
代萩（仮）

　日差しが伸び切り、夏休みまで指を折って数える日付になった。
　午後の行程が終わりを告げると同時に放課後が始まった。
　教師は生徒達を教室から解放した。
　明弘は冷房の効いた教室から下駄箱に向かった。
　白い下駄箱の下に青い簀の子が敷いてあり、白いブロックのタイルが敷き詰めてある。
　校舎より解散する生徒達でにぎわっていた。
　４月から覚えた番号が貼ってあるラベルの位置にある靴と上履きを交換し、生徒達と共に外に飛び出した。授業は終わったが、
行う課題が残っている。委員会の活動だ。
　茶色に染まった校庭が白い４階建ての校舎の先に広がっている。校庭の端を通って校門に出る構造だ。
　明弘は校門に向かって先を歩いている亜美の元に向かった。明弘の双子の妹に当たる。
「待てよ」
　明弘は亜美に声をかけ、肩をつかんだ。
　亜美は明弘の方を向いた。
「何か用」
　亜美は明弘に尋ねた。
「お前も委員会に行くんじゃないのか。何で帰るんだよ」
　明弘は亜美に尋ねた。
「用があるから先に帰るって先生に言ったのよ」
　明弘は亜美の返答に不快な表情をした。家に用があるのは自分も同じだ。何故、亜美は許せて自分は駄目なのか。
「言い訳が通用するのかよ」
「ちゃんと言ったわよ、先生が悪かったんじゃない」
　亜美は明弘の手を払い、校門に向かって歩いて行った。
　学校内では委員会と部活動は志願制となっているが、実際には強制となっている。近隣の地帯は少子化で子供の奪い合いとなっ
ている。有利に運ぶためには教育活動に熱心だとアピールする必要があり、分かりやすいポイントとして部活動と委員会活動の２
本立てで行うと決めたためだ。子供にとっては自由を奪う迷惑な方針でしかないが、力がない以上従うしかない。
　明弘はため息をつき、踵を返して委員会の集合場所である、隅の花壇に向かった。
　花壇の前では先生と生徒達が集まっていた。明弘は衛生委員会に所属していて、学校内の草むしりや花壇の整備、校舎裏で生育
している緑のカーテンの整備や維持管理を行っている。生き物を相手にする関係から、非常に面倒と敬遠する委員会で誰も候補が
いなかった。他の生徒に押し付けられる形で委員として任命された。委員会では今週末に近くにある生物園に行って講習を受ける
予定になっている。講習の際に何を質問するかを決める為の確認と選定作業が今回行う作業のメインとなる。
　先生は生徒達を確認し、延々と説明を行った。生徒達は皆、動かないが故に現れる暑苦しさからの解放を内心で望んだ。
　明弘は亜美がいた方を向いた。
　亜美が他の生徒達に囲まれている。先輩達だ。事情があるからとはいえ、他人の行動と異なる行動をすれば目を付けられるのは
当然だ。放課後の活動を無視して帰れば、いかなる理由でも目を付けられる。一年となれば尚更だ。
「先生」
　明弘は体を小刻みに震わせた。
　先生は話を止めた。
「何だ、白井。質問か」
「トイレに行きたいんですけど、いいですか」
「お前なあ、先にすませておけよ」
　生徒達は笑い出した。
「仕方ねえな、行ってこい」
　先生は強く言った。
　明弘は頭を下げ、亜美の方に向かった。
　亜美は先輩達に囲まれていた。
　明弘はやむなく亜美の元に向かった。委員会の打ち合わせに遅れるが仕方がない。
「お前、一年か。委員会も部活もしねえで、勝手に帰るんじゃねえよ」
「先生に話したわ」
　先輩達は亜美の返答に苛立ちを覚えた。先輩に口答えをするのは最悪の返答だ。
「先生が許す訳がねえ。ルールに従えよ」先輩の一人が亜美の肩を押した。
　亜美はよろけた。
「俺達の許可がいるんだよ、知らねえのか」先輩の一人は亜美をにらみつけた。
　亜美は先輩から目をそらした。
　明弘は亜美の元に駆けつけてきた。「何をしてるんだ」
　先輩達は一斉に明弘の方を向いた。「お前、見かけねえ顔だな」
「知ってるぜ、一年の生意気な奴だ」先輩の一人は明弘の前に来た。「一年坊主、俺達は委員会と部活をサボる奴を注意してるだ
けだ。痛い目見たくなければ戻れよ」
「俺は別にいいですけど」明弘は亜美の方を向いた。「彼女は先生に話を付けて」
「俺達は」
「え」明弘は声を上げた。
　先輩の一人は明弘の髪を掴んだ。「俺達が番をしてやってるんだ、許可がなければ帰さねえよ」
「お前ら、楽しそうだな」声が遠くから聞こえた。明弘は声がした方に目をやった。
　荻原が先輩達の集まりに向かって歩いてきた。
「奴が許可取らねえで勝手に帰ろうとしてるんだ。止めるのは先輩として当然だよな」先輩の一人は荻原に尋ねた。
　荻原は亜美の顔を見た。困惑した表情を浮かべている。
「帰してやれよ」
　先輩の一人は眉をひそめた。荻原の言葉が理解できない。「何を言って」
　荻原は先輩の一人の顔を殴った。先輩の一人は眉間を殴られ、気が遠くなり、明弘を掴んでいる手が離れた。明弘は先輩達から
離れた。
「てめえ」先輩達は荻原に殴りかかった。



　荻原は先輩達の拳をかわして殴っていく。格闘技をしている訳ではなく、動きが荒い。しかしながら腕力が強く、拳は重い。先
輩達は顔面に食らう度に気が遠くなり、腹を殴られるとえぐり取られる感覚になり、悶絶して呼吸が止まる。次々に倒れていく。
　先輩達が喧嘩をしている間、亜美は引き下がり校門に向かって駆けていった。明弘は荻原が次々と先輩達を倒していくのを見て
いた。
　荻原の手により、先輩達の戦意は喪失した。意識がぐらつき、意識を失いかけるも体の痛みが開放を許さない。
　先輩達はよろけながら解散した。
　荻原は目を動かして亜美の存在を探した。視界にいない。
「先輩、ありがとうございました」明弘は荻原に礼を言った。
　荻原は舌打ちをした。「揉めてんのを助けてやるのは当たり前だ。いちいち気にするな」
「はい」明弘は返事をした。
「明弘、妹さんは」
　明弘は周囲を見回した。亜美の姿はない。「帰ったみたいですね」
　荻原は渋い表情をした。「お前は一緒に帰るのか」
「いえ、委員会に戻ります」明弘は委員会の集まりに戻るべく、駆け出した。
　荻原は校門の方を向いた。生徒達が校門へ向かい帰っていく光景が見える。亜美の姿はない。
　ジャージを着た先生が荻原の元に来た。「おい、お前だ荻原」
　荻原は先生の方を向いた。「用ですか、先生。今日は部活は休みですよ」
「生徒達から知らせがあってな、また揉めたのか」
「周りを見てくださいよ、何もないでしょ」荻原は白々しく言った。荻原が相手をした先輩達は皆去っている。荻原自身も怪我ど
ころか着衣の乱れすらない。
　先生はため息をついた。只でさえ多忙なのに、生徒達が勝手に起こしたトラブルに介入するなど余計な業務を増やすだけだ。
「分かった、分かったら呼び出すからな」
　荻原は笑みを浮かべた。喧嘩をしてきた経験から、今対処しないと言うのはずっと対処しないのと同じだと知っている。「分か
りました」
「用がないなら、素直に帰れ。お前みたいなのが居座ると邪魔だ」先生は踵を返して校舎に戻った。
　荻原は校門に向かって歩いていった。
　一方で明弘は委員会に戻った。
　先生は腕時計を見て、呆れた表情をした。トイレにしては明らかに長い。「お前、何をしていた」
「でかいクソしてました」明弘は平然と答えた。
　委員達は明弘の返答に笑いをこらえていた。
「では抜けてたお前の為にも、もう一度説明をする。いいか、近々生物園に行くが」先生は説明を始めた。長い説明に生徒達は飽
きを覚えた。
　説明を終え、作業に入ったのは校舎の時計が４時を指し示した頃だった。校門からロータリーへにある花壇に生える雑草をむし
り取り、手押し車に乗せて運び出す。量は大してないが、校舎の裏にあるごみ捨て場に運ぶので手間がかかる。
　作業が終わる頃には日が暮れ、体操服が体に付く程に汗まみれになっていた。
　生徒達は手押し車を片付け、集合していた場所に集まった。先生は生物園に向かう旨の話をし、解散した。
　明弘は一旦教室に戻り、制服に着替えてから帰った。汗はカバンに入っているタオルで吹いたが、着替えてからも汗は引かな
かった。故に気温が下がる夕方の状況も重なって寒気を覚えた程だった。
　明弘が家に着いたのは、日が暮れた頃だった。部活動と委員会の活動に加え、塾に通っている為に遊ぶ時間など皆無に等しい。
今日は塾が休みなので、家に戻って安らげる貴重な時間だ。
　ミニバンが停まっている駐車スペースから家にかけてのアプローチには鉢が並び、セダムでバラがセダムで埋まった土から淡い
色の花を付けている。ライトの付いた白い壁の前で映えて目立つが、明弘にとっては見慣れた光景だ。ガーデニングは母親の独身
時代の趣味だ。狭いながらもガーデニングを行う余地のあるスペースのある家を選ぶのに苦労したと、父親から聞いた記憶がある。
　アプローチでは母親が夕暮れにも関わらず、鉢に土を入れる作業をしていた。鉢の隣に袋詰してある腐葉土が置いてある。作業
をしている手を止め、明弘の方を向いた。「帰ってきたの」
「ただいま」明弘はそっけなく声を返した。「もう夕暮れだけど、戻らなくていいの」
　母親は立ち上がった。「今日はお客さんが来るからね。植物にうるさいのよ」
　明弘は眉をひそめた。父は若くして工場長になった立場や、近辺が工業地帯で手軽に飲める場所がない関係から客を家に呼ぶ
ケースがある。ある程度は慣れたが植物にうるさい客など聞いた試しがない。「何をしている人なの」母親に尋ねた。
　母親は手袋を外し、タオルを取って汗をぬぐった。「光博の同級生でね、田舎の植物園で学芸員をしているのよ。山に採りに行
くのがメインだから、屋内にいないって言ってたけどね」
「何で田舎から、態々うちに来るの」
「近くの生物園でサンプルに使う種の取り付けに来たって言ってたわ」
「生物園って、近くの生物園に」明弘は母親に尋ねた。生物園は幼稚園の頃によく親に連れて行ってもらっていた場所なので、構
造はよく知っている。他の動物園や植物園に比べ、スペースや展示内容からして大した施設ではない。田舎から取りに来る程の珍
しいサンプルがあるのかと疑念を覚えた。
「他にないでしょ」
「取りに来ただけなのに、何で家に誘ったのさ」
「お父さん、随分いじめてたみたいよ。罪滅ぼしにでも呼んだんじゃないかしら」
　明弘は母親の言葉に顔をしかめた。自分がしてきた行為のツケ払いで呼んだのか。
　エンジン音が駐車場から響いてきた。
　乗用車が、駐車場の空いているスペースに入ってきた。ドアが開いた。
　父親が荷物を持って降りてきた。ドアを閉め、明弘と母親のいるアプローチに来た。普段は夜半に帰ってくるのだが、今日は夕
暮れ時と早い。
「ただ今戻った」
「お帰りなさい」
「おかえり」
　明弘と母親は父親の挨拶を返した。
「そろそろ井上が来る頃だ。準備はしてるのか」
「亜美がしてるわ」
「ならいい、お前も土いじりをやめて家に戻ってくれ」
「分かっているけど、何か言ってくるんじゃないかって思うと手を付けたくなって来るのよ」
　父親は笑みを浮かべた。「井上はいちいち文句をつけてくる奴じゃない。詳しいのは生態程度で、綺麗さなんて分かりゃしない
さ」
「だといいんだけどね」
　父親は明弘の方を向いた。「明弘。学校に行く時に話したが、客が来る。お前も戻っていなさい」
「はあい」明弘は適当な返事をし、玄関ドアに向かい、ドアノブに手をかけた。
　同時に、バイクの音が鳴り響いた。
　明弘は音がした方を向いた。バイクの音自体は珍しくないが、近づいて来るのに珍しさを覚えた。
　大型バイクが駐車場の端に向かってきた。ヘルメットをした井上が見える。
　井上はバイクを止めるとヘルメットを脱いだ。
　父親と母親は、井上の元に向かった。
「久しぶりね」
「すまないな、すぐに帰る予定だったのを誘ってしまって」父親は頭を下げた。
　母親も、父親に合わせて頭を下げた。
　明弘は両親の態度に驚いた。母親はまだしも、体格の良い父親が線の細い男に頭を下げる理由が理解出来ない。相手はいじめを
受けていた身なのだから、恐縮するのが普通だ。相手は恐れる素振りが見えない。
「気にしなくてもいいですよ」井上はアプローチに目をやった。職業柄か、ガーデニングの植物が目に入る。
　母親は井上の目線に気付き苦笑いをした。「今、整備していたんです」
　明弘はドアノブを引っ張ってドアを開け、中に入った。



　ドアが閉まった。
　母親はバラを並べている場所に井上を案内した。
　井上はバラの葉を眺めた。赤みがかった葉で、葉脈は整っている。白い部分がない。病気がなく、過剰に肥料をあげてない証拠
だ。
　母親は井上が植物を観察しているのを興味深く見ている。植物に対して何のアドバイスが来るか期待している。
　父親は大して興味なさそうに井上の様子を見ている。

　明弘は家の中に入ると２階に上がり、自分の部屋に入った。
　部屋の中は白が基調で、端に木製の机とベッドが置いてある。チェストと本棚が囲っている。
　明弘はチェストを開け、服を着替えた。汗がついた服は気持ちが悪く、すぐにでも着替えたかった。制服をハンガーにかけた。
入浴も望んだが、客が中に入ってくると困ると判断して断念した。浴室に向かうにはＬＤＫを通らねばならないからだ。対処が出
来ただけでも十分だ。客が去ったら入浴すればいい。汗臭さをかき消すため、窓を開けた。窓から蒸し暑い空気が入り込み、薄い
服を通して冷気として体をかすめ通る。体が震えた。部屋の戸を開けて廊下に出た。父親達がＬＤＫにいるかを確認したかった。
いなければ風呂といかずシャワーで軽く済ませる手もある。階段を下りていくと話声が聞こえてきた。ＬＤＫに客が入ってきたの
だ。断念し、部屋に入って戸を閉じて窓を見た。日が暮れて夜になっている。夏休みの直前なだけあって宿題は出ていない。夏休
みの前に出すと、夏休みに入る前に終わらせる輩がいるからだ。他にする作業もないので、テレビのボードの下にあるゲーム機を
取り出し、起動してプレイを始めた。生産性のない行動だが、子供の遊び相手にはうってつけだ。
　次第に夜が更けていく。
　明弘はゲームに夢中になっていた。本棚にある漫画は量が決まっている。読み続ければ終わる。ゲームは終わりが見えても続き
を選択できるので果てがない。裏を返せば飽きが来れば漫画よりも早く終わる。ワンパターンな行動に飽きが出始め、睡眠導入剤
になってきた。委員会で酷使した体は休眠を訴え始めた。コントローラーを持ったままゲーム機の本体に手を伸ばし、スイッチを
切った。電源が切れてテレビの画面が真っ暗になった。コントローラーを乱雑に置き、棚に入っている漫画本を取り出して床に転
がって読み始めた。読んでいる途中で眠くなれば勝手に練ればいい。入浴していない以上、ベッドの上で眠れば汗の匂いが染み付
く。フローリングの床の上なら汗の匂いが染み付いても取るのは容易だ。
　漫画の内容に入り込み始めた頃、窓から声が聞こえてきた。亜美の声だ。
　掃出し窓から２階のバルコニーに出られる構造で、隣の亜美の部屋とつながっている。部屋の物を干すのに便利な他、避難用の
通路として使う手段もある為だ。
　明弘は窓に近づいてきた。明弘の家は準工業地帯に属しているが夜間の稼働は禁止となっている。働く人もいなくなるので当然、
人気がない。にも関わらず人の声がする。普段人がいないにも関わらず声がする理由は明確だ。亜美はバルコニーで話をしている。
立ち入る気はないが、内容によっては介入せざるを得ない場合もある。帰りに先輩と絡んだ場合だ。今日は荻原が駆けつけてきた
のでいいが、駆けつけてこなければトラブルに巻き込み事態が悪化してしまう。面倒を避けたがる亜美は非力だ。窓から聞こえる
声に耳を傾けた。
　亜美は友人と電話をしていた。外で電話をするとただ漏れな印象があるが、工業地帯で夜は人がいない上に両親や明弘も外に出
かけない。かえって家の中で電話をする方が声が響いてしまう。適当に相槌を打っている。
　明弘は他愛ない話だと気づき、盗み聞きは良くないとして窓から離れようとした。
　亜美は電話をしている相手に対し、困惑した表情をした。「でね、鈴木君だけど、返してくれないの。困ったわよね。うまく対
処出来なくなって、先に何をしたら良いか分からなくなるわ」
　明弘は亜美の言葉を聞き、窓から離れるのをやめた。鈴木は同じクラスにいる男で、亜美の隣の席にいる男だ。自己紹介がぎこ
ちなかったのを覚えている。隣の席にいる人間が貸すといえば教科書か文具だ。亜美は貸したままの状態なので勉強が出来なくて
困っているのだと気付いた。指摘して気づくならまだいいが、紛失するばかりか自分の所有物にするケースもある。自分も揉めた
経験がある。明日にでも鈴木に追及すると決め、頭の中に叩き込むと寝転んだ。
　両親の対話は明弘の予想通り、９時頃に終わった。家からバイクの音が響き、遠ざかっていった。
　母親は明弘が食事を取っていなかったのに気づき、２階に上がり明弘の部屋を開けた。
　明弘は仰向けに寝ていた。
　母親は起こす気もなく、部屋の戸を閉めた。

　明弘は翌日の早朝に起き、昨日出来なかった入浴を済ませた。汗臭い服を脱ぎ、体を洗って湯船に浸かると、体に付いていた塩
が落ちた気分になった。上を向いた。白くフラットな天井の中央で乾燥機が回っている。昨日亜美が気にかけていた出来事を解決
すると決めた。夏休みになればクラスメイトと会う機会は登校日と委員会、部活動の集まりを除いてほぼない。
　湯船から上がると予め洗面室に置いてある制服に着替えた。冷たい肌触りが心地よさを覚えた。着替えを終えると歯を磨き、Ｌ
ＤＫに向かった。母親が用意した朝食がテーブルに乗っていた。
　テーブルには亜美が先に座っていて、食事を取っている。普段は同じ時間に出ている。過去に見知らぬ男から声がかかり、連れ
込まれかけた経験があるので双子の兄の明弘と共に登校している。
「おはよう」亜美はたどたどしく明弘に声をかけた。
　明弘は何も返さず、席に座って朝食を取った。ありきたりなメニューだが、昨日は夜食を取っていない上に育ちざかりなので豪
華に見える。味も空腹が美味さを引き立てた。瞬く間に食べ終えた。
　亜美は明弘の食事光景に驚いた。明弘が食事をする速度が今までになかったからだ。
　明弘は２階の部屋に向かい、荷物を取りに向かった。
　亜美は明弘に追いつかないと一緒に登校出来ないので、急いで朝食を食べた。軽くむせたが、コップに入っている麦茶で流した。
　明弘が荷物を持って外に出る頃、亜美も食事を終えていた。予めカバンを足元に持ち込んでいた為、荷物を取りに行く手間がな
い。明弘の後を追って家から出た。
　倉庫や中小の工場を中心とした場所で、隙間に建売の建物が並んでいる。
　亜美は明弘の隣についた。
　明弘は亜美の方を向いた。「昨日、電話の話を聞いたんだがな」
　亜美は一瞬、嫌な表情をした。
「本人に話をした方が早く解決するが、話しづらいのは分かる。俺が代わりに話してやるよ」
「自分で出来るわよ、子供じゃないんだから」亜美は明弘の言葉を突っぱねた。「返ってややこしくなるだけよ。大体ね、何で人
の話を聞いてるのよ。個人の話じゃない」
「だけどな、困ってるってのは自分で対処できないからだろ」
　亜美は何も言わなかった。
「うまくまとめてやるよ」明弘は亜美の肩を軽くたたいた。
「しなくていいわよ」亜美は明弘を突き放した。明弘は引っ掻き回すのが得意なのであり、荒れた状況を戻すなど出来る訳がない。
一方で、心に引っかかっている部分を取り除く切欠になるとも捉えていた。
　明弘は亜美が拒否するとは予想していなかった。悩み事にまともに応じる人間が他にいなかったのもあり、話に応じてきた。反
抗期なのかと疑念がよぎったが、本当に嫌なら一緒に登校しない。複雑な事情があるのだ。自分が乗って解決しないと駄目だ、と
正義感を掻き立てた。
　学校に着いた。開いた校門の前で先生が腕を組み、校内に入る生徒達を見ている。明弘は先生を校門の前の柱程度にしか見てい
ない。挨拶をせずに校舎内に入っていった。
　亜美は明弘と分かれ、同性の友人を見つけて近づいた。校舎内に入れば知らぬ人間が声をかける事態はない。友人に話しかけ、
合流した。
　明弘は誰ともつるまずに校舎内の玄関に入り、下駄箱で履いている靴と上履きを交換した。靴を下駄箱に入れ、廊下に出ると玄
関の隣にある職員室の前に来た。
　職員室の前には黒板やニュースが張り出してある。職員は部活動と委員会の活動や、自習の知らせを書き込む。生徒側は職員や
同じ部に所属している生徒に状況を書き込み、伝える仕組みになっている。
　明弘は黒板から、自分が所属する委員会の欄を見た。特に何もない。普段通りだと分かり、階段に向かうべく踵を返した。
「おい」明弘を呼ぶ声がした。声がした方を向いた。荻原が明弘に近づいてきた。



「おはようございます」明弘はたどたどしくあいさつをした。「先輩、何かあったんですか」
「部活の状況を見に来たついでだよ」荻原は明弘の表情を見た。明弘は浮かない顔をしている。
「お前、先生に呼び出しで設けたか」
「いや、別に大した話では」
　荻原は明弘の煮えきらない態度に苛立った。「俺に話せない理由でもあるのか」
　明弘はため息をついた。職員室の前とは言え、荻原の性格からして手を出しかねない。観念する以外に追及から逃れる手段はな
い。「亜美がな」
　荻原は明弘の言葉に一瞬眉を動かした。「亜美って、お前の妹か。何か問題でもあったのか。まさか昨日の奴らがまた囲ってき
たのかよ」
「違うんだ。隣の席の奴に貸したのが返ってこないって言ってな」明弘は渋々話した。「他人事だから見逃したって良いんだけど
さ」
「駄目だ」荻原は明弘に強い口調で言った。「揉め事ってのは自分で解決できないと溜め込むんだ。自分で出来ないから、俺達が
解決しないと悪化するぞ」
　明弘は曖昧に頷いた。荻原の言葉通り、溜め込んでしまえば悪化する。夏休みが近く、時間で薄める手段もあるが放置して根本
から解決した試しはない。
「隣の奴って誰だよ」
「亜美の隣は鈴木ってのだ」
　荻原はにやついた。
　明弘は荻原の表情を見て、不自然な何かを覚えた。
　荻原の表情が険しくなった。「最近空き倉庫見つけたんだ。誰かが入った形跡もないから締めるのに都合がいい」
「締めるって、先輩何をする気なんですか」
「決まってるだろ、放置して逃げようって奴にはお仕置きをするんだよ」
　明弘は驚いた。お仕置きとは暴行に決まっている。高が借りているのを返さないだけで行動に移すのは余りにも極端だ。「駄目
ですって、別に返してくださいって言えばいいだけですよ」
「よくねえよ、すぐ返さねえ奴ってのは何かしらの下心があるんだよ。全部吐かせてキレイにしてやらねえと気がすまないんだ」
　明弘は何も返さなかった。確かに吐き出さないと根本が解決しないのは確かだが、根本の問題は返さないのにある。返せば終わ
るのだから頼むだけでいい。「力押しでやっても駄目だ。妹に余計な迷惑をかける」
「迷惑だと」荻原は明弘に突っかかった。「返さねえ奴は言わないと一生返さないんだ。忘れちまうんだからな。いじめた奴って
のは忘れて何もなかったみたいにふるまってるのをテレビで見たぜ。対していじめを受けてた奴は大人になってもじめついてる。
お前の妹にも引きずって欲しくないんだろ、ならやるんだ。増長してる奴を、良久をとっちめるんだよ」
「だけど」
「だけどもくそもあるか。奴はお前の妹と妙な事情を抱えてる。何かあるに決まってるんだ。兄のお前も一緒になってくれれば心
強い」荻原は明弘の両肩を掴んで見つめた。「協力しろ」
　明弘は荻原の言動に眉をひそめた。妙な事情と言っていたとなれば、何かしらの関係があるのを知っている。隣の席なだけの関
係ではないのか。仮にあったとしても個人の問題で、知ったとしても何も自分の生活に影響はない。「解決しなきゃいけないのは
分かる。でもすぐに暴力に訴えるのはまずいですって。自分が聞き出しますから」荻原の行動をなだめた。荻原は口より先に手が
出るタイプで、何かにつけて問題の種になっている。確かに力で解決するのも手段だが、周囲を巻き込めば亜美に迷惑が掛かる。
余計なダメージを与える気はない。自分で穏便に解決して終わりで十分だ。
　明弘の提案に、荻原は渋い表情をした。乗り気ではない。
「お前は甘い、甘いんだよ。大体な」
　職員室から先生が出てきた。毎朝行う会議が終わったのだ。先生は荻原と明弘に近づいた。「外がうるさいと来てみれば、お前
らか。職員室の前で騒ぐのはやめろ」
　明弘は先生に頭を下げた。「すみません」
「でも先生、自分達は」
「何が言いたい」先生は荻原をにらみつけた。
　荻原は先生から目をそらした。「分かりました、すみません」踵を返して去っていった。血の気の多い荻原といえど、先生に逆
らうなど出来ない。縦になっている世界では、下の人間は上の人間に大人しく従うより他にないのだ。
　明弘は階段に向かい、上がって教室に向かっていった。白を基調としていて、窓を通して緑のカーテンを展開するための網が見
える。生徒達が廊下で話し合い、教室に向かっている。
　明弘は教室に向かう途中に疑念を覚えていた。何故荻原が良久の名を知っていたか、亜美と良久と何かしらの関係があるのを
知っていたのか引っかかっていた。教室に足を踏み入れた時、亜美の姿を見かけた。亜美は席に座っていて、同性の友人達と話を
している。隣の席に良久の姿はないが、机の脇にあるフックに鞄がかけてある。来ているのは明らかだが、教室にはいない。
　明弘はカバンをフックにかけた。入学してから３ヶ月も経過しているので新たな友人が出来ていても不思議ではないが、何かに
付けて突っ込みたがる正義感や血の気の多さから敬遠されてしまい同級生が誰も寄って来ない。荻原を筆頭とする先輩が目をつけ
てきた為に尚更、寄り付かなくなってしまったのだ。
　教室に鈴木が入って来た。亜美の隣の席に向かい、フックからカバンを出して教科書やノート、筆記用具を取り出している。
　鈴木は亜美に小さく頭を下げた。亜美も相槌を打つ形で頭を下げ、目をそらした。不安を抱く要素を避けたがる傾向がある。鈴
木を面倒な存在とみなしている。
　明弘は二人の様子を見て、互いに何かを意識しているのは分かった。隣同士の席なだけに離れるのも無理なので、互いに険悪会
話で盛り上がっている生徒たちをよそに、カバンをフックにかけると黙って理科室に向かった。
　理科室近辺の特別教室に人はいない。な関係になるのが嫌なので話しかけにくいのだ。
　1時間目は理科の授業で、理科室へ行う予定だ。明弘はカバンを置き、鈴木と同じく教科書とノート、筆記用具を取り出した。
通常の教室と違い、特別教室は先生がカギを持っていて、来ないと開かない。故に授業が始まる前に教室に向かっても意味はない。
生徒達が教室を移動しない理由だ。
　明弘は誰もいない理科室前で待っていた。チャイムが鳴った。理科室を利用する生徒達が次々と駆けつけてくる。本来授業が始
まる前に来るのが普通だが、理科の先生は時間にルーズな部分があるのと準備に念を入れる性分なので、始業してから５分から１
０分位は教室に来ない。生徒達は授業の内容や先輩の話から知っていて、遅めに来ても問題はない。とはいえ、遅刻すると怒るの
は当然なので、ある程度の検討をつけて移動している。生徒達に目を向けた。亜美の姿があり、同性の生徒達と話している。距離
を置いて鈴木の姿がある。鈴木に近づいた。「よお」
　鈴木は無意識に身構えた。明弘が血の気の多い先輩達と絡んでいるのを知っているからだ。先生のいない所で絡むとなれば、暴
行沙汰を警戒するのは当然だ。「何か用ですか」
「大した話じゃないんだけどさ、お前妹の隣の席だよな」
「はい」鈴木は素直に答えた。「問題でもあったんですか」
「妹から、お前が返してくれないって話を聞いてな」
　鈴木はわずかにうつむいた。
　明弘は、鈴木の反応から心当たりがあるのを悟った。「何を借りたんだ」
「借りた覚えないよ」
　明弘は鈴木の言葉にいら立った。「お前な、人から借りた物は返すって幼稚園の時に教えてもらってないのか」声を荒げた。
　周りの生徒達は明弘と鈴木に目線を向けた。
「返すも何も、あったとしても個人の問題だ。今は何とも言えないよ」
「現に迷惑をかけてる」
　鈴木は目線を明弘から亜美に向けた。亜美は二人を避けて、同性の友人と固まっている。
「確かに個人の問題かも知れないが、困っているのを早く解決しないとどんどん深くなっていくんだ」
「だからって、脅すなんて」
「誰が脅してるって言ったんだ。俺は単に借りたのを返せと」
「個人の問題だから言えないって、言ってるだろ」鈴木は怒りの感情を吐き出した。今の状態ではループして解決のめどが目途が
なく、不毛な言い争いになる。行きつく先は殴り合いのけんかだ。
「だから個人の問題ってん何だよ、解決してやろうって言ってるんだ」明弘は突っかかった。今の状態がエスカレートするのを避
けたいが、事情を知って解決しなければ荻原が介入してくる。荻原の性格だ、解決したとうそを言っても事実か確認をしてくる。
何にせよ鈴木や自分に拳を仕向けてくる。解決できなければ余計な血を流す羽目になる。妹のトラブルを多大にする気はない。



　亜美が同性の友人に断りを入れ、明弘の元に向かった。「何をしているの」
　明弘は亜美を見て黙った。亜美は自分が介入するのを嫌がっているのを知っている。「二人の問題だ」
　亜美はため息をつき、明弘を見た。明弘は亜美から目をそらした。
「何にでも突っ込んでくる性格、直らないの」
「困ってるんだろ、なら解決を」
「個人の問題よ、入り込まないで」亜美は明弘に強い口調で言った。
　明弘はうなだれた。
　亜美は同性の友人の元に戻った。生徒達は皆、明弘と鈴木を見ていた。喧嘩が起きるのかと不穏な空気が漂っていたが、収まっ
たので安堵した。
　明弘と鈴木も空気が落ち着いたのを察した。
「すまなかった」明弘は引き下がった。亜美の面前で話をするのは得策ではない。解決は不可能なので、荻原には言いくるめるよ
り他にない。
　理科室のドアの鍵穴が回る音がして、ドアが開いた。
　生徒達は理科室に入った。夏でありながら冷たい空気で充満していた。
　授業の内容は酸素の発生と置換の手段の立証だった。オキシドールとマンガンの反応により酸素を作り、水上置換で瓶の中に入
れる。瓶に回収した後火のついた線香を入れて反応を見る実験だった。用具さえそろえば大した実験ではないが、中学生になりた
ての何事にも新鮮さを覚える年頃の生徒達には好評だった。危険であるオキシドールや、生成物を確認する為の火を扱うのもあり、
慎重さを求めたが生徒達は素直なので先生の注意をよく聞いた。
　明弘は授業中、鈴木の様子を見ていた。特に出しゃばった部分もなく、亜美を含めた同じ班の生徒とうまく実験を進めていた。
　授業はトラブルもなく無事に終わった。
　亜美は同性の友人と話ながら、鈴木の様子を見ていた。鈴木は友人と話をしながら教室に向かっていた。
　明弘は理科室から教室に向かっている時、鈴木を追及するかと近づこうとしたがやめた。亜美が近くにいたからだ。荻原に言い
訳をする言葉を頭の中で組み立てていた。教室に向かい、荷物を片付けた。作業を終えると人が集まっている教室から出て、廊下
に出た。常に外に出ている為に暑さに慣れており、冷房が効いている場所は寒気を覚える。廊下の窓に目をやった。緑のカーテン
用の網が見える。他の生徒達と絡まずに外の景色を眺めていた。
　荻原は明弘の教室の前に来て、ガラス越しに教室内にいる亜美の様子を見た。教室の端にあるロッカーの前で、同性の友人と話
をして盛り上がっていた。次いで亜美の席に目をやった。空席で、鈴木は隣の席で次の授業に向けての準備をしている。鈴木の様
子を見て眉をひそめた。何も解決していないと感づいた。明弘の席を見ると、空席になっている。廊下を見回し、明弘を探した。
窓の前でたたずんでいるのを見つけた。明弘の元に向かった。「よお、孤独の味でもかみしめてるのかな」
　明弘は荻原の方を向いた。荻原は笑みを浮かべていた。
「鈴木って奴に話はつけたか。駄目だったんだろ」
　明弘は荻原の質問に何も返さなかった。荻原の言葉通りだったからだ。
「話をしたのか」
　明弘はうなづいた。「したにはしたが、妹が個人の問題だからと言っていた。確かに貸し借りの話は個人で解決する問題だ。只
な」
「只、何だよ」
「貸しているのは知っている素振りでした」
「当たり前だろ、二人でやり取りしてたんだから。ウソじゃなかったら誰でもピンと来る」
　明弘は黙った。荻原の言葉通りだ。隣の席にいるのだから何かしらの関係はある。無関係な理由はない。
「大方予想通りだがな」荻原は平然と言った。
　明弘は眉をひそめた。自分では何も解決できないと予測していたのか。
「互いに何も言わないってのは、重大な何かを貸し借りしていたからじゃないのか」
「お金ですか」明弘は頭の中に浮かんだ意見を口に出した。
「金なら持ってくればいいだけだろ。確かにうちの学校って妙に厳しくてな、スマホも財布も使用禁止だけどよ」荻原は渋い表情
で言った。学校では学業に関係ないという理由かｒ、スマートフォンを含めた通信機器は教室にある鍵付きのロッカーに入れる決
まりになっている。個人資産なので破壊とまではいかないが、個人情報が詰まっているアイテムを一時とはいえ他人の手に渡るの
にいい気はない。よって生徒達は皆従っている。
「金の持ち込みは禁止ですよ」明弘は反論した。財布は学校内で生徒が金を持ち込むのはせいぜいが給食費か生徒会費位なので、
特に必要ないと判断している。ただし小銭やテレホンカードの類いは生徒手帳のカバーに挟み込む程度で黙認している。最近に
なって近隣の事件で連れ去り事件が起きた影響で、緊急の連絡手段として公衆電話に使う金がないと困ると判断しているからだ。
「でもバレなきゃいいんだよ」
「ではお金だと」明弘は荻原に尋ねた。
「別の何かだと予想してるんだ」
「別ですか」
　荻原はうなづいた。「金や教科書みたいな返せばいい、返さなくても何とかなるって物とは違うんだと睨んでる」
「返さないとまずいモノですか」
「近いな、返さないと非常に困るって奴だよ。返す時期は別にいいんだけど、早くないと困るって奴かな」
「先輩は知ってるんですか」
　荻原は首を振った。「分からねえよ、というより分かってりゃ苦労はしない。お前が聞いて駄目だったんだから、俺が聞き出し
てやるよ。勿論、お前も一緒だ」明弘の肩に触れた。
「一緒って、放課後は委員会があるんですよ。先輩も部活があるんですから合わないですよ」
「場所と時間なら大丈夫だ。便利な場所を見つけたんだ」荻原は胸ポケットに手を突っ込み、生徒手帳を取り出した。ペンが挟ん
である。ペンをとり、生徒手帳を開いて開いて端のメモ欄に地図を書いた。ページを破って明弘に渡した。
　明弘はメモを受け取った。学校の近所の地図が書き込んである。
「近場に誰もいない倉庫があるんだが、簡単には入れてな。ぼろっちい見た目と違って結構頑丈なんだ。さすがに電気は通ってね
えが、バッテリー式のランプが置いてあった。だから夕暮れでも問題ねえ」荻原は明弘に顔を近づけた。「鈴木ってのを呼び出し
てよ、倉庫の中でボコにして吐いてもらえばいいんじゃねえか。返すもん差し出して、お前の妹に返せば何事もなく解決する。い
い案だろ」
　明弘は荻原の意見に渋い表情をした。倉庫の中なら暴行しても先生に見つからない。校内では先輩と後輩の階級だけではない、
別の力関係も強い。力のない生徒は力のある生徒の蛮行に対し口を出せず、出してももみ消しを受ける。先生達も力関係で秩序が
成り立っているのを知っているので事実上黙認している。相手に隠し事を話してもらう手段としては力押しが有効だが、話した後
で生徒は只では済まない。学校内で黙認したとしても、他の場所では力関係は通じない。権威は権威が有効な領域内でしか価値が
ない。「でも、殴った後で警察にで訴えたらおしまいだよ」
「何が終わりだ、問題ねえよ。先生も生徒もみんな黙っててくれる。返さねえ奴が悪いんだ」荻原は平然と言った。「やるのは今
日の放課後だ。昨日で草むしりは終わりなんだから、すぐに終わるだろ」
　明弘は唸った。「今日は委員会で生物園に行く予定なんだ。だから大分遅れる」
　荻原は眉をひそめた。生物園とは、区域内に唯一存在する植物園と動物園を兼ねた施設だ。小型の施設なので規模は両者に比べ
て落ちる。一方で小動物や身近な植物を一緒に展示すると言う、他の設備にはない特徴を持っている。同時に昆虫や植物の繁殖を
中心とした研究を行っており、一定の評価を持っている。井上が植物のサンプルを持ち出す為に訪れた程だ。学校からはバスで行
くのが最短だが、バス自体が然程来ないので徒歩が確実だ。とは言え２０分は軽くかかる。倉庫が委員会の都合、となれば自分の
都合で対処出来ない。「終わる時間は」
「夏休み前で短縮だから、２時位に出ます。早めに切り上げるって言ってたから、４時半位に戻るのではないですかね。戻りと
言っても公園で解散の予定ですけど」
「なるほどな」荻原は明弘に渡したメモを取り上げ、書き込んだ上で明弘に返した。
　明弘は地図を見た。地図は大雑把に書いてあるが、倉庫の近辺に生物園の位置が書き込んである。
「割合近い場所にある。戻りについでにいでも顔出せよ」
　明弘は地図を眺めた。
「来いよ。鈴木だっけ、呼んでおかないとな。いるか」
　明弘は教室の中を見て、鈴木の席を見た。鈴木の姿はない。「別の場所に行ってるみたいです」
「分かった。１年坊主が行く場所なんざ決まってる。話しつけてくるわ」



　荻原は廊下を通っていった。
　明弘は不安になった。鈴木の移動先を把握している点からしておかしいと感づいたが、詮索する気はない。余計な手出しをすれ
ば、荻原の拳が顔面に飛ぶ。あえて教室に戻らず職員室の前に向かって行った。無意識に安全地帯に足が運んでいく。
　荻原は教室の前に来た。窓を通して亜美の席を見た。亜美の姿はない。隣の鈴木の席を見た。鈴木の姿もない。
　廊下を見回した。鈴木はトイレから出てきた。
　荻原は鈴木に近づいた。
　鈴木は荻原の姿を認めた。無意識に気が締まる。１年生は先輩に触れていくうち、次第に先生とは別の生徒間の力関係に寄って
学校を統制しているのに気付く。力関係は一般生徒に無縁なまでに馴染んでいるが、気付けば意外なまでの統制と歯向かう痛みに
気づく。
「君が１年の鈴木君だね。オリエンテーション以来だったか、初めまして荻原だ」荻原は大げさな口調で鈴木に自己紹介をした。
「鈴木　正和です」鈴木はたどたどしい口調で荻原に尋ねた。
「君と同じクラスの大崎について、話があるんだけどいいかな」荻原は丁寧な口調で鈴木に尋ねた。
　鈴木は一瞬、眉を動かした。同じクラスの大崎は２名いる。明弘と亜美だ。明弘の方は荻原とつるんでいるのを知っている。
「明弘、さんの方ですか」
　荻原は顔をしかめた。「訳ねえだろ」鈴木の肩を組んだ。「お前の隣にいる席の方だ。お前に借りを返てもらえなくって困って
るって話を聞いたんだ」
　鈴木は頭が真っ白になり、現実逃避の思考を始めた。兄の明弘が荻原に話を付けてほしいと頼んだのか。
「お隣の席だから貸し借りがあるのは分かるんだけどよ、返さないのはまずいぞ。返さないってのは別の理由でもあるのか。本当
は何だよ、欲しくてパクったんじゃないのか」荻原は粘り気のある口調で尋ねつつ、肩を組んだ手で鈴木を引っ張りトイレに誘導
していく。
「先輩といえども、理由は」
「何だよ、今は言えねえのか。先輩のご質問だぞ。後輩は素直に答えるのが義務じゃないのか」
　先生が次の授業のために廊下を歩いている時、絡んでいる２人を見つけた。先生は生徒の暴走を食い止める抑止力として荻原の
行動を黙認しているが、度を超えた行動は許さない。２人の元に向かった。「お前ら、何をしている」
　荻原は先生の声を聞き、組んでいる肩を離した。「いやだな先生、連れションですよ」
「３年のお前が、何で１年のトイレに来てるんだ」
「部活の打合せで後輩の教室に来たついでですよ。後輩とのコミュニケーションは大事でしょうに」
　先生は質問をかわす荻原に呆れを覚えた。今は原因を追及するより、暴行のはけ口になりかねない１年生を離すのが先決だ。
「休み時間はもう終わる。荻原、お前は教室に戻れ」
　荻原は笑みを浮かべた。「分かってますって先生。すぐに戻りますよ」
　先生は荻原の言葉を聞き、２人から離れた。
　荻原は鈴木の方を向いた。鈴木は警戒した。「授業が終わったら来る。逃げるんじゃねえぞ」踵を返して３年生の教室に歩いて
いった。
　鈴木は安どした。
　チャイムが鳴った。生徒達は教室に戻っていく。
　明弘が教室に戻ってきた。席につく際、鈴木の席を見た。鈴木は普通に席に座って机の中から教科書とノートを取り出していた。
荻原が絡んできたのかと不安になったが、何もなかったのだと悟り安心した。
　


