
-*儚い音（３）

　パソコンのディスプレイが切り替わり、普段着の少女がベッドに腰掛けている姿となった。照明は
暗く、浮かない表情でカメラの方を向いていた。
　内容は先程見たのと同じだった。男は少女と接吻しながら服に手を入れ体を弄り剥ぎ取っていった。
　照美は不敵な笑みを浮かべながら映像を見ていた。人の恥部を見るのに勇気がいる。自分もそうだ
と何処かで感じ自らの行いと同じであるのに気づいて目を背けるからだ。照美の過去には映像と重な
る部分がないので恥じる意味はない。寧ろ自分にはない弱みを手に入れ、興味から掘り下げ最後まで
見ようとした。欲望を満たすアイテムが目の前にあれば、興奮しない人間などいない。
　ドアをノックする音がイヤホンの隙間から入り込んだ。
　照美は我に返って映像を止めた。「何」照美はドアに話しかけた。
「楽譜のＣＤだけど、未だ探してないの」井崎の声が返ってきた。
「今探してる所」
「ならいいんだ。お風呂入るからまた後で来るわ」
　足音がドアから離れていった。
　照美は机の上にある２枚のＤＶＤを眺め、ＣＤのトレイに付いているボタンを押した。トレイが出
て来た。ＤＶＤを交換して差し込んだ。他のＤＶＤにデータが入っているか確認する為だ。
　パソコンがＤＶＤのデータを読み込み、内容を映し出した。映像データのアイコンが表示してあっ
た。楽譜のデータが映像になっている訳がない。明らかに先程見た映像と同じ内容だ。
　照美はパソコンからＤＶＤを吐き出し、別のＤＶＤを入れて読み込んだ。様々な書類がデータに
なってディスプレイに映った。照美はファイルを開いて書類の内容を確認した。アイコンとデータ名
だけでは何が入っているか分からなかった。データを開いては別のデータであるのを確認して閉じて
を繰り返した。表示したデータを見て、楽譜である点を確認し、表題を見た。夏祭りに向けて歌って
いる作品だった。データの入ったＤＶＤをトレイから出して机に置いてある付箋を貼り付けてケース
に入れた。映像データの入ったＤＶＤを１枚ＣＤトレイに入れた。
　映像データのアイコンを表示した。データをマウスで移動すると、ＤＶＤを開けてケースに入れ、
机の中から白いＤＶＤを２枚取り出して１枚をトレイに入れた。データを読み込むも何も映らなかっ
た。何も表示していない箇所に映像のアイコンを移動し、焼き付ける作業を始めた。
　パソコンからＣＤが高速で回転する音がした。
　照美は見てはいけないものを掘り起こした後悔と共に、他人を叩き落とす道具を生成した達成感が
入り混じっていた。焼付の具合を示すゲージが１００％を示した。照美はＣＤのトレイを開けてＤＶ
Ｄを取り出し、ケースに入れた。別のＤＶＤのデータは移さなかった。必要な映像は一つだけだった。
　全てのＤＶＤをケースに入れた。付箋の付いたＤＶＤを残し、他のＤＶＤを持って部屋から出ると
向かいの部屋に入り、机に置いた。一度通った道なので迷わず、床に転がっている物体も踏まずに往
復出来た。部屋を出た。
　井崎が階段を昇ってきていた。髪や肌は艷やかで僅かに石鹸の匂いがしていた。手に白いビニール
袋を持っていた。「ＣＤ探しといた」
「見つけたよ、あたしの部屋に置いてある」照美は自分の部屋に戻った。井崎は照美の後に続き、部
屋に入った。
　井崎は部屋を珍しげに見回した。
　照美は井崎の態度に眉をひそめた。「珍しい」
「いえ、どうやって片付けてるのかなって」
「井崎姉がだらしないだけよ」
「忙しくて暇がないから」井崎は苦笑いをした。
　照美は机の上に乗った付箋の付いたＤＶＤを差し出した。「はい」
「ありがとう、頼りになるわ」井崎はＤＶＤを受け取った。
「色々とデータを詰め込んでるけど、ちゃんと整理しないと何処に何があるか分からなくなるわよ」
「何があるか位はわかるんだけどね」
「他の人が分からなくなるから困るの」照美は井崎に突っかかった。
「こう見えても先生は忙しいのよ。これね、帰りに店で買ってきたの。最近開いたみたいでね」井崎
は白いビニール袋を机に置いた。
　照美は袋を開けて中に入っている物を確認した。透明なプラスチックケースに入ったクッキーだっ
た。
「何処の店」照美はケースを手に取り、回してラベルを確認した。原材料と賞味期限と共に、店のロ
ゴと住所が書いてあった。
「村の奥よ、一見して只の家みたいだったんだけど看板があってね。上町にも店を出しているみたい
なのよ」
「上町ね」
「行った事ないでしょ」
「あるわよ」照美は井崎に食って掛かった。
「そうだっけ」
　照美は唸った。「もういいわ、からかいに来たんじゃないでしょ」
　井崎は照美の机の上に乗っているＤＶＤに目をやり、手に取った。「これは」
　照美は焦った。折角手に入れた武器を理不尽に奪われたくない。
「私も後でバックアップを取らないとね」井崎はＤＶＤをもとの場所に置いて去っていった。
　照美は安堵し、ＤＶＤを机の引き出しに入れた。



　翌日は授業がない代わり、体育館に集まり終業式が執り行われた。
　夏休みへの布石にして校長先生や生徒指導担当者の長く、退屈な説教を聞くサバイバルでもあった。
　屋外ではなく体育館で行われたために倒れる生徒はなく無事に終了した。
　生徒達は皆、教室に戻るなり成績表や宿題を受け取り、帰って夏休みの門をくぐった。真琴のクラ
スは例外で、終業式とホームルームが終わっても夏休みに行う合唱イベントへの練習が待っていた。
　生徒達は皆、井崎と共に音楽室に入っていた。井崎が指揮をし、伴奏と生徒達が合わせて音を奏で
ていた。
照美のソロパートに入った。生徒達の声が消え、わずかに濁りのある声がピアノの伴奏に合わせて音
楽室に響いた。
　井崎は声に違和感を覚えた。「止めて」井崎は腕を上げた。ピアノを弾いている女子生徒は伴奏を
止めた。
　静かになった。
「井崎さん、ずれてるわよ」
「私は遅れてるとは思いません」
「貴方はそう思っているのでしょうけど、私をはじめ皆は気づいているわ」井崎は生徒達を見回した。
皆の目が泳いでいた。
「やり直すの」
「以前から感じてたけど少しずつ乱れているわ。あとは変な抑揚も入れないで。伴奏や他の生徒に合
わせてないのが良く分かるわ」
　照美は苛立った。完璧にソロパートを歌っていたと思い込み勝手に歌っていた為、伴奏をはじめ他
の部分に合わせた歌い方が出来なかった。一人自己満足で歌うだけなら合唱よりカラオケルームに
行った方が良い。
「どうするのよ」
「このまま歌っても皆がずれていくから、一旦別の人に歌ってもらうわ」
「待って下さい」女子生徒は井崎に反論した。「いきなり別の人が歌うなんて出来ません」
「分かったわ、ソロに入る２小節前から始めて。他の生徒は歌わないように」井崎は手を挙げた。
　伴奏が流れ始めた。井崎は指揮を始めた。
　照美は伴奏に合わせて歌を歌い始めた。真琴を含めた生徒達は皆、井崎の言葉から照美の歌に耳を
傾けた。
　井崎の指摘通り、音が伴奏とわずかにずれていて、統一する必要のある音階に揺らぎがあった。
　井崎は手を止めた。伴奏が止まった。
「何処を見てるの、重要なのは指揮と周りよ。調子を合わせれば少なくともずれるってのはないはず
だわ」井崎は照美に厳しくあたった。
「でも、合唱は全体でやるものであって私個人が少しずれても問題ないんじゃない」
「貴方は合唱は全体の平均だって言ってたじゃない。向上させるためには平均から落ちている抜けて
も文句は言えないわよね」井崎は強い口調で言った。
　照美は渋い表情をした。自分の言った事がすぐに跳ね返ってくるとは思わなかった。「すぐに合わ
せられるわよ。大体、他の人だってずれてるんじゃないの。もっとずれている生徒もいるはずよ」
　井崎は生徒達を見回した。多少ずれているのは照美に限った話ではない。音痴な生徒もいるし、声
の小さい生徒もいる。照美を叱りつけたのはソロパートを担当しているからだ。水面を叩きつけた時
に現れる小さな波紋が徐々に拡散していくのと同じで、歌が進んでいく度に僅かなズレが大きくなっ
ていく。皆が歌っているのであれば他の生徒でカバーできるがソロパートではカバーできない。
「山下君、パートを歌って」
「え」真琴は驚いた。「僕がですか」
「山下くんのパートの前から伴奏抜きで歌って」
　真琴は驚いた。「今すぐですか」
　井崎は頷いた。
　真琴は眉を顰めた。練習で散々伴奏なしで歌っていたが、本番で歌うとは考えてもいなかった。
「行くわよ」井崎は手を上げた
　真琴は井崎の指揮に合わせて自分のパートを歌った。毎朝伴奏なしで練習をしていた為、勢いが付
けば普段通りに歌うだけで良かった。音階や伸びの揺らぎは少なかった。
　平川は真琴の歌声に聞き入っていた。
　井崎は手を上げた。指揮に合わせて歌声が止まった。静寂が降りた。
「分かった」井崎は照美に尋ねた。
「私だって伴奏なしで出来るわよ」
「今、出来る」
「出来るわよ」照美は強く言った。
「分かったわ」井崎は手を上げた。
　照美は大きく息を吸った。
　井崎は指揮をした。
　照美は自分のパートを歌いだした。どんな屈強な船と言えど海流と星を読む経験がなければ海路を
築けない。照美の歌は才能にかまけて全ての経験を欠いた脆さが露呈し、海流に飲まれて目的地を外
れていた。外れ具合は生徒達にも理解出来る程だった。
　井崎は手を上げた。
　照美は井崎の指揮から僅かにずれて歌声を止めた。
「元から合わせようって気がないんじゃない」井崎は照美に強く言った。
「伴奏に合わせれればどうにでもなるわよ」
「山下君は伴奏なしでも歌えたわよ」



　井崎の言葉に照美は黙り、真琴に目を向けた。真琴は照美の視線に気付き、目をそらした。
「代わりはいないんでしょ。あたしと山下君がソロをやるって多数決で決めたんだし」
　井崎は生徒達を見回し、平川に目をやった。
「平川さん、ソロの部分は歌えるかしら」井崎は平川に尋ねた。
「はい」
　照美は平川と井崎のやり取りに怒りを覚えた。自分を見捨てて転入生を持ち上げようとしているの
ではないか。「待ってよ、何でいきなり転入生にやらせるの」
「他に出来る人がいるの」
「いくら合唱部にいたからって、出来るとは限らないでしょ」
　井崎は照美の言葉に眉を顰めた。平川が合唱部にいたと言う話は一度もしていない。平川が話した
のだとすぐに推測した。「やってみるまで分からないわ、本人も返事をしたから」
「どうせ無理よ」
　照美は呆れ気味に言った。
「黙って」井崎は照美を制した。
　照美は黙った。
　井崎は手を上げ、指揮を始めた。平川は歌い始めた。細く繊細な声が響いた。照美と違い、過剰な
抑揚も伸びもない。誰もが聞いてその通りだと言える歌だった。
　生徒達は平川の声に聞き入った。皆平川の方を向いていた。
　照美は苛立つと同時に先日部屋で聞いた、男と交わる時に少女が漏らした声を思い出した。平川の
歌声と重なったのだ。脳裏に映る男の腕に体をいじられながら股を重ねる少女の嬌声と、平川の歌声
とが一致した。映像で見た少女は紛れもない平川自身だと確信した。僅かに笑みが浮かんだ。無敵の
猛将、アキレスの急所を見付けたのだ。
　井崎は手を上げた。平川は歌を止めた。極めて正確で照美の歌の比ではなかった。
　多くの生徒達から拍手が沸いた。
　平川は以前歌ったのと同じく、何も感じずに平静な表情をしていた。
「分かった」井崎は照美に振った。
　照美は平川に目をやった。平川の姿は映像の少女と重なり、男の欲望を受け止める節操のない女に
映った。「いいわよ」照美は適当に言った。心から認めたのではない、いいえと言っても井崎や生徒
達は自分を認めないのは容易に推測できる。仕方なく妥協したのだ。
「なら、当面の間ソロは井崎さんに代わって平川さんがやります。いいですね」
『はい』生徒達は皆返事をし、井崎の方針に同意した。
「気にしないで、練習すればすぐ出来るわよ」照美の隣にいる女子生徒が話しかけた。
「ええ、すぐ戻るわ。ああいうのはすぐ落ちるって決まってるもの」照美は冷静を装って頷いた。先
日見つけた武器が存在する以上、チャンスは消えていない。抜いて切り捨てれば元の状態に戻る。
　平川は手を上げた。「すみません、トイレに行きたいんですが。いいですか」
「行ってきなさい」
　平川は井崎の言葉を聞くと列を抜けて音楽室を出ていった。照美は照美の後ろ姿を見て、男の胤を
宿したのかと妄想して口を緩めた。映像の中で散々せがんで中で受け止めていたのだ、出来ていても
おかしくはない。
　平川は音楽室のドアを閉めてトイレに向かっていった。
「緊張しているのかもね。では平川さんの代わりに井崎さん、ソロをやって」
「はい」輝美は返事をした。
「では始めます」井崎は手を上げた。伴奏が鳴り、生徒達は合唱を始めた。
　照美は顔をしかめた。練習で見せれば自分を表舞台に出せる。
　ソロパートに入った。照美は歌を歌った。力み過ぎで伴奏と音程がずれていた。
　井崎は止めなかった。照美を平川の代役として見ていた。代わりなので上手かろうが下手だろうが
関係なく前後があっていれば良かった。
　照美は自分がやらかしたと気づいた。余りにも気負いすぎた為に空回りしたのだ。
　真琴は照美の歌声を聞き、自分が楽譜を盗んだ後に練習した状態と重ねた。意識しなくても歌声に
状態というのが現れる。簡単なところであればあるほど、飾りでごまかせないので当人の内部状況が
鮮明に出てくる。
　井崎は時計に目をやった。３時を示していた。「今日は早めだけどここまでにするわ。平川さんが
戻ってきたら解散するわね。ホームルームで言った通り、夏休みの練習は任意で参加でいいわ。但し
全体の予行練習には必ず来るように。いいわね」
『はい』生徒達の声が響いた。
「今週の日曜までは休みよ。先には練習が入るから、勉強に集中しなさい」
『はい』
　生徒達の声が響いた。
　真琴は音楽室のドアを見た。平川は未だ戻ってこないのか。
「何かあったのか」隣にいる生徒が真琴に話しかけてきた。
「いや、遅いなって」
「男と違って、女はトイレに手間がかかるからな。早く帰りたいからって焦るなよ」生徒は笑った。
　音楽室の扉が開き、平川が入ってきた。列に入った。
「揃ったわね」井崎は生徒達を見回した。「では解散」
　ピアノの席についていた生徒が立ち上がり、他の生徒達と同じタイミングで頭を下げた。
『ありがとうございました』
　井崎は楽譜を折り畳んで音楽室を去った。生徒達の列が崩れて音楽室から出て行った。用がなけれ
ば帰るだけだ。
「ねえ」照美は女子生徒に声をかけた。「今度の土曜に勉強会したいんだけどさ。来る」



「夏休みの宿題をやるの」
「宿題もあるけど、合唱の練習よ。あの転入生にいい顔されたくないもの」
「ううん、そうね」女子生徒は眉を顰めた。本来なら遊びに使う時間を合唱の練習に費やしていると
いうのに、更に続けるというのは厳しい。
「合唱はついでよ、ついで。宿題は皆でやればすぐ終わるじゃない」
「でも、夏休みのはじめにやるっていうのは」
「始めでも終わりでも一緒じゃない。日記を除けば分かる人のを写せばいいんだから一人でやるより
ずっと楽に終わる。時間だって短縮出来てお得じゃない」
「分かった、付き合うわよ」女子生徒は照美の言葉に負けた。
「本当、ありがとう」
　照美は笑みを浮かべて頭を下げ、真琴の方を見た。真琴は音楽室から外に出ようとしていた。「山
下君、待って。用があるの」
「もう頼みを聞かないから」
「前は悪かったわよ。今日は変な用じゃくて勉強会をするの。今度の土曜、家に来てくれない」
　真琴は立ち止まった。「まともならな」真琴は吐き捨てた。楽譜を盗ませたのを根に持っていた。
「合唱は皆に合わせないと駄目なんでしょ、なら意見を聞く為にも集まるのは重要よ。ソロパート
やってるんなら、尚更山下君に来てくれないと困るのよ。ついでに宿題の消化もやるから。他の人も
来るから、無理な頼みはしないわよ」
「分かった」真琴は了承した。多数の生徒が来るのなら、無理な頼みを押し付けても他の生徒が割っ
て入ると踏んだ。少なくとも楽譜を盗む程ではない。
　照美は安堵した。「ならいいわね、なら土曜にあたしの家に来て」
「土曜か」
「用事でもあるの」
　真琴は頷いた。「うち、漁師だから」
「なら、仕方ないわね」照美は残念そうな表情をした。村では子供といえど若いというだけで貴重な
労働力となる。過疎化が進んでいる現状では尚更だった。
「手伝いって、午前中か午後にやるかで大分変わってくるんだ。午後はほとんどやる事がないから行
けるよ」真琴は不安げに言った。練習したいと言っている人間を折る気はなかった。
「普通は朝の内にやるといいって言うけど、すぐ帰れる所じゃないでしょ。だから夕方くらいまでか
かるんじゃないかしら。昼過ぎくらいならまだやってるわよ」
「なら、土曜の昼過ぎに間に合うようにするよ。バスが来ればだけど」
「１本遅れたら半日来ないってレベルじゃないんだから大丈夫よ」照美は軽く返事をして他の生徒達
にも声をかけていった。
　真琴は平川に近づいた。「あの」
　平川は立ち止まった。音楽室を出て教室に戻る頃だった。
「後は土曜日に井崎さんの家で勉強会をするんだけど、大丈夫かな」
「大丈夫って、何が」
「来れるかなって」
「住所分からないから、無理よ」平川は去っていった。
　真琴はため息を付いた。元々行く気がないと分かっていた為に引き止めなかった。感情として行き
たくないが、誘う側が納得出来ないので住所が分からないと言ったのだ。他の生徒と同様に教室に戻
り、荷物を纏めた。楽譜を鞄の中に入れて持つと教室を出ていった。
　教室を出ていった後、校舎を出てバスに乗った。生徒達が次々に入ってくる中、平川の姿があった。
　乗ったバスは時間が違えど、今までと同じルートを辿った。平川は前と同じバス停で降り、真琴も
家の近くのバス停で降りていった。夏休みの門をくぐり、学校という日常に背を向けた。
　休みと言えど、内容は１日を費やす学校生活が手伝いに変わっただけだった。都会の子供からすれ
ば大人の都合で１日を潰すというのは考えにもないが、高齢化している村の現状において、子供と言
えど貴重な若い労働力として確保する必要があった。村の生活を染み込ませなければ、大人になるに
連れて村の不便さに気づいて出ていってしまう。囲い込みを行い村を存続するのに必要な制度だった。
　真琴も例外ではなかった。夕方に起きて港に向かい、父親の駆る積上船に乗って海原に向かった。
同時に多数の船が漁場に向かっていた。自分が乗った港が見えなくなり、周囲一帯が海と空だけとな
り、海鳥が何超えを上げて飛び交っていた。平坦な世界と潮の匂いを乗せた風は地上に生きる者に
とって異質だが、漁師にとって家が立ち並ぶ光景と何ら変わらず、海に行くのも庭の草刈りに行くも
同然の感覚だった。
「久しぶりだな」船に載っている男が話しかけてきた。「船に酔って無いか」
「以前からよく乗っていますから、大丈夫です」真琴は男に返した。
　男はラップにくるんだ握り飯を差し出した。「今の内に喰っとけ。若いんだからすぐ腹が減るぞ」
「でも」
「でももクソもあるか」漁師は笑った。
　真琴は握り飯を受け取った。「ありがとうございます」ラップを開け、握り飯を食べた。濃い目の
おかかが中に入っていた。食べ終えると、残ったラップは操舵室の縁にあるゴミ箱に捨てた。
　次第に日が暮れて来た。
　操舵室で舵を切っている父親は手を伸ばしてスイッチを入れた。船に明かりが付いた。
　太陽が完全に水平線の中に沈んだ。闇が覆った。船の明かりと星と月以外に光のない世界では時間
すらも吸い込んでいく。隣に船が近づき、平行に並んだ所で止まった。漁師が真琴のいる船に向かっ
て声を出し、手を上げて合図をしていた。網を引き上げる合図だ。
　真琴の父親も船の縁に出た。漁を手伝うためだ。



　漁師達の怒号が響く中、漁師達は一斉に網を引き上げた。真琴も網を引き上げるのを手伝った。網
が上がり、海面が慌ただしく揺らいだ。網にかかった魚が必死に抵抗して暴れていたが、人間の叡智
には無力である。捕まった魚の行き着く先は海ではなく他の生物の口だ。
「おいガキ、生簀を開けろ」漁師の怒号が飛んだ。
「はい」真琴は網を掴む手を離し、甲板の蓋を開けた。中は何も入っていなかった。
　積上船に乗っている漁師は、甲板の蓋を開けてスコップを持って中に入った。氷が詰まっていて、
夏にも関わらず冷たい空気が奪っていく。白く染まる息を吐きながらスコップで氷を書きだし、何も
入っていない生簀へ投げ入れていった。ある程度入った段階で生簀から出てスコップを投げ置いた。
　網は更に引き上がり、真琴のいる積上船に向かった。
　魚は網から滑り込み、次々と空いた生簀に入っていった。真琴は魚が漏れないように網を支えてい
た。夏と言えど塩気のある海の水は冷たく、甲板を冷やしていく。手に食い込む痛みが疲労を加速し
て瞼を重くした。行き交う怒号と潮の音、甲板に網と魚を叩きつける音が意識を取り戻していた。
　網に付いた魚はほとんどが生簀に入った。向かうの船が網を引き上げた。真琴は生簀から漏れた魚
を掴んで生簀に入れていった。魚は氷水の中で大人しくなっていた。真琴は生簀に蓋をし、隣の生簀
の蓋を開けた。網は魚を掬い、上がってきた。
　漁師達は網を誘導し、生簀に魚を入れた。
　魚が生簀に入り込んでいった。一通り入れると網が引き上がった。真琴は生簀に蓋をした。
「氷を入れろ」怒号が響いた。
　真琴は足元に落ちているスコップを手に取り、氷が詰まっている生簀に入った。生簀の中は冷えて
いた。真琴は生簀から上がって生ぬるい夏の夜の空気に当たりたかったが、衝動を抑えてスコップを
氷の山に刺した。氷は堅く、浅く刺さって止まった。真琴はスコップを抜き、掬うように刺した。今
度は深く入った。氷を掬い、投げるように隣の生簀に放り込んだ。他の漁師に比べて力は及ばないが、
前の生簀より近かった為に氷は生簀に入った。
　真琴は無我夢中で生簀に氷を入れた。氷が底を埋めた。
　漁師の一人が生簀の様子を見て、真琴の生簀に近づいた。「もういいぞ」
　真琴は我に返り、スコップを持って生簀から昇った。スコップは足元に置いた。
　網が生簀に近づいてきた。網は生簀の前で広がり、魚を放り込んだ。漁師達は生簀に魚を入れた。
　生簀の蓋を開けては氷をくべ、網を誘導して魚を入れては蓋をする。全ての生簀が埋まるまで繰り
返した。
　慣れが真琴の体にまとわりついていた痛みや眠気、時間の概念を奪っていった。見たものや感じた
ものが全て全て夢だと信じる程に乖離した無意識の状態だった。
　魚は海の中に入っている網の上にほとんどいなくなっていた。網は向かいの船が巻き取った。船は
大きく揺らいでいた。
　向かいの船にいる漁師は真琴達の船に手を上げて挨拶をした。「今日は終わりだ、また会おう」
　漁師は真琴の背中を叩いた。「挨拶しろ」
　真琴は我に返り、縁に向かった。漁師達は既に並んでいた。
『ありがとうございました』漁師達は一斉に挨拶をし、手を振った。
　船は次第に離れた。
　真琴を含めた漁師達は甲板の片付けに入った。生簀の蓋を開けて魚の状態を確認し、散らかってい
る魚を放り込んだ。確認を終えると蓋を閉じ、甲板に溜まった水をブラシでしごいて外に出した。
　片付けが終わり、漁師達に笑みが戻った。
「よし、戻るぞ」真琴の父親は操舵室に戻った。エンジン音が活発になり、揺らいでいる海の上を進
んでいった。
　真琴は船の縁によりかかった。意識を取り戻し溜まっていた疲労が押し寄せてきた。眠気が頭の中
から全体に巡ってきたが、こらえた。縁で眠れば船から転げ落ちるからだ。庭も同然の漁師と言えど、
夜中の海に落ちれば探すのは容易ではない。
　漁師は真琴の頭を叩いた。「縁で寝るな、真ん中で寝てろ」
「済みません」真琴は立ち上がり、操舵室の縁に寄りかかって座った。眠りについても縁よりは安全
だからだ。眠気が頭の奥から体を覆っていたが、眠りに付く程の強さはなかった。
　次第に空が白けてきた。海面の輪郭が顕となり、水平線が見えた。白い太陽が空に上がり、線から
円へと太陽の輪郭が変わっていった。
　日光は真琴の眠気を奪った。何度も船に乗り日の出を海で見ていた為、特別珍しいというものでは
なかった。新たな日と共に、次の漁が始まるまでの猶予期間が始まった。
　船は停留場に戻った。多くの船が停留していた。脇には揚げた魚を詰め込み中央の市場に運び出す
施設が並んでいた。
　真琴がいる船に多くの人が集まり、船に入ってきた。網を生簀に突っ込み、魚を掬い出しては籠に
詰めていった。隙間から氷水が流れ出していた。
　真琴も漁師達に混じって詰め込む作業をしていた。手袋を通して冷たいを通り越して痛い感覚が伝
わってきた。一杯になった籠は施設に運び入れていった。
　施設内では他の船から運び出した魚が並んでいた。周辺には男達が集まり、品定めをしては値札を
入れて持ち出していた。
　真琴のいる船から運び出した籠も並んでいた。またたく間に男達が集まり、話をしあって値札を書
き込んで籠に投げ入れていた。
　真琴は魚を籠に入れ終え、船から下ろすのを手伝った。冷たさと疲労が重なり体が重かった。歯を
食いしばって他の漁師に負けじと運び出した。全ての籠を運び終えた。
　日は天に完全に昇りきっていた。殆どの漁師は港の近くにある酒場に向かっていった。
「お前も飲みに行かないか」漁師の一人が真琴に話しかけた。
「未成年ですけど」



　漁師は舌打ちをした。「かたっ苦しいな。俺くらいの頃は、お前の歳でも普通に飲んでたぜ。早く
なれとかねえと、大人になったら飲めなくなるぞ」
　別の漁師が肩を叩いた。「やめとけって、今うっさいんだ」
「警察だって一緒に飲んでたのによ。嫌な世の中になっちまったもんだ。網直しとけよ」
　漁師達は踵を返して去っていった。
　真琴は他の若い漁師達に混じってプラスチックの籠に入った網を取り出し、破けている箇所を調べ
て縫い直した。網は毎日使う為に切れやすい。魚は生き物だ、知能がある。捕まれば隙間を探して見
つけ、群れ全体で逃げる。故に僅かな好きも許されない。疲労に加え、繊細な作業が眠気を誘発する。
意識が徐々にまどろんでいった。
「おう、お前中坊か」若い漁師の一人が、真琴に尋ねた。
「はい」
「そろそろ夏祭りに出るんか。来年か」若い漁師の一人が、真琴に尋ねた。
「今年は合唱で出ます」
　若い漁師達は、真琴の言葉に笑いだした。
　真琴は眉を顰めた。何故、若い漁師達が笑いだしたのかわからない。
「皆で声出しまくるのか。上手い例えだな、お前才能あるよ」
「え」
「分からねえなら分からねえでいいさ、近々使いが来るから分かるからよ」

　道路沿いから歌声が聞こえた。細くて高く、繊細な声だった。
　真琴は聞き覚えのある声に意識を戻した。声のした方を向いた。波止場で平川が一人で歌っていた。
　他の漁師は不快な表情をした。波止場は女は立ち入り出来ない規則がある。
「おい、あの女を追い出せ」若い漁師が煽った。「嫌なら連れてこい。体で思い知らせてやる」
「夏祭りが近いのにか」
「近いからやるもんだ」
　若い漁師達は一斉に笑った。
「僕が行ってきます」真琴は網の補修を中断し、平川の方に向かった。
「おう、連れてこいや」漁師達は再び笑いだした。各々の知識も教養も異なる男達が共通して盛り上
がる話と言えば、汚い猥談と些細な特技自慢しかない。
　真琴は平川の元に来た。「平川さん」
　平川は歌を止めて、真琴を見た。怒り混じりの表情をしていた。
「何か用」
「波止場は女はきちゃいけないって決まってるんだ。だから帰ってくれないかな」
「いいじゃない、すぐに皆いなくなるんだから」
「いなくなるって」
「だって、今まで昼過ぎに誰もいなかったから。誰もいない所で練習するのって当たり前でしょ」
　真琴は平川の答えに渋い表情をした。確かに港は午後から夕方にかけて誰もいない。漁師は皆休む
からだ。大掛かりな設備が一通り揃っている港ならまだしも、田舎の一角にある規模の港は監視に人
を回す程人員はおらず、更に物を盗もうという輩もいない。村の人間は皆顔見知りなので、怪しげな
行動はすぐに分かる。
「いなくなるって言っても、駄目なものは駄目なんだ」
「何で」
「海の神様が怒るんだ」
「海水浴で皆来てるけど、何もないわ」
　真琴は言葉に詰まった。平川の返事が正しかった。
　平川は真琴の態度に笑みを浮かべた。「規則なら仕方ないわ。いつもより早く来たのが仇になった
みたいね」
　真琴は平川の表情に驚いた。今まで笑顔を見ていないので、新鮮さと意外さを覚えた。
「山下君、だっけ。話があるから今日この時間に来たの」
　真琴は驚いた。
「朝、学校に言っても誰もいなかったから何でだろうって。音楽室で漁師の話してたから、港にい
るって思って来た」
「日曜まで練習はないよ」
「そうなの」
「先生が言ってた」真琴は話をしている途中で口をつぐんだ。丁度トイレに行っていたから、話を聞
いていないのだ。
「毎日練習していたのに、急に開けるんだ」
「夏休みだからじゃないかな。月曜からやるみたいだけど、参加するかどうかは任せるみたいな話を
していたし」
「山下君は参加するの」
　真琴は船止場を見た。若い漁師達が網を直していた。
「手伝いがあるから」
「山下君はソロをやってるんだよね。代わりはいないんだから必ず出ないと駄目だよ」
　真琴は俯いた。「親が厳しいから。絶対に漁を手伝えって言うよ」
「何で、親の言う事を聞かないと駄目なの。貴方にとって大事なのは親を手伝う事なの、合唱に出る
事なの」
「反対したら追い出される。お金も服もない状態で何をしようっていうんだ」
「弱みを握られてるの」
「違うよ」



「なら、言えばいいわ。言わなければ何も分からない。分からないけど察してくれるって都合のいい
話はないから」
　真琴は平川の言葉に苛立ってきた。帰ってくる言葉の一つ一つが的確すぎて、自問自答している感
覚に陥った。
「分かってるよ」真琴は吐き捨てた。平川の言葉の通り、我々は念じるだけで全てを察する超能力者
ではない。だからこそ話さないと通じないが、話した所で素直に受け入れてくれるかは別の話だ。都
合のいい従順な存在が牙を向くのは誰もが不快になる。まして事情を一切知らないのであれば尚更だ。
だからこそ親は力で子供の要求を封じたがる。悲観的に先を予想していた為に何も行動に移せなかっ
た。
　若い漁師の一人が、真琴と平川の様子を見た。２人は話しこんでいた。「まだ追い出せねえのか」
「俺が行く」若い漁師の一人は網を置き、２人の元に向かった。
「おい、お前等。いつまでくっちゃべってんだ」
　真琴と平川は若い漁師の方を向いた。若い漁師は怒り気味の表情をして平川の方を向いた。
「波止場ってのは女が入っちゃいけねえ場所なんだ、村の人間なら誰もが知ってるぞ」
「平川さんは最近転入したばかりで、村の掟について分かってないんだ」
　真琴の言葉に若い漁師は舌打ちをした。「余所者ってのは村の物を使っちゃいけねえ決まりがある
んだ。波止場も、集会所も全てだ」
「誰が決めたの」
「うるせえ、ごちゃごちゃ言ってると連れ込んで輪姦すぞ」
　平川は波止場を眺めた。未だ網を直している漁師がいる以外に誰もいなかった。実際にやるにして
も真琴は参加しないのであれば明らかに自分は犯罪者ですと予告しているも同然になる。頭の中に浮
かんだ言葉を吐き出すだけの言葉に力はない。玩具のナイフを無闇に振りかざしている子供と同じに
見えた。
「私が悪かったわ」平川は頭を下げ、踵を返そうとした。相手をした男は皆同じで、煽って火をつけ
れば余計に絡んでくる。黙って要求を受け入れるのが一番楽で余計な傷がつかず、相手を終える最善
の選択だと知っていた。
　若い漁師は満足げな表情をした。知識のない人間には、撤退と敗北の違いが分からなかった。「
「あ、待って」真琴はズボンのポケットからメモ帳とペンを出して電話番号を書き込み、引きちぎっ
て平川に差し出した。「俺の家の電話番号。誰も住所知らないって言ってたから。電話なら時間は大
丈夫だから、何かあったら連絡して」
　平川は真琴からメモを受け取り、波止場を去っていった。
「あの女と知り合いか」若い漁師は平川の後ろ姿を見ていた。何も恥なく撤退していく勇者の姿が
あった。
「同級生です」
「夏祭りに出るんか」
「合唱のイベントがあるんで、一緒に歌うんだ」
「余所者なのにか、変わった奴だ」若い漁師は踵を返した。「続きやるぞ、もうすぐ終わるんだ手伝
え」
　若い漁師は網のある場所に戻った。
　真琴は若い漁師の跡をついていき、網を補修する作業を続けた。平川の親に話すようにという言葉
が頭の中に引っかかっていた。やがて作業が終わり、若い漁師と別れて港にあるバス停に向かった。
暫くするとバスが来た。普段から港で手伝いをしていたので、いつバスが来るのかを覚えていた。人
の記憶とは忘れていると見せかけて忘れない仕組みになっている。家の近くのバス停まで乗り、家に
戻った。
　家に戻ると風呂に入った。潮と汗が体にねばりついていた。湯船に浸かって天井を見上げた。見慣
れた天井があった。宿題は結果が全てであり過程は一切問わない。だからこそ、いつ片付けるかと言
うのは問われず先延ばしで書き換えるのは容易にできる。直前で終わらせればいいのだ。しかし合唱
の練習は対象的だ。基準になる時間は書き換えができない。スケジュールを上書き出来ないよう、親
に言い出すべきなのか黙っておくべきなのか悩ましかった。子供の要求が我儘にしか見えないのが親
という立場だ。体が温まった段階で湯船から上がり、脱衣所に向かって体を拭いて着替えた。居間に
向かうと父と母が食事を取っていた。父と目があった。
「俺の顔に何かついているか」
「いえ」
「戻って来てすぐか、飯食って寝ろ。次も出るぞ」
　真琴は母親の方を向いた。母親は席を立ち、食器棚から椀を取り出して白飯を盛っていた。父の命
令とあれば拒否は出来ず、やむなく席についた。
　真琴は俯いた。判断が頭の中で話をしようかするまいかと喧嘩をしていた。
「疲れが出たか、なら休め。次の漁があるからな」父親は白飯を勢いよく食べていた。
「いや、その。宿題がまだ終わってないんだ」
「宿題なら最後にやればいい。お前が漁を手伝う分、俺も手伝うから気にするな」
「宿題だけじゃなくて、夏祭りの合唱があって」
「ああ、前に話してたな」
「練習の時間があるから、時間を開けないと駄目なんだ」
　真琴の言葉に父親は顔をしかめた。真琴の言わんとしている内容を察した。「漁に出るのが嫌か」
　真琴は何も答えなかった。漁は過酷で変則的な時間が体に疲労を溜め込んでいく。しかしながら何
もかもを忘れる程に充実し、仲間意識を感じる時間があった。嫌なのではない。中学生という小さい
体に宿題や合唱の練習、漁と言ったイベントを詰め込めなくなっている。



「嫌なら嫌だと素直に言え」父親は低い声を発した。親は子を意思のある一人の人間とは認めない。
認めれば親の意義がなくなるからだ。王は権力があるから王なのであり、奪われれば唯の平民に成り
下がる。
　母親が真琴の元に白飯を入れた椀を置いた。
　父親は立ち上がり、真琴の元に来た。
　母親は引き下がった。
　父親は真琴の胸ぐらを掴み、顔を殴った。
　真琴は床に倒れた。顔に鈍い痛みが広がっていった。
　父親は倒れている真琴を何度も蹴った。真琴は縮こまって守りに入り、痛みに耐えていた。漁で鍛
えた体は想像を超える痛みを与え続けた。父親は手足で防御している箇所以外の部分を何度も蹴った。
　真琴の体が震え、うめき声を上げていた。父親はわずかに笑みを浮かべた。管理する者は長い間罰
を与える行為を続けると、義務感から快感に変わっていく。長年生き続けて経験を重ね、自らを律す
る能力に長けた者といえど例外ではない。
　母親は真琴を助けようともせずに様子を見ていた。下手に庇えば怒りの矛先が自分に向くのを知っ
ていた。
　父親は真琴の眼前にかがんだ。「宿題やら合唱やらはやらなくても飯は食えるが、漁はしないと食
えない生きる糧だ。否応なしに覚えなければ俺達も村も餓死するんだ。お前は村の為に生きようとし
ないのか、親心を理解出来ないのか」
　真琴は何も言わなかった。顔が変形し、痛みで呼吸する為に口を開けているのが精一杯だった。
　父親は真琴が返事をしないのに苛立ち、顔を足の甲で蹴り飛ばした。
　真琴の頭が鈍い痛みに慣れ始めた頃に、鋭い痛みと衝撃が上乗せして来た。痛みで意識を失いかけ、
視界がぼやけた。
「辰もお前も怠け者の胤を継いだか。使えん奴だもういい、好きにしろ。」父親は居間から出ていっ
た。
　母親は真琴に近づいた。「馬鹿だねお前は。さっさと飯を食いな」
　真琴の全身に響く痛みは徐々に引いていった。
　真琴は痛みをこらえて立ち上がり、席についた。空腹の感覚が痛みで上書きしていて、テーブルに
乗っている佃煮や白飯が唯の物体にしか見えなかったが、腹を満たさねば眠りにつけない為にやむな
く食事を取った。口の中が血で滲んでいて、口に入れた食べ物に鉄の味が混ざっていた。食事を終え
た。
「ごちそうさまでした」真琴は居間を出て階段を上がって自分の部屋につき、布団を敷いて寝転んだ。
食事後に襲う眠気もあり痛みが引き、調子が落ち着いていた。規則を破る者には罰を与える。父親か
らすれば漁を手伝う規則を破るのだから暴行するのは当然であり、真琴は全てを受け入れるしかない。
漁をするのが村の為なのか、大人の言いなりになるのが生きる為なのか。深く考えていくうちに頭が
疲れてきた。体の疲れと共に眠気という逃避が襲っていた。いつしか意識が途切れた。
　翌日以降は両親とも会話をしなかった。父親は真琴にギリシャの剣闘士や聖書に記述してある遊女
と同然の態度で接し、母親は観葉植物と同じ感覚で真琴の面倒を見た。
　真琴は規則を破った為に関係が冷え、自分は親にとって規則や生活を引き継ぐ道具でしかないと認
識していくようになった。役に立たなくなったから価値のある子供として扱わなくなったのだ。
　土曜になった。真琴は机に散らばっている筆記用具とノートをまとめ、カバンに入れて部屋を出た。
階段を降りて外に向かってバス停に向かった。農園で母親に会ったが、挨拶もかわさなかった。観光
客と地元民と同じ距離になっていた。
　バスに乗り、照美の家に近いバス停で降りた。狭く少ない人口なので、同じ村の人間であれば何処
に誰が住んでいるのかは大まかに把握出来た。
　真琴はバスを降りて照美の家に向かい、門の前に来た。門に設置してあるインターホンを慣れない
手付きで押した。電子音が鳴った。自分が住んでいる区域は家族も同然の結束なので、家に入るのに
了承を取ると言う考えは薄い。家に帰った時、父と同僚の男が居間で寝転んでいたケースもあった。
※
『はい、今出ます』照美の母親の声が、インターホン越しに響いた。直後にドアが開いた。照美の母
親が出て来た。
「あら、照美の友達かしら」
「同級生の山下です。勉強会の約束をしていたもので」
「あら、照美なら家にいるわ」
「なら、家の中に上がってなさい」
「いいんですか」
「ええ、友達が皆で集まっているわ」
　照美の母親は家の中に入っていった。
　真琴は閉まりかけているドアの取っ手を掴み、完全に開けて照美の家に入った。玄関を上がり、真
新しい白い壁の廊下を通ると階段のある居間に出た。壁紙や建具を始め、設置しているアイテムに至
るまで完全な洋風の空間だった。
「階段を上がった所に部屋に照美がいるわ」
　真琴は照美の母親から聞いた通りに階段を上がった。部屋が２つあり、『照美』と『茜』の２つの
立て札がそれぞれのドアに付いていた。
　真琴は『照美』のドアの前で立ち止まった。女子の部屋を開けてよいのか。
　ドアがひとりでに開いた。照美が立っていた。「何だ、来てたの。早く入りなさい」
　真琴は照美の部屋に入った。男女問わず１０名程のクラスメイトが、中央のテーブルを囲っていた。
文房具が周辺に散らかっていた。
「あの、失礼します」真琴は部屋に入った。「先生はいないんですか」



「夕方まで近辺の学校に行ってるって言ってたわ。月曜までずっとその調子だから、今のうちにって
ね」
　真琴は部屋の周辺を見回した。本や教科書が整理している本棚があり、上に本が乗ったベッドが
あった。机の上にはノートパソコンが置いてあった。和室で布団を敷き機械類がない部屋で過ごして
いる真琴にとっては異世界だった。
「皆集まったわね。じゃあ、本題に入りましょう」
　照美は机に向かい、ノートパソコンを開けてスイッチを入れた。OSが立ち上がった。クラスメイト
達はノートパソコンに目を向けた。真琴は一連の動作を見つめていた。LL教室や職員室でしか見かけ
ない、大人の使う新鋭機器が同い年の少女によって動いているのに興味を示した。
「皆来て、いいものを見せてあげるから」
　照美の言葉にクラスメイト達が集まってきた。皆が皆、動物園の花形動物と同じ目でディスプレイ
に集中していた。
　照美はドライブを開け、何の飾りもないCDのケースを開けた。白いCDを取り出すとドライブの
中に入れて閉じた。ノートパソコンから高速でCDを回す音が鳴った。音が止まりディスプレイが切
り替わった。少女が小太りの男と行為に耽る映像が流れた。スピーカーを通して流れる音は、イヤホ
ンから流れる音に比べてこもっていた。
　クラスメイト達はディスプレイに釘付けだった。教材用のごまかした映像と、港に落ちているシワ
だらけの本の切れ端で性を知る者にとって、扇情的で快楽に耽け、細い声で喘ぐ少女と卑猥によがり
続ける男の姿は刺激的だった。更に驚いたのは制服を着ていた点だった。真琴達の学校と異なってい
たが、体つきと服装は自分達とほとんど変わりはない。近い年齢の人間が中年の汚い体を重ねている。
牧歌的な生活をしている人間にとって、同じ世界、同じ世代で異質な行為をしている事実に衝撃を覚
えない方がおかしい。
　照美は映像を見続けるクラスメイトを見て、笑みを浮かべた。土壌は出来た、次は種を巻く番だ。
「ヤッてる子、よく見てよ」照美はクラスメイト達を煽り、映像を見た。少女の喘ぐ顔が大きく写っ
ていた。映像を確認するとキーボードの下にあるタッチパッドを人差し指で軽く叩いた。映像が止
まった。
　クラスメイト達は、一斉にディスプレイに写っている少女に目を向けた。男が後ろで奥まで突き刺
した状態だった。目を虚ろにしていた。
　真琴は少女の顔を見た。目や鼻、口の部分に見覚えがあり、脳内で過去に見た少女の姿を重ねて
いった。一致した段階で一瞬、目を大きくした。一週間前に港で会った平川と重なった。
「平川さんに似てるね」クラスメイトの一人が声を上げた。
「確かに似てる」
「うん、本人じゃないの」
　クラスメイト達はざわついた。
「だよね、似てるよね」照美は喜々とした声を上げた。
　真琴は映像に映っている少女を見つめていた。恍惚に浸った少女の表情があった。
「間違いなく平川よ。あいつって村に来る前に汚いオヤジに金もらってヤッてたのよ。最低よね」照
美は扇情的な調子で言った。「金さえ払えば誰とでもヤる女に、合唱の重要な役回りなんてとても務
まらない」照美は本題を切り出した。
　真琴はディスプレイから照美に視線を移した。得意げな表情をしていた。
「でも、平川さん実力あるから」クラスメイトの一人が弱々しく言った。圧倒的な不貞を見て自身を
喪失していた。
「ニュースでやってたでしょ、中学生とやるのは犯罪だって」照美はタッチパッドを軽く叩いた。映
像が動き出した。猿の交尾と変わらない格好で腰を振る男と、動きに合わせて喘いで恍惚に浸る少女
の姿が映った。
　クラスメイト達は再び映像に釘付けになった。
　映像が切り替わり、少女の顔のアップになった。表情が異なるとはいえ、明確に平川と同じだった。
クラスメイト達は皆、平川だと確信した。
「犯罪者を村の一大イベントに、重要な役割で出すなんて考えられない。ふさわしくないわ」照美は
大々的にクラスメイト達に言った。清楚な合唱の場に汚れた人間は不要だ。不健全な精神を持つ者は、
健全さを問う場所に立ち入る資格はない。
　真琴は眉を潜めて映像を見ていた。世の中には７人も同じ格好を持つ人間がいると聞いている。映
像の中の少女は、一言も平川とは言っていない。「あのさ、どの学校の制服なのかな」
　照美の顔が真琴の言葉に強張った。「上町じゃないの。転入してきた時言ってたじゃない」
　真琴は少女の服装を見た。薄いブラウスと短いスカートと解けた白いブラジャーだけだった。下着
なら誰でも身につけているし、女子の制服でブラウスとスカートを着ないというのは聞いた覚えがな
い。僅かな可能性として平川本人ではないと心の中で否定していた。余所者いじめでかわいそうとい
う感情からではなく、物事を勝手に決めつけて追い込むという父親に似た行動が気に食わなかった。
「勉強は」真琴は照美に訪ねた。
　照美は不快な表情をした。演説とは内部にある人間の心を増幅し、高揚を促す程度でしか効果はな
い。穴の開いた風船に空気を一生懸命入れても膨らまない。
　映像は男が果てるシーンに変わった。欲情的な印象が冷め、男の汚い声が薄暗い部屋に響いていた。
「分かったわよ」照美はタッチパッドをなぞって叩いた。映像が閉じてデスクトップ画面になった。
「では戻って、続きをしましょう」照美はノートパソコンを閉じた。
　クラスメイト達は皆、真琴が部屋に入ってきた時の位置に戻った。
　真琴はクラスメイト達の中に入り、勉強を始めた。夕方になると、真琴達は解散した。村のバスは
夜中まで営業していないので、夜になればバスは来なくなる。



　クラスメイト達は誰一人として、勉強会で見た映像について語らなかった。推した転入生が父親と
同じ世代、格好をした男と行為に耽っている映像を撮っている。余りにも現実離れした内容を飲み込
めないのか、理解しまいと拒否していたのか頭の中で葛藤していた。次第にバス停に止まっては降り
ていった。
　バスの案内板に、真琴の家の近くのバス停が映った。真琴はボタンを押した。ブザーが鳴った。
　暫く経った。バスは真琴の家の近くにあるバス停に止まった。
　真琴は降りて家に向かった。日が完全に暮れて夜の帳が全体を覆っていた。


