
儚い音（６）

　緑を演出した喫茶店は、早朝でも暑い空気に塗れた都会の中で涼しさを与えていた。人が多く入っ
ていて、コーヒーやハーブティーを机に談義をしていた。
　ドアが開き、付いている鈴が音を上げた。井崎が入ってきた。カウンターの１席が空いているのに
気づき、座った。鞄を足元に置いた。
　辰彦は井崎に気づき、早速冷水の入ったコップを置いた。
　井崎は席を離れて本棚に向かい、１札の本を手に取って席に戻った。本を開いて眺めた。区域分け
の根拠について、地図を交えて書いてあった。
「民俗に興味があるのですか」辰彦は井崎に声をかけた。
　井崎は顔を上げた。カウンターで調理器具を洗っていた。「他に読むのがないのよ。偏ったジャン
ルばかり集めてるなんて、私が聞きたい位よ」本棚の方を向いた。民俗学に関連している本が並んで
いた。
「村から大分離れてますから、文化が懐かしいと感じるんです。夏祭りは今でもやってるんですか」
　井崎は頷いた。「村おこしの一環でリニューアルしたわ。屋台とステージでイベントやる位だけど
ね」
　辰彦は本棚に向かい、１冊の本を手に取った。東北地方の風習に関する本だった。
「村おこしの話は聞いています。でも、今聞いたのは古い方の村祭りです」
「廃止したのか、まだ始まっていないのか。もう終わったのかは分からないわ。日程は上が全部決め
るし、内容は当事者しか知りようがない。何より関わったかも口外しないから一切が分からないんだ
から」
「ですね」辰彦は本を開いてページ数を見た。覚えているページ数で手を止めた。表題には『祭りの
正体に迫る』と大々的に書いてあった。井崎の元に置いた。
　井崎は内容を読んだ。「表に出てるのね」
「友人と共に、洗いざらい話しました」
「友人」井崎は鸚鵡返しに尋ねた。
「俺と外で遊んでいる時に、承認として呼んだんです。村に戻っている頃に掲載されたのもあって、
制裁を受けていると聞きます」
「よく追い出され」井崎は途中で切った。辰彦が村に戻っていない理由が分かった。
「友人も大変ね」
「ええ、いつか助けないと思っていますが何分、力が強いですからね」
「学校は統合したわ。村が纏まるのも時間の問題よ」
「ならいいんですが。メニューは決まってますか」
「モーニングセットでお願い」
「分かりました」辰彦は手元の伝票に書き込むと厨房に戻り、調理を始めた。他に調理が出来る人が
いなかった。
「参加したの」井崎は辰彦に訪ねた。
「祭りに、ですか」
「当然でしょ」
「歳になれば、誰でも参加しますよ」
　井崎は呆れと安心が混じったため息を吐いた。村の人間であれば祭りに参加する義務がある。拒否
は出来ない。「終わってから批判するなんて、ずいぶん都合がいいのね」
「後悔は経験してからするものです」
　井崎は自分が持ってきた本を閉じ、辰彦が持ってきた本のページをめくった。事実とは意外に淡白
で、人の興味をそそる内容ではない。素人が興味を抱き、金を巻き上げるには分かりやすく、本能を
刺激する内容にする必要がある。祭りに関する記述も例外ではない。事実を知る者からすれば、ワン
パターンなドラマのキャッチコピーと何ら変わらない。「事実を話しても何も変わらないわ」
　辰彦は食パンを手に取り、厚切りに切ってバターを塗ってオーブンに入れた。作り置きしてあるド
リップコーヒーをサーバーから一杯分、別のサーバーに移してウォーマーに乗せた。
「気づいた時には周りから取り残されている。必死になってすがっているけど、根本が変わらないん
だからもう終わりよ」井崎はコップを手に取り水を飲んだ。冷たい水が喉を通り、身体を冷やしてい
く。
「今は過疎化の問題がありますから、囲い込みにはうってつけなんでしょうけど」
「囲い込みって、何を」
「早い段階で家族をもたせるんです。家族が出来て家を持てば、簡単に引っ越せません。だからこそ、
今でも続いているかもしれません。更に年配の男の多い議会からすれば、少女を合法的に相手に出来
る機会ですから、益々反対する理由がないんですよ」
「村を維持する為に個人の権利を無視するなんて、酷い話ね」
　オーブンの音が鳴った。辰彦はトーストを取り出して皿に乗せ、予め置いてあるたまごサラダを盛
り付けた。温まったコーヒーをカップに入れ、手を伸ばして井崎の手元に置いた。直後にトーストを
盛った皿を置いて伝票を裏返しにして置いた。
「いつまでも若いとでも、本気で思ってるのかしら」
「心の年齢は直角に曲がるんです。切欠を受け入れるまで、何も変わっていないと思い込んでいる。
仕方ないですよ」辰彦は笑った。
　井崎は備え付けのスプーンでたまごのペーストをトーストに塗り、かじった。硬い感触が歯を通し
て伝わった。奥歯で砕くと、パンとたまごの柔らかい感触と共に染み込んだバターの匂いが口の中に
広がった。
「貴方は村の出身でしたっけ」
　井崎はコーヒーを飲み、口の中のトーストを喉に洗い落とした。「ええ、でなければ夏祭りについ



て話さないわ」
「貴方も参加したのですか」
　井崎はコーヒーカップを置き、水面を見つめた。自分の憂いが混じった表情が映っていた。
「失言だったようです。関わった自分を恨みますか」
「貴方は立派よ、友人もね」井崎は軽く流した。「言い訳立てて出ていったあたしよりも、遥かに
ね」

　夏祭りの予行練習当日は晴れだった。梅雨が開ければ、雨が降るケースは夕立位しかない。朝のう
ちは空気に湿りはなく、気温があっても心地よさは残っていた。
　駅前にある夏祭りの会場にあるステージは、組立が途中のままだった。工事は村にある工務店が有
償で行う関係から、作業の開始時間が決まっていた。
　手前側にある駐車場は開いていて、荷物を積んだ工事車両が停まっていた。入り口には小屋があり、
窓を通して京便が見えた。ゲートは誰もが通れるよう開放していた。駅と村の中心を行き来するのに
回り道をする必要がなくなる上、駅前には他に二桁もの自動車を受け入れる駐車場がなかった。評議
会の取り決めで始発から終発までの間、開放する決まりになっていた。
　駐車場に白いバンが入ってきた。警備員は止めなかった。駐車場に入り、空いている箇所に入って
停まった。運転席には大葉が乗っていた。
　大葉は窓から見える景色を眺めた。駐車場は作業者が出入りしていた。制服を着た子供の姿はな
かった。来ていないのに気づき、エアコンの冷たい空気が循環していた。車のダッシュボードに置い
てある缶コーヒーを手にして中身を飲んだ。コーヒーの匂いは薄い代わり、甘みが強く科学調味料に
似た後味が舌に絡みついた。
「クソ暑いのにご苦労なこった」大葉は後ろを向いた。着脱式のリクライニングシートが並んでいて、
ビニール紐と横倒しの酒瓶が乗っていた。カーナビゲーションのスイッチを入れ、ＣＤのスロットを
展開した。手元にあるＣＤを入れるラックから白いＣＤを取り出し、中に入れた。スロットはＣＤを
飲み込み、折りたたむとカーナビゲーションの液晶に映像を映した。映像にいる少女の制服は自分の
母校と異なっていた。人は他人を識別する際、自分に近い者であれば細かい違いを区別できる。逆に
離れれば離れる程に区別が出来ず、誰が誰なのか識別出来なくなっていく。自分に年齢が離れている
少女を区別出来るのか不安になってきた。缶コーヒーを飲み終え、映像を止めて外に出た。内側の気
温との差が激しかった。急激に汗が吹いた。
　作業車が駐車場に入っては搭乗者が降り、荷物を持って設営場所に向かっていた。
　大葉は運転席からプラスチックの板を取り出し、団扇同然に仰いだ。生ぬるい風が顔に当たった。
外の気温に比べて涼しく感じた。バス停の方を向いた。駐車場から３００ｍ程離れていて、人は誰も
いなかった。遠くからバスが来るのが見えた。駆け出した。
　バスがバス停に止まり、降り口が開いた。祭りの関係者が次々に降りてきた。駅を利用する者は駅
前のロータリーにあるバス停で降りるので、関係者や駐車場の利用者以外に降りる者はなかった。
　照美と２人の男子生徒がいた。
　男子生徒の一人が大葉に気づいた。「大場さん、おはようございます」
「予定より早いな」
「井崎さんが早く来るようにと言っていたんで、急いできました」
「転入生の、ええと誰だっけか」
「平川って子よ」照美は強く言った。
「まだ来てないのか」
「今来たバスには乗ってないわ」
「なら、もうとっくに来てるって可能性もあるが」
「ありえないわ。早くに来ても何のメリットもないもの」
「だといいんだがな」
　２人の男子生徒達が、照美の後を付いてきた。「おはようございます」
「お前らも合唱の練習があるんだろ、いいのか」
「車に押し込めるだけでしょ。ギリギリになってくるなんて事態にならない限り、大丈夫よ」
「押入れに物を入れるのと違うんだ。時間食ってお前ら大目玉食らっても俺は知らないぞ」念を押し
て言った。既に無法者同然とはいえ、事情を知らない子供に汚れ仕事の一端を担わせるのは気が引け
る。皆が同意しなければ協力者がいないとみなし、帰るつもりだった。
「予行練習は任意参加ですから、欠席しても大丈夫です」
「だがなあ」
「井崎さんに言われたんですから、断れません」男子生徒は仕方無しに言った。
　照美は頷いた。「言い出したのはあたしよ、手伝うわ」
「分かった。車を紹介しとく。場所を知らないと問題だからな」大葉は踵を返した。中学生にも上下
関係は存在するのだと認識した。
　照美達は大葉の後をついていった。ワゴン車の前で停まった。
　生徒達は今まで知らない車を見て、驚きの声を上げた。中には運転席を窓を通してのぞき見ていた。

「立派な車持ってるのね」
「駅前のレンタカーで借りた。自分の車だと荷物まみれで、人乗せるなんて出来ないからな」
　照美は唸った。「なら、大丈夫ね」
「乗っけたら村の中を駆け回ってればいいんだろ」
「ええ」



　照美は周囲を見回し、場所を確認した。「戻るわよ」踵を返し、駐車場前に向かった。
　照美達は照美の後をついていった。大葉もついていった。
　駐車場前に着いた。照美は入り口の方を向いた。平川が来ないか監視していた。行き交うのは村か
ら出ていく電車のために車を止める者か、祭りの関係者のどちらかだった。
「次のバスが来る時間は分かるか」
「次のバスが来るまで」照美は胸ポケットから手帳を取り出して開き、バスの時刻表を見た。「２０
分近くあるわ」
「なら、２０分も待ち続けるのか、車の中で涼んでろよ」
「タクシーで来るかもしれないでしょ」
「中学生だろ、贅沢だな」大葉は呆れた。
「可能性はあるわ」
　大葉は照美達と共に駐車場を眺めた。特に変化はなかった。
　男子生徒は互いに雑談を始めた。中学生がタクシーで来るのは現実的ではなく、駅前以外の居住地
は離れているので泊まり込みでもしない限り歩いて来る可能性もない。バスに乗ってくるのが確実だ。
かといって次のバスまで時間がある。生徒達が時間を潰すには話をするか体を動かすか、見えるもの
を観察するかしかない。
「次のバスで来るか」
「山下君と平川さんはいつも早めに来るの。だから早めに来たのよ」
「とはいえ、早すぎやしないか」
「大雑把にしか分からないんだから、仕方ないわ」
　時間は徐々に潰れていった。工事関係者は全員設営会場に集まった。ラジオ体操の音楽が流れた、
皆体操を始めた。駐車場に車を止めに来る人も、駅を行き来する人も少なくなった。大葉達のいる場
所は、誰も来なかった。駅から遠回りになるからだ。
　暫く経った。遠くからバスが来るのが見えた。
「来たわ」
　照美はバス停まで向かおうとした。
　大葉も後をついていこうとした。
「大場さん、貴方は来なくていいわ。車の準備をしてて」
　大葉は照美の言葉に眉をひそめた。自分が一番力があるにも関わらず、何故否定するのか。
「すぐ捕まえたら疑われるわ。あたしに任せなさい」
「本当に大丈夫か」
「あたしに考えがあるわ。確実に車の所に行けるから、準備してて」
　大葉は照美に疑念を持った。確実に出来るなら、協力者を求める意味はない。反論しようにもいつ
平川が来るのかわからない状況で揉めるのも嫌だったので、素直に従った。
　生徒達は照美の後をついていった。
　駐車場前で停まった。ドアが開いた。通勤に向かう人の中に平川が混じっていた。
　照美は平川の姿を認め、近づいた。「おはよう」
「おはよう」平川はさり気なく返事をし、照美を見た。普段自分より遅く来ている照美が早く来てい
るのを珍しがった。
「あのさ、話があるんだけどいいかな」
「ええ」
「上町にいた時、グラビアか何かのビデオに出た経験ってある」
　平川は、照美の質問に間を置いた。「いえ、何で」
「似た人を見たのよ。上町って有名だからさ、グラビアに出てる人っているんじゃないかなって思っ
て聞いたのよ」
「モデルとは違うの」
「モデルはモデルでもさ」照美は僅かな笑みを浮かべた。「援助交際のビデオに出てるモデルっての
もいるみたいだし、実際あるのかしらね」
「分からないわ」平川は突き放し、駐車場に向かおうとした。
　生徒達は平川の前に立ちふさがった。
「別に貴方を疑っているんじゃないのよ。いかがわしいのをしてる人ってさ、意外に身近にいるって
聞くでしょ。だから貴方がいた上町であったか話を聞いてさ、家の周りにもいないかって調べてるの
よ」
「調べて何をするの」
「いたら風紀に問題出るわ」
「問題だから何よ。風紀を正すのが義務教育でしょ、追い出しても解決しないわ」
「関係ないわ」照美はスカートのポケットからＣＤのケースを取り出した。「見たわよ」
　平川はＣＤを見て顔をしかめた。
　照美はＣＤをスカートのポケットに戻し、平川の手を取った。「話を聞きたいから来て」
　平川は頷いた。否定する気はなかった。自分の意見が正しいと思い込む者に話は通じない。思想と
は建物に塗りたくった塗料と同じく、塗るのは容易く落とすのは難しい。更に真っ白になった建物は
もろく、見せる行為は辱めと受け止める。故に益々剥ぎ取りにくくなっていく。更に剥げれば上書き
し厚くなっていき、元の色が消えていく。
　照美は照美を大葉の車がある位置まで引っ張った。
「話をするのに奥まで行くの」
「貴方を助けたいのよ」
　平川は照美の言葉に違和感を覚えた。何の関わりのない他人がしているように言っておきながら、
次の言葉で自分がしているかの如く言葉を発している。理由は不明だが、自分がしていたと知ってい
る。自分の恥部をぶつけて追い込むつもりだ。



「何をする気、用があるなら直接言えばいいわ」平川は声を上げた目的を予め知っておかねばならな
い。分かっていれば避ける術があるからだ。
「貴方を助けたいのよ」照美はそっけなく返した。。
　平川は顔をしかめた。頭の中で浮かんだ仮説に革新した。悪意はない。無垢であるが為に自らの内
にある正義で塗り固まっている。弱い者に罪を着せ、恥部を行為で上書きして自らの正しさを証明す
る。誰が見ても正義なので咎める者はいない。自分を抱いた男と同じ根を持つ者だ。正義の呪いにか
かっているのだ。
　大葉の車の前に来た。大葉は後部座席に置いてある４枚のタオルを一度に取り出し、握りしめた。
「連れてきたわ」照美は大葉に話しかけた。
　大葉は照美の方を向き、平川を見た。映像で見た少女と変わりなく、照美を含め見慣れている地元
の少女の垢抜けない印象と異なり、都会育ちの整った印象があった。「彼女が」
「ええ」
　平川は、近づいてきた大葉に警戒心を覚えた。
「身構えるな、すぐ楽になる」大葉はタオルを握っている手で平川の顔面を力一杯に殴りつけた。頭
に走った衝撃に意識が大きく揺らいだ。
　大葉は、平川がよろけた所で更に殴りつけた。揺らいだ意識は間もなく時間と共に底に沈んだ。
　平川は倒れた。頭は無意識に腕をアスファルトとの間に挟んでいた為、直に当たらず頭を打たな
かった。
　照美を含め周囲にいる生徒達は、わずか２回のパンチで倒れた少女の姿に呆然となった。
　大葉は持っているタオルで平川にさるぐつわをした。次に平川の脇の下に首を入れ、肩に担いだ。
手に掴んだ脚の肉感と体温に心地よさを覚え、鼓動が高まっていった。しかしながら興奮を理性で抑
え込んだ。炸裂弾は着弾位置で爆発するから効果が覿面になる。まだ位置に到達していない。「ドア
を開けろ」
　生徒達は大葉の行動の前に動けなかった。
「おい」大葉は声を上げた。
「はい」生徒は声を上げ、車のドアノブに手をかけてスライドして開けた。
　大葉は平川を後部座席に入れた。平川は気を失ったまま動かなかった。
「お前らも入れ」
　男子生徒は驚いた。「すみません、合唱の練習があるので」
「俺の話を聞かねえってのか。大体休んでも構わないって言ったのは嘘か」大場は生徒達を威圧した。
男子生徒は大葉の迫力に萎れた。
「素直に入る奴はいねえよな」大葉は男子生徒に近づいた。「手を後ろに回せ」
　男子生徒達は恐る恐る、手を後ろに回した。大葉はタオルで男子生徒の手首を堅く締めた。力を入
れた程度では解けなかった。
「何をするの」照美は大葉に尋ねた。
「俺が決める」大葉は男子生徒達の背中を叩いた。「乗れ」
「あの、席は」
「女の隣だ」
　男子生徒は頭を下げ、車に乗った。倒れている平川の隣に座った。座った所で同じく別の男子生徒
が入ってきた。２人共平川の両隣から少し離れていた。少女の体が触れる位置に座るのは気が引ける。

　ラジオ体操の音が消えた。
　照美は大場が男子生徒達を車に入れていく様子を見て、不可解さに眉をひそめた。平川を一人連れ
て行けば全ての用件は足りる。何故男子生徒を連れていくのか。「大場さん、クラスメイトを連れて
いく理由はあるんですか」
「人質が必要だ」
「え」照美は大場の言葉に困惑した。
「分かってねえな、一人でも残ってればチクる奴が出るだろ。最後まで話さねえよう口止めする必要
があるんだ」大葉は残ったタオルを頭に巻いた。
「なら、あたしも」
「お前はいい、時が来れば分かる」大場は後部座席のドアを閉め、運転席のドアを開けた。
　照美は顔をしかめた。男子生徒達を連れていくには別の目的があるのを察し、震えた。「殺す気な
の」
「馬鹿言うな、返す」大場は運転席のドアを閉めた。
　車のエンジンがかかった。
　照美は車から離れた。
　車が走り出した。駐車場から車が出ていき、彼方へと去っていった。
　照美は車が来た方を見つめていたが、井崎がプリントで指定していた会場予定地に向かって歩き出
した。留まっていると怪しまれるからだ。
　会場予定地は広場に未完成のステージを設置した簡素なものだった。まだ装飾がついていないので
尚更貧相な印象を与えた。工事関係者が集まり、ミーティングを行っていた。
　生徒達は誰も集まっていなかった。時間にまだ余裕があった。
　ミーティングが終わった。工事関係者は解散し、各々の持ち場について作業を始めた。
　照美は暫くの間、工事関係者を眺めていた。他にする作業がなかった。目的は達成した。気に触る
平川を拉致し、会場から排除した。予行練習に現れず、恥をかく羽目になる。完璧主義者が最も恐れ
るのは、汚れのない白紙が一滴の黒い墨で汚れる瞬間だ。汚れれば捨てるか真っ黒に染めて黒い紙に
するかの二択を選ぶ。一滴の点がついただけで問題なく使えるにも関わらずにだ。屈辱を得れば鉄棒
につく錆と同じく、剥がれず美しい輝きと平面を汚し続けていく。かつて持っていた立場を得るのも
時間の問題だ。しかし、胸の内は晴れなかった。心の中で罪を糧にバオバブが芽を吹き始めていた。



　バスが来た。バス停に止まり、降車口のドアが開いた。駅に向かう人々や朝に予行練習の時間を
取った有志が降りてくる中、真琴が紛れていた。
　真琴は迷わずに駐車場に向かい、中に入った。ゲートの小屋にいる警備員は通り過ぎる人々を眺め
るものの、咎めはしなかった。駐車場の車は見慣れない種類ばかりだった。生徒達は未だ集まってい
なかった。朝は過ごしやすい天候であるが、運動すれば汗は出る。額から汗がにじみ出ていた。ス
テージの周辺にあるテントの中に入った。日陰で涼しかった。周囲を見回し、照美の姿を認めた。近
づいた。「おはよう」
「おはよう」
「今日は早いんだ」
「当然よ、今日は特別な日なんだから」照美は平然と言った。
「早く来ても他の人が使ってるから、練習出来ないね」
「仕方ないわよ」
　真琴は周囲を見回した。平川の姿はなかった。
「平川さんは」
「まだ来てないわ」
「早く来る印象があるけど、体調が悪いのかな」
「やる気がなくなったのかもね」
「まさか」
　照美は笑った。
　有志達が設営中のステージの前に来た。ステージは仮組みであるが上で動く分には問題ない状態
だった。集まるなり準備体操を始め、ラジカセを置いて音楽を流し始めた。
　真琴はダンスを見ていた。練習とはいえ、乱れが少なく統制が取れている。自分達とはジャンルが
異なるものの、格が違うと気づいた。
「よお」真琴の後ろから声がした。振り返った。男子生徒が立っていた。
「いたのか」
「同じバスに乗ってたんだ。気づかないって、酷いよな」
「ごめん」
「気にすんなって。予行練習だから早く来たんだけどよ、お前には負けるよ」男子生徒は照美の方を
向いた。団扇を出して仰いでいた。
「井崎さんも早く来たのか」
「偶然よ」照美は突き放した。理由を掘り下げて拉致がバレては自分の面目が潰れる。適当にあし
らっておくに限る。
「怒るなよ、別に早く来たのが悪いと言ってないんだからさ」
　男子生徒は真琴の目線の先を追った。有志がダンスをしていた。「随分下手だよな」
「上手く纏まってるよ」
　男子生徒は有志の個々の動きを観察した。一見して揃っているようだが、疲れが出ているのか音が
聞こえにくいのか、素人目にも他者とずれが見えていた。ダンス中は目線が客側に向いている為他人
に合わせるのが出来ず、僅かなずれが大きくなっていく。致命的だった。
　音が途絶えた。ダンスが終わった。ずれがあったのは終盤だったのが幸いした。大きくなる前に終
わった。テントの中にいる人々は社交辞令の拍手を送った。
　男子生徒は腕時計を見た。１０時半を示していた。
「時間が違うのに、予行練習やる意味ってあるか」
「練習は日程が分散してますから」
「分かってるけど、何か釈然としないよな。時間が違うってのは状況が違うって意味だろ、やる意味
あんのかと問い詰めたいよ」
「やらなきゃいいって意味」
「違うよ。本番と近い日程をとれなかったのかなって」
「大人の事情ってのがあるんじゃない」
「かもな」男子生徒はダンスに集中していた。
　次第に生徒達がテントに集まってきた。仲の良い者同士で集まり、話を始めた。会場や周囲の状況
は視界に入らなかった。
　真琴は周辺を見回した。平川の姿がなかった。
　男子生徒は、真琴の挙動に不審を覚えた。「何かあったか」
「平川さんは来てないの」
　男子生徒も周りを見回した。平川の姿がない。腕時計を見た。「まだ余裕があるから、大丈夫だ」
　真琴は不安を覚えた。念を押すほど入れ込む人が時間ギリギリまで来ない。時間に間に合わず遅れ
る展開は多々ある。宮本武蔵が巌流島で行う決闘で遅れ、ヒーローはヒロインがピンチに陥り相手が
目的を達成するギリギリで現れる。あくまで勝負事のお約束であり、合唱は決闘ではなくヒロインも
悪役もいない。単に寝ぼけているのか病気なのか、場所が分からないのか。原因が分からないのが不
安を更に煽る。再び周囲を見回し、井崎を探した。先生なら事情を知っているかもしれない。知らな
くても連絡先を知っているのだから、最低原因は分かる。井崎の姿はなかった。
「先生は」真琴は男子生徒に尋ねた。
「先に打ち合わせをしているのかもしれない」
　真琴は不安になってきた。散々煽っておきながら、当人が来ない。
　時間が経過してきた。生徒達は徐々に集まってきた。気温も上がり、汗がにじみ出てきた。
　真琴は周囲を見回したが、平川の姿はなかった。本当に休みなのかもしれない。
　井崎が生徒達の元に来た。片手に鞄を、もう片方に閻魔帳を持っていた。「おはよう」
　生徒達は一斉に井崎の方を向



いた。『おはようございます』
「暑いけど、後２０分位だから待ってて」
　真琴は井崎に近づいた。「先生」
「山下君、何」
「平川さんが来てないんですが、連絡がありましたか」
　井崎は生徒達を見回した。平川の姿はなかった。「いえ、遅れているんじゃないかしら」閻魔帳を
開き、真琴に差し出した。「呼び出しが来る前に出欠を取るわ。名前を書いて回して」
　真琴は閻魔帳を見た。日付と名前を書くプリントが入っていた。真琴は鞄を地面に置き、中に入っ
ている筆箱からペンを出して名前を書いて隣の生徒に渡した。渡し終えるとペンを鞄の中に入れた。
「転入生が気になるの」照美は真琴に話しかけた。「体調が悪い時もあるわよ」
「なら、連絡が来るはずだ」
「携帯持ってないかもね」
　真琴は照美の言葉に眉をひそめた。村では連絡手段として携帯電話を持つ者は多い。意外にも小回
りの利く部分は近代化しているのだ。しかし中学生で皆が持っているかと言えばいいえだ。村では子
供は親の管理下に扱うのは当然で、人権を認めていない。村における教育とは権利のある者の言葉を
絶対に捉え、奴隷として動くよう子供の頃より叩きつけていくのを差す。古い慣習が残っていればい
る程、徹底的に教え込むので、親の言葉に盲目的に従う。「家から連絡が来るよ」
「連絡来ない位に体調が悪いんでしょ」照美は得意げに言った。「他に男と遊びに行ったかもしれな
いわ」
　真琴は照美から目をそらした。
　照美は井崎の方を向いた。井崎は二人に近づいた。「不謹慎よ」
「聞いてたの」
「大声出してれば聞こえるわよ」
「冗談よ、ねえ」照美は隣の生徒に話しかけた。
　生徒は質問の意味が分からず、首を傾げた。
「本当に連絡が来てないんですか。まさか、着信拒否していませんか。後は携帯ではなくて、学校に
連絡しているかも知れません」
「してないわ。学校に連絡しても用務員を経由して回ってくるから問題ないわ。時間直前になって来
るかも知れないわ。待ちましょう」
「はい」真琴は返事をした。
「借りに来なかったら、欠席扱いであたしがソロをやるんですよね」
「予行練習は夏休みの都合があるから任意って、言ってなかった。だから欠席扱いにならないわ」
　照美は井崎の言葉に愕然とした。追加のダメージがないのか。
「貴方の言った通り、来なければソロを任せるしかないわね」
「ええ」真琴は相槌を打った。
「上町の子だから、空気が読めないのかもね。意外に集合時間直前に来るのかもね」照美は笑みを浮
かべた。予行練習とは言えソロパートを他の人に向けて歌い、周りの人が認めてくれれば本番でも推
してくれる。自分の役割を奪った平川を、逆に追い出せる。援助交際に手を出す女を追放し、自分の
株が上がっていく。汚れなき者だけが上に進める清浄な世界が待っている。
　真琴は照美から目をそらした。普段から早めに来ている人が当日に遅れるなど、あり得ない。
　有志によるステージの練習が終わり、退場した。
　真琴は平川が来ないのに苛立ってきた。
「次のバスは」
「後３０分後にならないと来ないわ」
　真琴は腕時計を見た。明らかに予行練習の後だ。「間に合わないのか」
「連絡してみる」井崎は真琴に訪ねた。
「すみません」
　井崎は携帯電話を取り出し、電話を掛けた。先生の立場なので、生徒の連絡先は一通り記憶してあ
る。スピーカーから呼出音が鳴った。先へは進まない。暫くして何も変化がないのを察して切った。
残念な表情をした。
　真琴は、井崎の表情から連絡がないのを察した。
「きっと重篤なのよ」照美は冗談混じりに言った。
　井崎は唸った。照美の言葉は明らかに冗談だと分かる。しかし、一人で暮らしているので倒れて電
話を受け取れない可能性もある。また、単に電波が届いていないだけかも知れない。実際に家に行っ
てみなければ様子が見えない。しかし、時間がない。
「駄目ですか」真琴は力なく言った。
「何で心配してるのよ」
「分からないよ」真琴は照美の言葉を適当に返した。たかが予行練習で代わりはいる。なのに何故苛
立つのか理由が分からなかった。
　閻魔帳が返ってきた。井崎は受け取り内容を確認した。予行練習に十分な人数だった。
　暫く経った。係員が井崎の元に駆け寄ってきた。「井崎先生ですか」
　井崎は振り返った。「ええ」
「時間です」
「分かりました、すぐステージに向かいます」井崎は生徒達の方を向いた。「時間よ、ステージの準
備をするわ」
『はい』生徒達はテントから離れ、ステージの下手側に移動した。テントから離れた為に日差しが直
接照りつけた。眩しさと暑さが同時に突き刺さってきた。
　真琴は見回し、生徒達の中に平川がいないか確認した。姿はなかった。
　井崎は真琴の隣に来た。「終わったら家に行きましょう」



　真琴は頷いた。
　下手側はテントが張っていた。生徒達は密集していたので暑さは変わらなかった。
　生徒達は上手側から入れるよう列を作った。
　井崎は生徒達の前に出た。「ステージに立ってもいつも通りに歌うのよ」
『はい』
「質問は」
「先生」一人の生徒が手を挙げた。
　井崎は手を挙げた生徒を指差した。「何」
「すみません、ピアノがないんですが」
「まだ搬入してないから、ラジカセでＣＤを鳴らして」
「はい」
「他に質問は」
　照美が手を挙げた。「はい」
　井崎は照美を指さした。
「ソロは平川さんがいないようですので、あたしが代わりにやっていいですか」
「ええ」井崎はさも当然の口調で答えた。
　照美は笑みを浮かべた。「ありがとうございます」
　井崎は照美の表情に違和感を覚えた。いなくなった方が良かったと言わんばかりだ。
「他に質問は」
　誰も手を挙げなかった。
　井崎は頷いた。「ひな壇はないから、音楽室と同じ立ち位置になるわ。入る時は上手の人から並ん
で入るのよ」
『はい』
「では入場から」
　生徒達は３列で中央に向かって中に入り、正面を向いた。音楽室の奥に壁がある光景と異なり、先
には霞みがかった山々と空があった。テントの中には控えの有志が待機していて、周辺は設営作業を
している人が行き交っていた。今までと異なる光景に緊張を覚えた。
　真琴は平川が本来立っていた位置を見た。空いていた。
　井崎は生徒達の前に向かい合わせに立ち、伴奏する生徒がいる位置を見た。生徒はラジカセを持っ
ていた。「始めましょう。ラジカセを置いて流して」
　伴奏を担当する生徒は、井崎の言うがままにラジカセを置き、液晶画面で再生するトラックを確認
して再生ボタンを押した。音楽が流れた。
　井崎は指揮を始めた。今までは指揮を始めてから伴奏を行うため、先に指揮が来る形となるが今回
は逆だった。慣れない状況で一瞬、遅れが出たがすぐに調子を合わせた。
　生徒達は僅かなズレに気づかず、伴奏に合わせて歌い始めた。音楽室での練習と異なり、音が跳ね
返らずに拡散していく。今までにない状況に違和感を覚えた。音楽室で行ったノリを外に持ち込めば
いいと安易に考えていた。環境の違いを舐めてかかっていた。次第に伴奏と声とがずれてきた。
「ずれてるわよ、あわせて」井崎は大きく声を上げた。
　生徒達は伴奏に耳を傾け、合わせていった。伴奏はあったが指揮を見ていないのでテンポが会わな
い。
　照美は伴奏があわずに慌てる生徒達を見て、伴奏と指揮に食いついていた。自分がソロパートで完
璧に歌えば、生徒達は自分を益々称賛し、無断で欠席した平川を軽蔑していく。完全に叩き落とすい
い機会だ。
　真琴のソロパートに入った。真琴は精一杯に歌った。声は虚空へと溶け込んでいた。しかしながら、
鮮明で生徒達には菓子が分かる程に聞こえていた。
　真琴のパートが終わり、皆が歌うパートに入った。照美は他の生徒達に引っ張って貰う形で歌って
いた。頭の中にはソロパートに入った時の歌い方、歌い終わったときの称賛が現れ、増殖していた。
　伴奏が変わり、ソロパートに入った。照美は声を張り上げて歌った。音は空回り気味で、僅かにず
れていた。自分の声が反射してこないのでどの音階で歌っているのか分からなかった。更に称賛を受
ける妄想が頭の中を満たしていたために微調整もせず、徐々にずれていった。
　パートが終わった。
　照美は指揮を見て歌うのをやめた。
　生徒達が歌うパートが続いた。
　ラジカセから鳴り響く伴奏が終わりを迎えた。
　伴奏を担当する生徒は、スイッチを押して音を切った。
　設営作業をしている人は無論、テントから見ている人々も何も反応がなかった。
　照美は反応のなさに愕然とした。全力で歌ったにも関わらず、何も反応がない。平川を拉致してで
も活躍し、主役の座を確実にする口実が欲しかった。結果が何もないのであれば損しかしていない。
「皆、硬いわよ。音楽室と環境が違うのは分かるわ。だからといって普段より落としちゃ駄目よ」
　井崎は照美の方を向いた。「井崎さん、代理だから余り言わないけど手を抜かないで」
「はい」照美は小さく返事をした。全力で歌ったのに手抜きと言われた。自分の実力は平川以下なの
か。隣の生徒を見た。照美からわずかに目をそらした。自分を励ましてくれると思っていた。実際に
は違っていた。明らかに自分を無視している。
「大丈夫よ、歌えてるわ」照美の隣にいる女子生徒は、落ち込んでいる照美を励ました。
　照美は女子生徒を睨んだ。
　女子生徒は、照美の顔に慄いた。
　照美は前を向いた。自分が欲しかったのは建前の励ましではない。平川を排除し、他の男子生徒を
欠席にしてでも手に入れようとした代償が何もないのか。予行練習を終えるまでに何も得られないな
ら、何をしたのか分からなくなる。



「もう一度やるわ。本番はたくさんの人が来るのよ。誰もいない状態で飲まれないで」井崎は強い口
調で言った。
『はい』生徒達の声が響いた。
　照美は顔をしかめて頷いた。何も得られないのなら、自分の行為が無意味になる。屈強な扉を数ｍ
ｍながらこじ開けたのだ。手を突っ込み開かねばまた閉じてしまう。
「始めて」
　伴奏を担当する生徒は、ラジカセのスイッチを入れた。
　ラジカセから、前に練習した時と同じ伴奏が流れた。
　生徒達が伴奏に合わせて歌い始めた。１回目より芯がまとまった歌声だった。
　ソロパートになった。先に入った真琴のパートは以前と変わらず、安定していた。一方、照美の
パートは大きく揺らいでいた。力みすぎていて自然な感じがなく、無理やり抑揚を入れている印象が
あった。
　井崎は１回目よりもずれのある照美の歌声に違和感を覚えた。緊張によりブレが多くなる１回目よ
り２回目の方が本来の調子に戻ると予想していたからだ。
　伴奏が終わった。担当する生徒はラジカセのスイッチを押して音を切った。
　井崎はため息を付いた。照美は代役なので本番では歌わない。アドバイスをしても殆ど意味をなさ
ない。かと言って他の生徒にアドバイスをしようにも、今以上のクオリティを今いる生徒に求めても
得られないのは分かっていた。
　生徒達は井崎を見つめていた。何を言うのかと待っていた。自己評価とは、無意識に自己の満足点
を加えがちになるので総じて高めになる。的確に状況を測るには相手に確認を取るのが必須だ。
　井崎は腕時計を見た。１２時半を示していた。練習に集中していた為に暑さと喉の乾きが意識から
消えていた。他の感覚を取り戻すに連れ、次第にけだるさが体の中から湧いてきた。
「休みにするにしても時間がないわ。次で終わりにしましょう」
『はい』
　井崎は伴奏を担当する生徒を見た。
　伴奏を担当する生徒は頷き、ＣＤのスイッチを入れた。
　再び練習が始まった。生徒達は同じ調子で歌った。何もアドバイスがないので、同じ内容を繰り返
すしかなかった。照美のパートだけが前と異なっていた。歌声がぶれていた。
　歌を歌い終え、伴奏が切れた。
　井崎も生徒も、肌が露出している部分に汗が滲んでいた。
　井崎は客席に向けて頭を下げた。生徒達も頭を下げた。次に生徒達の方を向き、下手に目配せをし
た。
　生徒達は最前列から順番に下手に向かって去っていった。
　井崎は客席に向けて頭を下げ、下手に移動した。生徒達は仲の良い者同士で集まっていて、雑談で
盛り上がっていた。
　井崎が生徒達の前に来た。
　生徒達は一斉に井崎の方を向いた。
「音楽室と勝手が違うでしょ」井崎は生徒達に話しかけた。
　生徒達は頷いた。
「予行練習は今日限りだけど、環境が違ってても調子を持っていかれないように。分かったわね。以
上、解散」
『はい』
　井崎は生徒達の声を聞き、踵を返した。同時に真琴がい先のもとに駆け寄ってきた。
「すみません」
　井崎は、真琴が来た段階で用件を察した。「平川さんの件ね」
「はい」
「家に行きましょう。車を止めてあるから付いてきて」
　照美は井崎と真琴が話をしているのに気づき、近づいた。「何かあったの」
「平川さんが来なかったから、様子を見に家に行こうと思うんだ」
　照美は眉をひそめた。家に言ってもいないのは分かっている。なら、何処にいるか警察に相談を持
ちかけてくるはずだ。自分が仕組んだと分かるのも時間の問題だ。ならば自分ではなく大葉に全ての
責任を押し付けて逃げ切ればいい。
「あたしも一緒に行くわ。心配だから。その前に少し休ませて」
「でも」
　照美は二人に汗が滲んでいるのを見た。「大体、昼も取ってないで行けば、すぐに倒れるわよ」
「途中で店に寄っていくわ」
「分かったわ。少し待って、トイレに行ってくるから」照美は二人から離れていった。
　井崎は照美の様子を見ていた。
　照美は生徒達から離れ、仮設トイレの前に来た。排泄物の匂いが夏の暑さで増幅していた。
　照美は裏に周り、スカートのポケットに入れていた携帯電話を取り出した。電話をかけて耳に当て
た。スピーカーから呼出音が鳴ったが、先に進まなかった。次第に苛立ってきた。既に予行練習は終
わっている。拉致をする意味はない。素直に適当な場所で開放すれば終わりだ。自分は何も関与して
いないと白を切り続ければ証拠は出ない。
　音が切れた。『もしもし』大葉の声が響いた。声色からアスリートが走りきった後の印象があった。

「あたしよ、予行練習は終わったわ」
『今盛り上がってる所だ』
　照美は眉をひそめた。拉致しているだけなのに盛り上がる部分があるのか。
　遠くから洗い男の息遣いが聞こえていた。



「もう終わったの。開放して」
『終わったらな』
「終わる、何が」
『気にするな』
「だから、終わったから転入生を開放して。場所は」
『俺の家の近くに神社があったはずだ。裏に置いとく。全員だ。口封じもしっかりしとくから安心し
ろ』直後に声が遠くなった。大葉の罵声と何かを叩きつける音が聞こえた。
　照美は嫌な予感がした。まさか集団で暴力を振っているのか。「何をしているの」
『神社で開放するって言ってるだろ。流れが止まる、もう連絡してくんな。終わったら連絡を入れ
る』電話が切れた。
　照美の顔が青くなり、暑さが体から消えていった。平川は死に、神社で死体に成り果てる最悪の終
わりを想像した。自分は今いる場所から排除するだけでよかった。にも関わらず、事態は悪い側に転
がっている。神は人が想定する通りにシナリオを書こうとせず、低い側へと進めていく。自分が扉を
開き放り込んだにも関わらず、自らの責任を取らず書いた側に全てを押し付ける。携帯電話を閉じ、
スカートに入れると井崎がいた方に駆けていった。
　井崎は真琴と話をしていた。
　照美が駆け寄ってきた。
「昼は店で取るわ。後は」
「神社よ、トイレで神社の方に向かっていった車があったって」
「車って、別に通るだけなら」
「朝、中学生を無理矢理連れて行ったのを見たって。工事の人が話してたのを聞いたの」照美は真琴
の言葉を遮って言った。
　井崎は顔をしかめた。朝に駐車場に来る中学生と言えば、駅に向かう高校生か自分の学校の生徒位
しかいない。例え自分の生徒でなくても、無理やり連れて行ったのであれば看過出来ない事態なのに
変わりはない。「行きましょう。昼は後回しになるけどいい」
「大丈夫です。一食抜いた位でへこたれません」真琴は強く言った。照美の話が本当なら、休憩して
いる暇はない。内にある正義感が疲労を上書きし、平川を一刻も早く開放しろと迫った。
「ついてきて」井崎は駐車場に向かっていった。真琴と平川は後をついていった。
　駐車場に着いた。作業車が並んでいた。赤い乗用車が停まっていた。
　井崎は鞄から鍵を取り出し、付いているボタンを押した。ドアから鍵が外れる音がした。「乗っ
て」井崎は運転席のドアノブに手をかけて開け、乗り込んだ。
　照美は後部座席のドアノブに手をかけて開け、中に入った。
　真琴が続いて中に入り、ドアを閉めた。社内はオゾンの匂いと人工合成したラベンダーの匂いが混
ざって漂っていた。
　井崎はシートベルトをし、ドアの鍵を閉めて鍵を鍵穴に刺して回した。エンジンがかかり、同時に
エアコンの冷たい空気が入り込んできた。
「神社って、村の中は沢山あるわよ。片っ端から探すしかないわ」
「外れって言ってたわ」
　井崎はダッシュボードに備え付けてあるカーナビゲーションの液晶をいじった。神社の項目に触れ
ると、神社の位置を示すマップが開いた。外れとなれば駅や市街地から外れた場所が普通だ。一通り
現在地から遠く、村の境目を示す箇所の近くにある神社を確かめた。３箇所程あるが、全て離れてい
た。右下にある距離を示した尺とを脳内で重ね、全部周りには数時間かかるのは容易に分かった。
「巡るのは大変ね」井崎は真琴の方を向いた。「貴方が犯人なら、何処に行く」
「一番来て欲しくない所に向かいます」
「外れは皆不気味よ」
　井崎は真琴の言葉に閃きを覚えた。辰彦の店で読んだ本の中に、規則を破った人や罪を犯した人を
詰め込んだ場所がある記述があった。穢れを持つ者の集落は誰も近付こうとしない。拉致して連れて
行くには絶好の場所だ。場所の名前は覚えている。
　井崎は神社のアイコンに触れた。神社の名前が現れた。「可能性が高い場所に行くわ」
　照美は身を乗り出して場所を確認した。大葉の家の近くだった。
「頭出してると危ないよ」真琴を照美を後部座席に引っ張った。
　照美は後部座席に着いた。
「分かったわ」井崎はブレーキを踏んでギアを入れ、アクセルを踏んだ。車が動き始めた。
　車は駐車場から車道に出た。神社に向けて走り去った。


