捨てにな りますの？」
「ここに はいろんな目 もあるしね」
静 かに院長の顔 が近づき、額 の辺りに唇が 触れた。その 首を初子の手 が巻いて強引 に唇
に持って行っ た。
成り行きだ ったと初子は 思う。自然に そうなってい た。院長はこ れも静かに風 呂敷でも
解くよう にして外すと 、その両手を そっと毛布の 中に戻した。
「お 大事に……」
院長は事務的 に言うと何ご ともなかった ようにスリッ パを鳴らして出 て行った。
「おやすみな さい」
返事は なかったが、 初子は久し振 りに救われて いる自分を感 じていた。枕 元のスタンド
ラン プを消すと青 い天井が浮き 上がってくる 。海の底のや すらぎのよう な安定があっ た。
今夜は久し振 りに眠れそう だと思った。
唇にまだ院 長の感触が残 っていた。明 らかに先方か らの反応もあ った。それだ けで今は
満足すべ きだろう。
ド キドキするも のはなかった が、恋の甘さ には変りなか った。

そ の余韻を楽し みながら、よ うやく睡魔が 襲い始めた頃 、突然、看護 婦がやって来 て明
かりを点けた 。
「お薬で す。……寝ら れないんです か」
「あら 、忘れてたわ 。どうも済み ません」
年 は初子と同じ くらいだろう か。昼間見掛 けたことがな いところをみ ると、夜勤専 門の
看護婦なのだ ろう。
「院長先 生への御用は すべてナース センターを通 して貰わなけ れば困ります 」
明らか に叱る言い方 だった。初子 もムッとして にらみ返す。
「そ うですか。相 済みません。 一寸、廊下で お会いしたも のですからね 」
愛想のない 看護婦は明か りを点けたま ま出て行った 。
「あの看 護婦も院長先 生のこと好き なのかしら」
初子は 叱られた腹い せに、退院し て院長を呼び 出し、密かに 会っている自 分を想像して
みる 。また、美杉 との関係の繰 り返しのよう な気もしない ではなかった が、何もない より
は救われる想 像だった。
その裏 側に、とこと ん堕ちて、耕 之輔や美杉を 見返してやり たい思いがある ことに、彼
女自 身まだ気がつい ていない。
朝 の回診の時、 初子はそ知ら ぬ風をよそお って訊いてみ た。
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「院 長先生、私、 何時退院出来 ますでしょう か」
「ほう、元気 が出てきまし たね。……考え ておきましょ う」
院長は昨夜 の表情を緻塵 も出さなかっ た。
種を蒔 いて院長から の返事を待つ のだ。
初 子は何かわく わくし、母に 電話を入れて 、退院が近い こと、耕之輔 とのほとぼり がさ
めるまでもう 暫く京都に残 る旨伝えた。
「顔を見るの も嫌だからっ て、そう何時 まで逃げてば かりもおれん よ。いずれは 話し合わ
んと」
「も う話し合うこ となんか何に も無いと思う けど」
「そうも行く まいがね。一 度帰ってケリ つけんさい」
「あの人まだ 浅谷窯に居る の？」
「そらそ うよ。何たっ て浅谷窯の当 主だもん。お 父さんは少し でも穴埋めし て貰わんとと
言う とってよ」
「清水が後を 継ぐんじゃな いの？」

じゃ 、あの子が浅 谷窯の女将さ んってわけ？

……お父さ ん何

「それはこ れからの話。そ れよりね、久 美子が昨夜、 突然清水さん と一緒になり たい言い

」

清 水と

出しよっ てね。あの子 は何時もたま げさす（驚か す）子だけど ……」
「久 美子が？

て言 ってるの

初 子はしかし、 敗北を認める より、新たに 自分中心の世 界を見つけて 逃げ込むこと に急

見て いなければなら ないのは、勝 ち気な初子に は、何ともや りきれないこ とだった。

うな予感 があった。清 水と久美子に よって盛り返 されていく浅 谷窯を、失敗 者として側で

った。今、確 実にからめ取 られようとし ている。清水 が継げば浅谷 窯も勢いを盛 り返しそ

耕 之輔と別れる ことが、彼女 の社会的位置 までからめ取 られることと は思ってもみ なか

みた。

足許を 掬われた感じ だった。それ 以上に枠の外 に押し出されて いく我が身の あわれが染

かった。伝統 窯一つを手に 入れるにはも ってこいの条 件なのかも知 れない。

口 にしてから、 負け惜しみに 聞こえるのが 情けない。父 の明信には計 算があるに違 いな

「ふー ん、久美子が ねぇ。あの子 ならありそう なことだわ。 清水の何処がい いんだろう」

初子は 皮を剥がれた 兎の寒さを感 じていた。

しても、伝統 窯の窯元の奥 さんとして遇 されてきた。 特にお茶の世 界ではそうで ある。

内 情はともかく 、世間では浅 谷窯の名は、 萩の窯元とし て充分に通用 している。初 子に

この話 は初子には大 きなショック だった。

もその気 になってなさ ったみたい」

「昨夜は、そ れは怒ってな さったけど、 言い出したら 引かん子だし ……今朝は、 お父さん

?
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=

な女 である。
長谷院長との ことも、無意 識に自分中心世 界を早く構築 しようとする 焦りなのかも 知れ
なかった。
院長が やって来たの は、午前の外 来診察が終わ った正午すぎ だった。予想 通り院長ひと
りだ 。
気がつくとも う冷たい手が 初子の手首を 掴んでいた。
「今朝お申し 出の退院の件 ですが、暫く 通院なさると して、落ち着 き先はおあり なんでし
ょうか」
「いいえ、そんなものあるわけございません。何処かいいお部屋ありませんでしょうか？」
初子は甘えを 隠そうとしな い。男の弱点 を知りつくし たこびだった。
「さあ、探せ ば無くもない でしょうが、 お好みもおあ りでしょうか ら……知り合 いに業者
がいます 。よく相談し てみて下さい 」
「助 かりますわ。 京都の事情は まるで分かり ませんので、 本当に困って おりましたの 」
そして、もう 一言つけ加え るのを忘れな かった。
「女ってど うしてこうも駄 目なんでしょ う」
如何に も心細そうな 声が出るのが 、自分でも可 笑しかった。 女の芯から本 能的に出てく
る声 だった。

院 長は脈を取っ ていた初子の 手を離す時、 その手を彼女 の下腹に戻し た。初子はそ れを
院長の意思と 確認した。
「私、こ ちらの病院か ら余り遠くな いほうがいい わ」
明らか に裸の女を晒 していた。
「そ うですね。き っと適当なと ころが見付か るでしょう」
長谷院長は あくまで涼し い目を崩さな い。
「……で はお大事に」
初子は 満面に親しみ を込めて見送 ったが、院長 は後ろ手に扉 を閉めただけ だった。
夕 方にはもう革 ジャンパーの 若い男がやっ て来た。
男は分厚い ファイルを三 冊抱えてきて 、初子の希望 を訊きながら 結局は彼の思 い通りの
物件を押 し付けた感じ だった。
上賀茂 神社から程遠 くない山手の マンションで 、十二部屋の 三階建てとい うから、規模
も建 物も見当がつ く。空いてい るのは二階の 階段から一番 遠い部屋だと いう。家賃も 頃合
いだった。
「とにか く一度見て下 さい。明日の 三時頃、都合 如何ですか。 お迎えに上が りますが」
初子 は男を送り出し ながら、これ で美杉と切れ ると思った。 心残りもない ではなかった
が、 相手の心根が 見えている以 上、深追いは したくない。 耕之輔と別れ るからにはも う彼
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にす がる必要はな い、というの が表面の理由 だったが、こ れ以上付き合 ってもお互い 傷つ
け合うだけだ ということも 分かっている。 勝ち気な初子 としては相手 から切り出さ れる前
に自分から切 りたかった。
美杉と は所詮肉の交 わりであった 。肉の代わり には肉が要る 。
初 子自身、長谷 院長とのこと もいずれ美杉 と同じ繰り返 しになりそう な予感はあっ たが、
とりあえず渇 きを癒してく れる男の匂い が欲しかった。 その為には先 のことは考え ないよ
うにしている 。
初子は 小机の引き出 しから便せん を取り出すと 、耕之輔に手 紙を書こうと ボールペンを
持っ たが、書き出 しが分からな かった。
書くこともな かった。本当 は越後の女に 嫌味の一つも 書きたいのだが 、住所さえ分 から
なじ

ない。河原町 四条の「吉竹 」に訊けば分 かると思った がそこまでの 情熱はない。 書いてみ
たところ で何も生まれ てはこないこ とも何処かで 分かっている 。相手を詰る ことはそのま
ま自 分を暴くこと だった。
初子はその夜 、夢を見た。
日光の竜頭 の滝を滑り落 ちる夢だった 。
竜頭の 滝を見たのは 高校の修学旅 行の時だった 。
そ の時、華厳の 滝も見たのだ が、変に竜頭 の滝の方が記 憶に残ってい る。

そ れまで、滝は 一気に落ちる ものだと思っ ていた。それ が竜頭の滝で は水が斜面の 岩を
流れ落ちて行 く。渓流と言 っても可笑し くない流れだ ったが、流れ ているという より、や
はり落ち ていた。
当時は 友だちと「こ れでも滝なの ？」とか「滑 り台みたい」 とか言ってバ カにしたもの
だっ たが、誰かが 傍の木の葉を 千切って流す と、葉っぱは もまれながら も止まること なく
何処までも落 ちて行った。 滝壷に落ちた 葉っぱは一回 転して、留ま るかと見えて 再び下の
岩肌へと 滑り落ちて行 く。その葉が 更に下の岩肌 に現われ、小 さく消えてい った。
自分の 悲鳴で目を覚 ましたらしく 、胸元に冷や 汗が流れてい た。
修 学旅行の頃は 、何一つ汚れ を知らぬ少女 だった、と思 う。つまらぬ ことに一喜一 憂し、
よく笑ったり 泣いたりした が、目だけは 上を向いてい た。
あの頃 は何を見、何 を夢見ていた のだろうか。
常夜灯 の明かりが扉 の上のはめ殺 し窓から鈍く 射しているの を、初子はぼ んやりした頭
で眺 めていた。
少なくとも あの頃はこん な人生を思い 描いてはいな かった。憧れ ていた大人の 世界はも
っと明る く素晴らしい 筈だった。今 、取り返しの つかないこと が山ほどあり 、その分、失
われ た時間とともに 湯垢となって 躯にべっとり 付いている。 拭いても拭い ても落ちない 湯
垢だ 。
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鯉 の稚魚はあの 滝を登るとい う。落ちる魚 と登る魚の差 がどこでつく のか、初子は そん
なことを漫然 と考えていた 。
目を閉じて もなかなか寝 つかれなかっ た。
久しぶ りに雲の走る 寒い日だった 。不動産屋の 男は約束より かなり早くや ってきた。初
子は ライトバンの 助手席から久 しぶりに賀茂 川の流れを眺 めた。
対岸の河川敷 を犬を散歩さ せている老夫 婦がいる。トレ パン姿の若者 がジョギング して
行く。
昨夜の 竜頭の滝を落 ちる夢が思い 出された。
こ れからは一人 で生きていく ことになるだ ろう。いずれ 服部の家から 資金を出して 貰い、
小さな商いで もしていくこ とになるのか 。それでも山 口の片田舎で、 他人目に晒さ れなが
らひけ目を感 じて生きるよ りはマシに思 えた。これま での人脈や実 績から、茶道 具を商う
ことにな るのだろうか 。賀茂川堤を ひとり風呂敷 包みを抱えて 歩いている姿 を思い描いて
いた 。
男の案内した マンションは 上賀茂神社の 対岸を更に上 った山手の高 台で、窓からは 洛北
の屋根の連 なりから比叡山 までが一望出 来た。正伝寺 や光悦寺にも 歩いて行ける という。
初子は それだけで、 ここと決めた 。そんな捨て 鉢が新しい出 発にふさわし い気がしてい
た。

「あ りがとうござ いました。私 は、これから 手続きに回り ます」
「あら、連れ て帰って下さ るんじゃない の？」
「間もな く院長先生が お見えになり ます」
男は馴 れた調子で鍵 を渡して寄越 した。
こ ういうことだ ったのか、と 初子はようや く気がついた 。
レースのカ ーテン越しに ライトバンが 坂道を下って 行くのを見送 りながら、初 子は堕ち
るところ まで堕ちた自 分を見ていた 。

そ の頃、阿紀は 京都駅に降り 立っていた。
徳島に行く 途中、京都に 寄ることにな ったのは、耕 之輔から是非 にと頼まれた からであ
る。
電話で の話では、是 非会って欲し い人物がいる という。耕之 輔は、父親代 わりに思える
人、 と表現したが 、それが彼の 妻が収容され た病院の院長 と聞いては頭 が混乱するの も無
理からぬこと だった。先代 からの知り合 いだったこと が今回初めて 分かったとい うのも、
にわかに は信じ難い話 である。
ただ 、最初は耕之輔 も京都まで出 て来て一緒に 会うという話 だったので、 余り重くは考
えて いなかった。 それが突然耕 之輔が来れな いことになり 、一人で会わ ねばならない こと
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にな ったのだ。
それは耕之輔 がついてくる ことを、先方が 拒否した為と 後で分かった 。
阿紀は、耕 之輔の相手と して自分が試 されるのを感 じて愉快では なかったが、 耕之輔と
結ばれれ ばいずれは会 わねばならぬ 相手であろう 。これも浮き 世の義理か、 と諦めかけた
日、 当の病院長か ら直に手紙を 貰った。
万年筆らしい 太いペン書き の封書だった 。いかにも風格 のある大きな 字だったが、 中身
は神経の行き 届いた懇切な ものだった。
突然の 手紙の非礼を 詫びた後、先 代耕之輔と囲 碁友だちだっ たこと、耕之 輔からも相談
を受 け、彼の将来 について心配 していること 、話に聞けば 徳島へ行かれ る由、耕之輔 のこ
れからについ て相談したい ので、是非京 都にお立ち寄 り頂きたい、と いう趣旨のこ とが懇
願調で書かれ ていた。
その後 、二三の電話 のやり取りが あり、ホテル は駅前に津坂 が手配してく れたものだっ
た。
フロントへ行 くと、津坂か らの電話メッ セージが入っ ていた。
「お部屋で お待ち頂くよう にとのことで した」
六階の 部屋から西に 傾きかけた太 陽に、東寺の 五重の塔が黒 くまぶしかっ た。
耕 之輔の将来に ついての相談 だと言っても 、阿紀が瀬踏 みされること には違いない 。

時 計を見ると一 時間近くある 。阿紀は迷っ た末、思い切 って着物を着 ることに決め た。
急いでシャ ワーを浴びる と、ぬるめの 湯は白い脂の 肌に軽くはじ けてバスタオ ルで拭い
ているの が、大鏡に等 身大に映って いる。阿紀は 一瞬おのれの 裸身にみとれ た。
明日に は耕之輔に会 える。そう思 っただけで上 気してくる。
「あ んた、少し現 金過ぎない？ 」
電話は約束 の五時きっか りに掛かって きた。
「なに、 恐れることは ないわ」
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帯を叩 いて背筋を伸 ばした。
津 坂はロビーの 中央に突っ立 っていた。
「藤波阿紀さ ん……だね」
「はい、 お待たせ致し ました」
「外に 出ますが、い いですな」
阿 紀がうなずく 前に津坂はも う歩き出して いる。表に車 が待たせてあ り、運転席に 女性

」

が待っていた 。表通りへ出 たところで、 津坂が分から ぬことを口走 った。
「よかっ た……
「は あ……？」
「い や、貴女がい い人なんで安 心したんです 」

=

「ま だ、何もお話 ししてません わ」
「話してみな きゃ分からん ようでは困るん です。若い者 は可笑しなの でも平気で捕 まえよ
るからね。可 笑しな女だっ たらどうしよ うと思ってた んです」
阿紀に は返事のしよ うがなかった が、耕之輔へ の思い入れは よく分かった 。
「先 生ッ、少しお 言葉が」
運転席の女が 口を挟んだ。
「それより、 紹介して下さ る約束でしょ 」
「あ、コ レは家でも一 番注射のへぼ なナースで青 島典子」
「又 それを言う、 五年も前の話 じゃありませ んか、もう… …青島です」
「藤波阿紀と 申します」
阿紀には、 緊張を和らげ ようとする二 人の気配りが 嬉しかった。
「先生が 口説いたりし たら、直ぐ言 って下さい。 私から奥さま に報告します から」
「あ あ、言え言え 。ちっとも怖 かない」
車が狭い路地 を抜けていく ので阿紀には 何処を走って いるのか皆目 見当もつかない 。八
百屋や雑貨 屋の前では店の 匂いが伝わっ てきそうな狭 さで、それが 如何にも京都 だった。
着いた 処も狭い路地 で、北山杉の 丸柱を二本立 てただけの門 から二つ三つ 石段を上った
玄関 に墨で「紫門 」と小さく書 かれた家だっ た。

「で は、ごゆっく り……」
運転の青島 典子はそのま ま帰り、座敷 に通されたの は阿紀と津坂 だけだった。
茶室風 なしつらえで 床の掛け花に白 つばきが一輪 ぽつんと投げ 込まれている 。侘助だっ
た。
阿 紀は着物を着 てきてよかっ たと思った。
「酒は何にし ますか」
「……私 は頂けません ので」
「ウソ つきッめ。耕 之輔君からみ んな聞いとる よ」
「ま あ、何をお聞 きになったん でしょう」
阿紀は耕之 輔の軽口を恨 みながら顔を 赤くした。
「まぁ、 ようお似合い どすこと、紅 花染めどすな 」
二、三 年前に還暦を 迎えたと見え る女主人は、 阿紀の着物を 誉めた。
「あ りがとうござ います」

道 理で……お似 合いの筈だわ 。……ところ で

「おい、それ 以上滅多なこ とは言うなよ 。……この方 は、その道の オーソリティ ーだ」
「とんで もございませ ん」
「へ ぇ、これ御自分 で染めはりま したの？
セン セ、その大そ りいた、って 何ですの？」
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「こ れだ。この婆 さんは、子供 の頃、この辺 りのガキ大将 でね、僕なん かとても近く へ寄
せても貰えな かったもんだ 」
「それが今で はセンセの四 号、いや五号 どしたかな？ 」
「六号だ よ」
「あ れ、又上に一 人入りよりま したんどすか 。こらしっか りせんとあき ませんな」
如何にも馴れ 親しんだ幼な 馴染みだった 。
「仰せの通り 、あれ掛けと きましたえ」
女主人 が振り返った のは床の間の 掛け花入れだ った。
「そ れ言うたら実 も蓋もないが な」
「先代の耕之 輔先生でしょ うか」
「そうです。 分かりますか 」
阿紀に も先刻から気 になっていた 萩焼だった。
鴬 色の壁をバッ クにその掛け 花入れは、控 え目に侘助を 支えていた。
「囲碁に勝っ て先代から巻 き上げたもの です」
津坂院長は 得意気に鼻を 撫で上げた。
「この時 は、盤面がと ても美しくて ね。終わって もお互い勝ち 負けを忘れて 見とれたもの
だっ た。碁はなさ るかな？」

「い いえ、不調法 でして……」
「囲碁という のは一種の陣 取りゲームな んだが、目が 敵の陣地に向 いている相手 は一向に
怖くない んです。相手 の手など追っ ていない、碁 盤全体をぼん やり眺めてい るような目は 、
これは 怖い。何しろ 自由奔放なん だから」
「先 代耕之輔先生 がそうだった のですね」
「シンとした とても静かな 碁だった。し かし、それに 勝ったんだか ら、私も大し たもの
だ」
「…… それがおっし ゃりたかった 」
「そ ういうこと。 ……とても奇 麗な石を打つ 人だった。心 が澄むと音ま で美しい…… 」
ふたりは並 んで床の掛け 花入れに見入 っていた。
「……会 えて本当に良 かったと思え る人でした」
津坂院 長は激情の人 らしく、鼻水 をすすってい る。
「当 代のこともこ の部屋で聞い たんです。御 存知ですね、 出生の時のこ とですが」
「はい、聞い ております」
「この静 かな心境も一 朝一夕に出来 たものではな いんだ。悩み 苦しんだ挙句 に克服したも
ので す。私ども常人 にはとても出 来ることでは ない」
「周 囲に当たられ るようなこと は一度もなか ったとか…… 」
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「あ の人ならそう でしょう」
「当代もとて も尊敬してい らっしゃいます 」
「勿論貴女は 会っていない わけだね」
「はい」
「尊 敬だけじゃ困 るんだなぁ」
「……？」
津坂は黙っ て掛け花入れ を見つめてい た。
「これが 萩焼の伝統と いうものです 。先代は萩の 正統を踏襲し てその粋に迫 った人だった
と思 うんだ」
女主人が料理 を運んできて 、話は途切れ た。
「今、この掛 け花の話をし ていたんだ」
「坂戸先 生はお優しい 方どしたさか いに、私にく れはりました んどす」
「あ ら、お話が違 いますわ」
「次には私が 負けてね、取 り戻されてし まったんだ。 ……なに、こ こに納まったの は萩へ
持って帰る のが面倒だった だけの話さ」
女主人 が目を丸くし て抗弁した。
「と んでもない。 この掛け花は うちに下さり ましたんどす 。坂戸先生は 私のこと好い ては

りま したよって」
「へえ、…… 都合よう話つ くりよるわ」
「ほんま どす。先生が 知らはらへん だけや。この 先生は坂戸先 生のこととな るとムキにな
らはり ますねん。御 自分が一番の 理解者でない と気ぃが治まり ませんのや」
「先 代の人格下げ るようなこと 言わんといて ほしい」
「それ、どう いう意味どす ？」
幼な馴 染みの軽口を 阿紀は羨まし く聞いていた。 女主人が去る と津坂は少し 改まって訊
いた。
「と ころで当代の 作をどう思い ますか」
「申し上げま した通り、陶 芸のことはま るで分かりま せん。ただ、 私も染織の方 で悩むこ
とが多い ものですから 、お悩みにな っていること はよく分かり ます」
「惚れ た人としたら そうだろうな 。しかし、人 の悩みなど押 し付けられた んじゃ、持たさ
れる 側はたまった ものじゃない 。そう思いま せんか？」
「そうでしょ うか。私には ……」
「いや、 これは訊く相 手を間違えた ……今貴女に 何を言っても 、素直には聞 いては貰えま
い。 それも当然だ。 しかし、当代 のあれはとて も日本伝統の 陶芸と言える ものじゃない 」
「ど うしても伝統 を継承しなけ ればならない ものでしょう か」
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なま

「… …でしょうな 、伝統窯を名 乗る以上は。 先日、観て欲 しいと言って 茶碗と水指を 送っ
てみえたが、 彼の目指す処 は鬼手という奴 で、全て生な んだ。練れて いない。粒あ んのぜ
んざいかも知れんがしるこ ではない 。「 しるこ」で名を売ってきた老 舗が突然「ぜ んざい」
だ、と言 われても客は 戸惑うばかり だ」
「ぜ んざいにはぜ んざいの良さ があるという 風にはお考え 戴けないでし ょうか」
「今の耕之輔 君のやり方を 押し進めて行 くとオブジェに 行きつく。日 常の中に取り 込んで
いく陶器とオ ブジェでは本 質的に別物だ 」
「御意見 は分かるよう な気がします 。でも当代が 志向していら っしゃるのは 、鬼手です。
鬼手 はお認めにな れないという ことでしょう か」
「さて、そこ が困ったこと なんだよ。… …貴女として は彼のやりたい ことをやらせ たい訳
だ」
「やらせ たいなんて… …あの方の精 一杯のお仕事 を願っている だけです。一 度しかない人
生で すから」
「一度しかな い人生ネ」
津坂院長は 皮肉っぽさを 隠さなかった 。
「可笑し いでしょうか 」
「ま 、お若いから 当然でしょう 。……しかし 、一度しかな い人生だから 鬼手でいいと いう

のは 、ちと短絡過 ぎるとは思い ませんか」
「短絡的でし ょうか。鬼手 でいいなどと 言っているの ではありませ ん。あの方は 積極的に
鬼手で行 きたいとおっ しゃっている のです」
「どう して先代の突 き詰めた道を 試みようとし ないんでしょう ね」
「そ れは無理とい うものです。 あの方には坂 戸家代々の血 も先代の血も 流れていない んで

」

す。お父上の 器用さは望む 方が無理とい うものです」
「だから 駄目だって言 うんだ
津坂の 眉間に怒気が 逆巻いていた 。
「先 代のこうした 仕事が器用と 見えている間 は耕之輔君は 駄目だね。保 証してもいい 。先
代の何処が器 用なんだ。こ の掛け花はそ んないい加減 な軽さで出来 たものじゃな いよ。命
懸けで手 にいれたもの なんだ。悩み 苦しんだ挙句 に自分で掴み 取ったものだ 。だから見る
人の心 を打つんだよ 」
津 坂は言い終わ って、興奮か ら息苦しそう に胸の辺りを 掻きむしった 。発作を起こ した
かと心配する ほどだった。 一息大きく息 をすると更に 続ける。
「無器用 だから鬼手を やる、それじ ゃ最初から負 けじゃないか 。伝統的なも のもちゃんと
出来 る、しかし、鬼 手こそ自分の 道だと信じる からやる、そ れでこそ本物 なんじゃない か
ね。 そう思いませ んか」
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津 坂はやっと落 ち着きを取り 戻したようだ った。

そ れが何です。 まだまだ若い じゃないです か。第一、何 故自分は無器

「おっしゃる ことは分かり ます。でもあの 方にしてみれ ば、年齢から 言って残され た歳月
のことも…… 」
「残され た歳月？
用だ と決めて掛か る。最初から 自己否定して 何が出来る。 世の中には器 用だから上滑 りす
ることもある 。無器用だか ら出来る仕事 もある……そう 思いませんか 」
津坂は張り 詰めた緊張を 抜くように話 題を変えた。
「私はね 、武者小路実 篤という人の 書が好きでね 。手元にいく つか持たして 貰ってるが、
調布 にある記念館 に行くとね、 底の抜けた硯 があるんだ。 硯の底が抜け るほどあの人 は書
いたんだよ。 書いて書いて 、それであそ こまで行った んだね。私が当 代に望みたい のはそ
こなんだ」
津坂院 長の誠実な人 柄は阿紀にも よく分かった 。主張すると ころもよく分 かる。分かっ
た上 で、何故わざ わざ京都に呼 び寄せてまで こんな話をす るのかが分か らなかった。
その疑問を阿 紀は率直にぶ っつけてみた 。
「私からあ の方に、今のお 話の趣旨を話 せ、とおっし ゃるのでしょ うか」
「いや、 彼には手紙で 書いてやった 。電話が来て 長々と話もし たからもうい いのです。た
だ、 貴女にも知っ ておいて欲し かった。何と 言っても今の 彼には貴女の 影響力が一番 大き

いか らね」
「そんなこと はありません 。先生のこと 、お父上代わ りに思ってい るとおっしゃ っていま
した」
「私な ど、とてもあ のお父上に適 うものじゃな い。……そう、 彼そう言って ましたか」
津 坂はいかにも 嬉しそうに笑 った。笑うと 目元に童児の ようなあどけ なさが浮かぶ 。
「私も彼のこ とは子供のよ うな気がして ならない。だ から要求もつ い厳しいこと になるの
です。正 直なところ囲 碁を通じて私 は先代に惚れ たのです。こ れは男でない と分からない
かも知 れないが、何 としても彼に お父上の遺志 を継いで欲し いんだ」
「浅 谷窯の伝統を ですか」
「出来ればね 。よしんばそ れが不可能と してもお父上 の遺志だけは 継いで欲しい 、継いで
立派な陶 芸家になって 欲しい。これ は彼に会って 益々強くなっ た。彼なら継 げる。成し遂
げられ る。……その 為には出来る だけのことは させて貰うつ もりです」
「今 の私の立場で は何と言って いいのか分か りませんが、 有り難いお言 葉だと存じま す」
阿紀も素直 に頭を下げた 。
気がつ くと、津坂は 座り直してい た。
「… …？」
「阿 紀さん、どう か耕之輔君を よろしく頼み ます」
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改 まって、畳に 両手をついて 頭を下げる津 坂に、阿紀は 思わず涙ぐん でいた。

」

「とんでもご ざいません。 どうぞ、そんな ……お上げ下 さい」
「……よろし く、お願いし ます
津坂は 繰り返しなが ら、その語尾 は震えていた 。その直情が 阿紀の胸底を えぐる。
「ど うかもう…… お上げ下さい ませ」
阿紀は促した が、津坂は涙 の顔を隠そう とするのか、な かなか頭を上 げない。阿紀 は不
思議なもので も見るように 津坂の頭を見 据えていた。 見据えながら 涙で何も見え てはいな
かった。
ア ルコールが回 ると津坂院長 の声は更に大 きくなってい った。
「昨夜はなか なか寝付かれ なくてね。あ んたが変な女 だったらどうし よう、どうし て彼に
諦めさせよう 、なんて考え てね。……性 悪な女だった ら断固反対、 断固撃退する つもりだ
った」
「私 、危ないとこ ろでしたのね 。それで、と にもかくにも 関門は通過し たのでしょう か」
「通過どころ か、耕之輔君 に渡すのが惜 しくなった。 どうです今か らでも遅くはな い、乗
り換えませ んか」
「何号に でしょう」
「い や参った、参 った」

上 機嫌の津坂は 、阿紀の盃に なみなみと酒 をついだ。
「今夜失敗す ると大変なこ とになります から」
「またそ れを言う…… そんなに彼の こと好き？」
「ハイ 」
阿 紀も酔いに任 せてぬけぬけ と言った。
「僕もあの男 は好きだ。と んだライバル が出現して、 今夜も眠れそ うにないな」
旨そう に盃を空ける と、初子のこ とを言った。
「あれ じゃ耕之輔君 が可哀想だ。 知ってますか 彼女のこと」
「い いえ、お会い したことはご ざいません」
「あんたのこ とを泥棒猫と 言ったらしい ね」
「事実、 違いありませ んから」
阿紀も 肩の力を抜い て話が出来た 。親に話せな いことも、叔 父には話せる 、そんな気楽
さで ある。
「これからも 何かと迷惑掛 けると思いま すが、よろし くお願い致し ます」
女主人 が加わると座 敷は更に賑や かになる。
「あ んたもこの人の 爪の垢を煎じ て飲むといい んだ」
「ほ んと、少しは 奇麗に若返る かしらね」
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「そ いつは無理だ ろう」

… …あんな奴が 怖くて院長が 勤まるか」

「先生、青島 さんを呼びま すよ」
「青島
運転し て来た看護婦 のことらしか った。
「 紫門」を辞去 したのは十時 近くだった。
阿紀は快い酔 いの中で今夜 のことは生涯 忘れないだろう と思った。ま た忘れてはな らな
いとも思う。
駅前の ろうそく型の タワービルが 黒い夜空にに じんでいた。
「先 刻のことは、 当分彼には内 緒だよ」
「何のことで しょう？」
「援助の話。 今の彼には自 力を出しつく すことが必要 だ」
酔って いるようで芯 は覚めていた 。
阿 紀はバスタブ にお湯を張り ながら浮き浮 きしていた。 直接には津坂 院長に気に入 られ
たことが嬉し かった。津坂 には不思議な 魅力がある。 彼に会ったこ とで、住む世界 が一つ
広がった気 がしていた。
耕之輔 と共通の知り 合いを持てた ことも阿紀の 気持ちを和ま せる。耕之輔 が津坂に魅せ
られ たのもよく分 かるし、津坂 の素晴らしさ がわかる耕之 輔に信頼が置 けた。そんな 津坂

が後 援してくれる となると浅谷 窯のこともう まく行きそう な気がする。
阿紀は衣擦 れの音鮮かに 帯を解いた。 胸の辺りに汗 の涼しさがあ った。足袋を 脱ぎ、下
紐を次々 に解いては投 げ出していく 女の幸せを感 じていた。着 物をハンガー に掛けて吊す 。
阿紀は 鼻歌でも出そ うな気分で洗 面台の前に立 った。
「鏡 よ鏡、世界中 で一番……」
言ってから 、独り可笑し くなってクク ッと笑った。
目を覚 ますと、雲一 つない冬晴れ だった。
昨夜の ことを夢のよ うに思い出し ながら紬の着 物を畳んでい ると、電話が 鳴った。津坂
から で、今朝の予 定を訊いてい た。
徳島には夕 方入ればよい 。
「それな ら、昨日の青 島に京都を案 内させましょ う。そちらで 待っていて下 さい」
用だけ 言うと切れて いた。津坂の 、夜とは違う せっかちな顔 だった。
青 島典子は時間 かっきりにや って来た。
「何処が御覧 になりたいで すか」
「お忙し いのでしょう に、申し訳あ りません」
阿紀 が恐縮するのに 、典子は押し 付けがましく てと詫びた。
「院 長の悪いとこ ろです。放っ て置けないん ですね。それ に、私にも平 生忙しい目を させ
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てる からって、暇 をくれたわけ です。車の運 転が私の趣味 ですので」
「素敵な先生 ですね。昨夜 お会いしただけ で魅了されて しまいました 」
「あれにみん な欺まされる んです。私も そのひとりで すけど。今に お節介な電話 をしてき
ますよ」
そ う言っている ところに電話 が鳴ったので 二人して笑っ た。
「今、鴨川沿 いを平安神宮 へ向かってい ます。こちらは 私に任せて、 シッカリ患者 さんを
診て上げて下 さい、どうぞ 」
「うるさ いッ」と津坂 の怒鳴る声が 隣の阿紀にま で聞こえた。
「申 し訳ありませ んが、お昼は もう一度だけ 院長とつき合 ってやって下 さい。徳島に はこ
の車でお送り することにな っていますの で」
「まあ、どう しましょう」
平安神 宮は冬の平日 とあって閑散 としていた。
池 に浮かぶ浮橋 に差し掛かっ た時、典子の 脚が止まった ような気がし て阿紀は思わ ず振
り返った。
「……？」
典子の 顔が蒼白に見 えた。まずい 処でまずい人 に出会ったと いう感じであ る。
橋 の中央にスラ ックス姿の大 柄な女が池を 覗き込んでい る。

「ど うかなさいま した？」
「いえ、何で もありません 」
典子は 先に立って歩 き出していた。
女は池 の面をじっと 眺めて動かな い。
栖 鳳池に架かる この橋は中央 に泰平閣と称 する二層の優 雅な橋殿を持 っている。女 はそ
の突き出した 欄干の手すり に身を寄せて いる。
屋根の 蔭で上半身が 暗く、そのく せ変に揺らめく ものがあって 何か心許なさ をただよわ
せてい た。それに比 べ腰から下が 冬の陽を受け て如何にも肉 感的だった。
近 づいてみると 女は眼下に群 がる鯉を見て いるのだった 。上半身が変 に揺らめいて 見え
たのは水面の 照り返しだっ た。その照り 返しは天井に も映えている 。
阿紀と 典子は女を避 けて北側の手 すりに寄った 。今歩いてきた 辺りが池越し に一望出来
る。南 面を見る眺め は冬と言って も如何にも明 るかった。
「あ の枝垂れ桜が 、谷崎潤一郎 の『細雪』に 出てくる有名 な桜ね」
阿紀が言う のに、典子が 、
「あら、 じゃ良く見て おくんだった 。と言っても 、その『細雪 』って何です ？」
と惚 けたことを言う 。
阿 紀は女のいる 南側へ向かっ た。典子も困 ったと思った が、まさか、 お互い坂戸耕 之輔
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の妻 と愛人である ことは分かる まい、と何処 かこの奇遇を 楽しんでいる ところもあっ た。
初子、阿紀、 典子と並んで 池を覗き込む形 になった。
「あッ、鯉」
数十尾 の鯉が餌を求 めて円い口を 開けてうごめ いていた。そ れが如何にも 卑しく浅まし
い姿 にも見えた。
「あら、空っ ぽだわ」
典子が小銭 入れを手にし て言った。見 ると「鯉の餌 二十円」と書 かれた木箱が 備えてあ
るが中は 空だった。
「そ うなのよ。可 哀想な鯉たち ……」
初子が言った 。言ってから 典子を見て〝 おや〟という 顔をした。典子 は無視して鯉 の群
れを見ている 。
阿紀は そんな緊張を 解くつもりで 軽く言った。
「私 の住んでいる 小千谷って町 は、錦鯉の産 地なの」
女がキッとし た目で阿紀を 振り向いた。
「錦鯉の会 館があって、そ こへ行くと一 メートル近い 鯉もいるの」
「そんな に大きいと、 不気味でしょ うね」
言 いながら典子 は女と阿紀の 間へ割って入 るように場所 を移した。

「百 万円もするの がいるんです って？」
「もっと高価 なのもいるら しいわよ」
その時 だった。初子 が思いがけない ことを口にし た。
「そん なの鯉こくに して食べたら 、さぞ美味し いでしょうね」
悪 意のある言い 方なのは阿紀 にも分かった 。
「行きましょ う」
典子が 不快そうに言 って歩き出し た。
「お待 ちなさいよ」
初 子が典子を呼 び止めていた 。高飛車な喧 嘩を売る言い 方だった。
「貴女、お会 いしてますよ ね」
「さあ、 私には覚えが ありませんけ ど。私頭が悪 いものですか ら」
典子も 負けてはいな い。その分ひ と言多かった 。
「そ の言い方で思 い出したわ。 津坂病院の看 護婦さんね」
「そうですけ ど……それが 何か」
「私のこ ともうお忘れ になりました の？」
「患 者さんは大勢い らっしゃいま すから……」
「私 は覚えている わよ。貴女に 痛い点滴の針 なん本も打ち 込まれたから 」
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「私 の注射下手は 有名なんです 」
「もう思い出 したでしょう ？」
「いいえ、… …」
「じゃ、 お教えしまし ょう、私は… …」
「行 きましょう」
典子は強引に 阿紀の手を取 って立ち去ろ うとした。
初子はその 前に立ちはだ かった。
「山口の 坂戸初子よ」

」

言 ってから、ち らと横目で阿 紀の反応を窺 っている。
「……
今度は阿紀 の顔色が変る 番だった。息 がつまりそう だ。
「だから どうなのよ」

」

「や っぱり。私、 そっちの人に 話があるのよ 」
「そっちに有 ってもこっち にはないの

「馬 鹿野郎ッ、死 にたいのか

」

公衆電 話を求めて歩 き出した時、 急ブレーキの きしみととも に、罵声が浴 びせられた。

美杉を 呼び出してみ ようかと思う 。

ぜになって足 が動かない。

の女 だったか、と いう怒りと、 その満ち足り た表情にかい ま見える充実 への嫉妬がな い混

一方、 初子も脳天に 昇った血を戻 しかねたまま 、その場に呆 然と立ち尽く していた。あ

御守り や御札を売っ ている「出口」 を抜けても阿 紀の鼓動は治 まらなかった 。

後ろで初子 の声が聞こえ たような気が したが、二人 は振り向かな かった。

小 走りに急ぎな がら典子は何 回も阿紀に詫 びた。

「御 免なさい。大 失敗……また 院長先生に叱 られるわ」

阿紀は どうしていい か戸惑うばか りだ。

典子は初子 を押し退けて いた。初子は よろめき、橋 楼の床がボコ ッと饗いた。

=

「で も、会ってお いて良かった と思っている の」

阿紀 も心から謝った 。

「とんで もない。貴女 が気になさる ことないわ。 余計な気を遣 わせて御免な さい」

典子は改め て謝った。

「御 免なさいね」

ムに来 ていた。総ガ ラスの向こう に掘割りを見 下ろせる明る いスペースだ った。

その頃 、阿紀と典子 は車を駐車場 に置いたまま 、直ぐ南の国立 近代美術館の ティールー

初子は信号 の存在を忘れ ていた。

=
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「そ れは嫌な女よ 。私たち働い てる者を見下 すので、ナー スの間の評判 も最低だった 」
「もう、いい のよ」
阿紀は運ば れてきた濃い コーヒーをス トレートで飲 んだ。気付け 薬には持って こいだ。
阿紀は 話題を変えよ うと、典子の ことを訊いた 。
「青 島さん、お子 さんは……？ 」
「二人、上が 娘で下が息子 。もう中学の 三年と二年」
「羨ましいわ 」
「なんの なんの……母 親を馬鹿にし くさって、困 ったものです よ」
「夜 勤もおありで しょうから大 変ね」
「うるさくな くて丁度いい んじゃないん ですか。二人 で適当にやって いるみたい… …」
「御主人さま は……？」

」

「昨夜、 お会いになっ たでしょ」
「え ッ……ウソッ
「そう、嘘。 でも院長、そ う人に言って るのよ。うち の子の本当の 父親だ、って。 私にも
言ったわ。 俺の愛人になれ 、庶子として 認めてやるか らって」
「まあ… …」
「だ から私も言っ てやったの。 そう思うんな ら抱いてみろ 、って。あの 子たちの父親 は、

もう 少しマシな男 だって」
堀の向こう を見て話す典 子の目に光る ものがあった 。
「うちの 院長ってそう いう人なんで す。だからシ ャクだけど逃 げるに逃げ出 せないの」
典子は 立ち上がると バッグを抱え てトイレに立 った。阿紀に も典子の胸の 内がよくわか
る。 あの津坂なら あり得る話だ 。
阿紀は耕之 輔の姿を津坂 に重ねて見て いた。そして いつか暖かい 流れの中に取 り込まれ
ている自 分を感じてい た。
古い瓦 の連なりの向 こうに蹴上の 都ホテルの姿 が如何にも優 雅だ。
「も う、他を回る 時間がなくな ってしまった わ」
典子が時計 を見て言った 。
「いいん です。京都に はまた伺うこ ともあるでし ょうから」
「車を 取って来ます からここで待 ってて下さい 」
「私 も一緒に出ま す」
典子を追っ てレジへ急い だが、何時払 ったのか、も う勘定は済ん でいた。
「御免な さい。田舎者 は気が利かな くて……」
「い いのよ、院長先 生に請求する んだから。ケ ーキも食べた と言ったら院 長もっと喜ん だ
でし ょうに……」
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阿 紀は美術館の 売店で香月泰 男の絵ハガキ を買って典子 の車が来るの を待った。
「お待ちどう さま」
阿紀が乗り 込むと、典子 は病院に電話 を入れていた 。
「……高 価なケーキも 食べましたか ら。そう二つ ずつ。どうも 御馳走さまで した。大きな
御世 話です」
と、阿紀にウ ィンクしてく る。
「それ以上太 ってどうする 気だ、ですっ て」
高台寺 の津坂病院は 十分とは掛か らなかった。
そ の日の定食も 病院近くのト ンカツ屋だっ た。
「耕之輔君も ここの味が痛 く気に入って ね」
「先生がそう 決めて掛かっ ているだけで しょ」
「私は医 者だ、顔を見 れば何でも分 かる」
「じ ゃ、私が今何 を考えている かお分かりで すね」
「顔一杯に、 このケチ爺、 と書いてある 」
「あら、ま んざらのヤブ医 者でもないん だわ」
「私ほど の名医は京都 中探しても滅 多におらん」
「人 が言ってくれ ないから、自 分で言ってる 」

津 坂と典子の漫 才が一区切り ついたところ で津坂が言っ た。
「逢ったそう ですね。…… 申し訳なかっ た。こ奴が気 が利かんから ……」
「とんで もありません 」
「でも 安心したでし ょう。ああい う女を見てい ると、こんな女 でもまだまだ マシに思えて
くる から不思議だ 」
「あら、それ 私のことかし ら。……今に 先生、セクハ ラで訴えられ るんだから… …」
芥子の 効いたトンカ ツに、阿紀は 鼻水をすすって いた。
食べ終 わると、待っ ている客が並 んでいて、立 たないと気が ひける店だ。
喫 茶店の前まで 来ると、典子 が車にガソリ ンを入れるか らと去って行 った。気を利 かし
たのかも知れ ない。
津坂院 長は常連の気 安さで奥のボ ックスにどっ かりと腰を沈め ると、水を運 んできた主
人に言 った。
「今 日は飛び切り 美味しいコー ヒーを頼む」
「飛び切り美 味しい奴ね」
と主人 も少しも動じ ない。
「そ んなに美味しい んですか」
「期 待しちゃ駄目 。十年言って ちっとも進歩 しないんだか ら」
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「先 生、聞こえて るよ」
「聞こえるよ うに言ってる んだ」
主人が去る と越後の話に なった。
「新潟に は学生時代に 行ったきりだ 。変ったろう な」
「一 度、是非いら っしゃって下 さい。私の処 には何もあり ませんが、御 案内する処は 色々
あります」
阿紀もただ の挨拶ではな かった。耕之 輔と三人で新 潟の田舎を歩 く幸せを思っ ている。
「耕之輔 君から会津八 一先生の書の 話を聞かされ てね。是非ま とめて見たい と思っている
んだ 」

風花が舞 って、ふたり で観りゃそれ はいいだろう さ」

「私も先日拝 見してきまし た」
「雪の日だろ ？
「ま、お 話になったん ですか」
「お 話になるんだ なぁこれが… …ぬけぬけと 舞台効果入り で」
阿紀は、男同 士どこまで話 しているのだ ろうと顔を赤 らめた。
「不勉強で 私、書のことは よく分かりま せんの」
「逃げた な。……なに 、これから耕 之輔君が教え てくれますよ 。私は彼の目 を信用してる
んだ 。目が確かな ら手は努力次 第でついてく る。彼の陶芸 も同じことだ と思うんだ」

阿 紀はずっと気 に掛っている ことを思い切 って訊いてみ た。
「やはり今の 窯で、伝統に 従ってやって 行くべきなの でしょうか」
「私には 分からん。彼 が決めること だ。ただ私は 、萩を逃げる べきでないと 思っている。
人間逃 げてはいかん 。どんな恥辱 屈辱にも耐え てこそ、人も芸 も磨かれるん だ。逃げるの
はい かん」
「分かりまし た。私に何ほ どのお力添え が出来るか分 かりませんが 、出来るだけ お力にな
れるよう 努力してみま す」
主人が コーヒーを運 んできた。
「は い、飛び切り 美味しいコー ヒー。院長に はお嬢さんの カスで入れて おいたからね 」
「この野郎、 今度痛ぁい注 射を打ってや る……」
「子供じ ゃあるまいし 、注射が怖く て、こんなヤ ブ医者に尊い 命を預けられ ますか」
「尊い 命はよかった な。お前さん が死んでひと りでも泣く奴 がいるのか」
「知 らねえな院長 。これでも私 が死ねば泣く 女がゴマンと 居るんだ」
「私は泣かな いよ」
振り返 るとカウンタ ーで太った女 房が笑ってい る。
「お 前は女じゃねえ もの」
「あ ら、そんなこ と言っていい の？」
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「さ あ、これで今 夜が大変だ。 赤チンでも用 意しとくか」
津坂の物言い が周囲にまで 広がっているの が、阿紀にも よく分かった 。
夫妻が去る と、津坂が真 面目な顔に戻 って訊いた。
「しかし 、貴女には染 織の道がある でしょう」
一 瞬何のことか 分からなかっ たが、耕之輔 の話の続きだ った。
「私の仕事は 元々趣味に毛 の生えた程度 のものです」
「無理はいけ ない。彼は彼 、貴女は貴女 。それで助け 合えないくら いならお互い 何をやっ
ても力に はなれないよ 」
「… …徳島でよく 話し合ってみ ます」
「そうだね」
主人がカウ ンターの中か ら言った。
「先生、 診察の時間い いのかい？」
津 坂は時計を見 ると、もう立 ち上がってい た。
「こ奴は相手 が美人だとい つもこうだ、 焼き餅は嫌だ ね。……青島 がここへ迎えに 来ます
から、貴女 はここで待って て下さい」
「昨日か ら、本当に有 り難うござい ました」
挨 拶をしている 暇もなかった 。

「ま た、ゆっくり 会いましょう 。……気をつ けて行ってら っしゃい」
津坂院長は 固苦しい挨拶 は苦手らしく 、後ろ手をあ げながら逃げ るように出て 行った。
内儀さ んが渋いお茶 を運んでくれ、 典子の車で徳 島に行くのだ と知ると、コ ーヒーをポ
ットに 用意してくれ るという。
話 題は津坂院長 のことしかな かった。
「あれで、奥 さんがお元気 だったら言う ことはないん でしょうにね 」
「御病気 なんですか、 奥様……？」
「御存 知ないですか 。来年は十三 回忌のはずで すよ」
「こ れが又、院長 に輪を掛けた いい奥さんで ね。私らも随 分お世話にな ったもんです 」
カウンター から主人が口 を挟んだ。
「じゃ、 院長先生、今 はお独りなん ですか」
「そう なのよ。家政 婦さんの話だ と、今でも毎 朝のお勤めは 欠かさないそ うよ」
「俺 ならこれ幸い とすぐに再婚 するけどな」
「あんたは大 丈夫。私の方 が絶対長生き してみせるか ら」
阿紀は 、津坂が仏壇 に向かってい る姿を想像出 来なかった。
夫婦 とは一体何なの だろう。まだ 自分には良く 分かっていな いのかも知れ ない、と思う 。
世 には様々な夫 婦がいる。そ の姿形はそう 変らないが、 中身は天と地 ほど違うもの かも
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知れ ない。数字に 代えて計れな いだけの話だ 。
耕之輔と共に 歩く意味を、 もう一度じっく り考えてみる 必要がある、 と阿紀は思っ てい
た。
「お待ち 遠さま」
典 子は明るい海 老茶のジャン パーに着替え ていた。

もっとも近 頃は年寄りほ ど派手って言 うけどね」

「どお、おば ちゃん、似合 うでしょう」
「少し派手な んじゃない？
「年寄り とは何よ。… …仕方ないで しょ、中学生 の娘と共用な んだもの」
女 ひとり歩く典 子の開き直り は爽やかだっ た。
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