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 …うごきが停滞した。

やわらかく、半開きのままに。その唇が、やわらかな、ふと。
なにも語りはじめないそれは、まだ、その、それ、それら？。

それはやわらかい。
かたちを崩しさえしないその寸前のそれら、言葉が模索された、群れをなした瞬間の。

言葉に崩れされる瞬間が、いま、求められてはいたが、唇はやわらかに。
そのまま、ただ。

黒く。
彼女の皮膚は褐色だった。どこかの南のアジアの島国人間のように。…どこの？ 伺うような眼差
しが、そしてわたしを見つめた眼差しは何の表情をも獲ないまま、眼差し。

見つめた。
眼、その白さを。

それが表情をつくる機能などはじめから獲得していないことなど知っていた。
ふたたび、その機能不在を確認する。

白。
その瞳の周辺が純粋に白濁していて、白さというその事態の意味。



白さは色彩の不在ではなくて、それはどうしようもなく力にあふれた色彩の一つに過ぎないか
った。色彩による完璧な制圧。もはや何も暗示しない。何も明示せず、それは単なる白の暴力的
なまでの実在に過ぎない。
潤み、いつも、泣いていないときにさえ涙に濡れたように潤っていて、見つめる。

わたしはそれを見つめていた。
黒目がかすかに振動しつづけていた。

何かの発作のように。ふらつくような振動。かすかな、その。
予想外の機能不全に、ふいに襲われて仕舞ったように。瞳孔はその形態をかすかに、常に変容さ
せながら、それらがわたしを見ているのは知っている。それら、無数の色彩が。黒から、ブラ
ウン、金色にいたるまでの色彩の凄まじいグラデーションの深刻な複雑さが、…それらの複数性
。単数の集合として複数なのではなく、もとから複数なのだった。無慈悲なまでに。ひとつの具
象のままで。

ただ無機的に、それらは飛び込んできた光を反射させ、
かつて、それらは光を受け入れたことなどあったのだろうか？

…知っていた。わたしは。光に対して開口しきったそれら色彩は、光を受け入れ、吸収し続け
てた。そんな事は知っている。にもかかわらず、そして、その事実が信じられなかった。どうし
ても。その内部が光で溢れかえっている現実をなどは。

光の氾濫。
切り開かれたその内部に見るのは有機体の、みじめなやわらかい塊りに過ぎないに違いない
。…ぐにゃっ、として、ぐにゃぐにゃの。血さえ充分にはながれてはいない冷たい有機体。その
粘液、あるいは神経系。ニューロンの糸。どこへ？、と、わたしは、光は？ …思った。どこへ行
ってしまったのか？ 飲み込まれて、もはや二度と解放されなかった光は、視覚としてのみ解釈
され、その、打ち捨てられたそれらの、それ、それら、その、光の存在は？ どこへ？

光さえもが素粒子としての実体を持つというのならば？
それらは、どこへ。

なんだったのか。光とは。
かつて光は触れられたのだろうか？

光が触れたすべてのものによって。無残な、
そして、無残に、残酷なまでの苛立ちに、

無残にも苛まれ、わたしは
違う理由で声を立てて笑う。小さく。

彼女は美しい。彼女が聞き耳を立てたのに気づいた。気づかれていた。わたしに。つき刺すよ
うな、その気配は。長いまつげがつき刺さるように屹立しその周囲に密集したが、それらのやわ
らかさなどは知っている。とても、よく。まばたき、それぞれに息づくような、それぞれの。わ
たしが愛したもの。

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…密集。やわらかな。
もはや笑うしかないほどに美しさは湛えられて、その美しさはわたしの夢見た産物だったのか、



あるいは、それがその夢をわたしに与えたのか？ 強制として。茫然と、魅了されてみせさえしな
がらわたしは、そして見る。まばたかれるたびに震えるまつげの、そしてわたしは思い出す。忘
れることはできなかった。それらの触感をは。たとえば唇が触れたときの、それが皮膚に与えた
やわらかさを。夥しく密集し乍らもそれは、その眼差しを隠しさえしない。ふたたび、ふいに、
まばたたかれて、その運動は一つの世界の終焉だったような気さえする。まぶたの、音さえ無い
まばたきの一つが、いま、そして一つの固有の世界は破壊された。完璧に破壊しつくし、崩壊さ
しめ、消滅された、その世界の存在にすら、その眼差しは気付かないままだった。一気に充溢し
た潤いが、いつのまにかそれが涙だということに気付く前に、気付いたときにはそれはあふれ出
してしまっていた。その洪水の惨状。

一気に滲んで漏れ出し、溢れてしまっていたもの。
純粋な水分に他ならないそれは、どうしようもなく為すすべのない穢なさを感じさせた。どう
して、こんなにも？、と、涙は。こんなにも？ 拒絶するように、息を詰めて身を曲げたとき、わ
たしが彼女を殴りつけたことに気付く。なめらかな髪の毛は長く、それが乱れたのをわたしはそ
の一瞬に見ていた。空中に。空を掻くような、一瞬の停滞。くの字に体はまげられて、息遣い、
息は乱れて、彼女は泣いていた。どうした？ と彼女が言った声を聞く。どうした？…、
…ね。
…のさ。
…さ。
ねぇ、
…え？。
…潤。
…ね。耳元にささやかれたそれらが、わたしはうずくまって、泣きもしない。もう二度と。それ
は確信されていた。
ごめん。
その、やわらかいアルトの女声が、それは鼻にかかっていて、少しだけ、…嗅いだ。彼女がわた
し額に口付けて、わたしはその体臭を嗅ぐ。体温、そして匂い。大量のあたたかな水分に満たさ
れた有機体の美しい体液がかすかに醗酵しかけたような。わたしを傷つけてしまった彼女の意図
されざる過失を、それが過失であることと、それが過失であったこととの正確な理由など、だれ
にも一度も認識されないままに、なぜ、彼女はわたしにあやまるのだろう？ ごめんね、…潤、と
、わたしは自分を苛むしかなかった。歯がゆい怒りにさえ駆られて。どうして？ 純粋で、透明な
。何ものによっても正当化されなどされないそれ。匂いさえない。燃えるような、なにものをも
焼き尽くすことなど無かったそれ。愛していた。愛し合って、愛してるよ、と。わたしもそれを
言いたかったのだろうか？ それを言おうとして、彼女が口籠ってさえいるのには気付いていた。

何度目かに。
もう既に。わたしも。

ずっと前から。わたしたちは。
二人が出会う前から。生まれる前からさえ。

何度も。
むしろ世界が存在する前からさえ。

無数の。言葉、
わたしにはそれを言うことができなかった。

もはや無際限の、痛み？
…彼女が死んだとき、それは自殺だったが、

彼女は何を殺したのか？ 空は青い。そのとき。
何を殺し獲たのか？

青さとはこういう色彩のことをいうのだと、そのとき、
空は巨大な光の塊りとして、

みずから驕りさえしていたのか？
わたしたちの頭上に。



それが視覚の中に再構成された《現実》に他ならないくせに。
それは青い。空。曝された、白から紫がかった青さにいたるまでのグラデーション。それら、色
彩の推移。わたしは息を殺して理沙を見ていた。渋谷の雑踏で。彼女は、立ち尽くしさえして。
どうして、悲しかったのだろう？ あんなにも。駅前の、さまざまな騒音じみた音響の心地よい音
量での連なり。もし死ぬなら、と彼女は言った。温度。いつか、以前に。大気の、どんな？
…温度。どんな風がいい？ もし死ぬなら。…お前が？ どんな風に？ なに？ …だれが、と、そ
のわたしの言葉は、ふいに立てられた笑い声といっしょに、振られた彼女の首に否定され、

…お前が、だよ。お前が。
彼女の声を聞いた。
どんな風がいい？
もし、死ぬなら。
壊れちゃいたい？
吹っ飛んじゃいたい？
しずかに消え去りたい？
燃え尽きたい？

 
どっち？ どれ？ どう？ なに？ …ね、

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お前は？ どう？ 首を振り、なに？ したいの？ …お前が。…ん？ お前が。自殺？ したいの、
なに？ したいのは。なに？ 一瞬で、…ねぇ。燃え尽きたい。…ね？ 時間もマイナスするくらい
の一瞬で。音も、匂いも、気配も無くて。
理沙は、そのとき、ふいにわたしの触れようとした手を振りほどいた。振りほどかれた、やっと
その存在をふたたび意識し獲たようなあっけなさで、その手にのこっていた触感。渋谷の駅前は
、いつでもやわやかい戒厳令だった。走り去りはしない。彼女は、やさしい哀れむようなまなざ
しで。何度も振り返る。親切な警官たちが、何の意味も無いままに警邏して周り、職質を重ねる
ものの、なにかの犯罪を摘発することも無い。無意味な戒厳令都市。戯れるように。人々が重な
り合うようにして行きかう中を、すりぬけて理沙がわたしの腕から逃れていく。戯れるように。
走り出すことさえなくて。夏の温度。その末期の。空が青いことなど知っている。見るまでも
なく。風は吹き降ろされ続けた。…光。この小さな谷間の盆地に。渋谷。そして翻った、ながい
髪の毛の、ながい、空中に乱れるその一瞬の停滞。振り返りながらわたしを確認し、何を？ 理
沙は、わたしを見た。彼女を見捨てずに、追いかけていたことを、彼女は知った。わたしは、逃
げていく理沙を、わたしは追いかける。君を。…冴木理沙、その名前は彼女の名前ではなかった
。水商売や風俗の源氏名に過ぎなかった。名前が名前である限りにおいてそれは理沙の名前だ
った。いつも電車など使わない理沙がめずらしく、渋谷駅の改札に入って、一瞬立ち止まって、
眼差しはふらつかされたままに、行き先に迷う理沙のしぐさが、その一瞬の困惑。
理沙が曝した困惑は、彼女に、どこにも行くあてなどなかったことを察知させた。彼女も気付い
たに違いなかった。その瞬間に。その行き場所の不在に。一瞬の迷いの後で、新宿行きのホーム
に駆け上がりかけては止まり、わたしを確認した。振り向いて、…ね、と、見て。
彼女がそれを求めていたのは知っていた。ついてきて。誰を？ …見て。わたしを。お前を？



…だけを？ なにを？ お前？ ホームへの…だけ？ 階段を上がって、彼女は立ち止まり、ふた
たび、その、伸ばされ、彼女に触れかかったわたしの腕から、ふたたび、そして指先からさえも
逃れ、息をつく。理沙は。何度か、そして、なにをも、理沙は語らない。その表情さえもが。
なにも考えられてなどいないくせに、すべてを知り尽くしてしまったような顔をして。知ってい
ること以外の、何をも知らないくせに。…ね、と。死にたいって、…ね？、本当に思うとき、あ
んだよ。理沙は言ったものだった。いつ？ かつて、いつか、思い出したように、彼女は、そして
なんどかわたしは思い出す。理沙に言われたその、俺、死にたいとき、あるの。それらの音声。
なんで？ なんか、…さ。一番綺麗なときに、さ。…ね？、死にたい。死にたいんじゃない。無く
なりたい。てか、うん。…ん？ ややあって、ごめん、嘘。やっぱ、死にたい。本当に、んー
。…ね？ 死にたい。綺麗に？ 一番きれいなときに、綺麗に？ てか、と、理沙は打ち消して、そ
うじゃなくて、…だから、…何？ だから、…
「何だよ？」わたしの鼻にかかった笑い声は、彼女にふれたに違いない。その耳元に。頬の、
すぐ、近く。
近づく。
呼吸は絡まりあい、重なりあうことなく、ふれあって、ふれては崩れ去りながら。なにも聞か
なかったふりをして、完全に逸らされていた視線が、にも拘らず、理沙がわたしを捉えていたの
は知っていた。素手で、じかに触れたような、…その。穢くていい。穢いほうがいい。…ん。だ
ってさ、ん…、わたしは聞く。ki-,…きぃ、きっ。た。…ないじゃん。聞く。穢いじゃん。死ぬ
って。…どうせ。聞く。理沙の声を。
騒音が溢れかえっていた。ホーム付近の雑踏。つらなるささやき声の帝国。日本とよばれたある
人間たちの領土の上に生息する人々の、ささやくように高速で連射される音節の群れ。かさなり
、電車の、風の、足音の、電子音の、無数の音響の適度な音量のそれらが連なって、耳を聾すこ
とのない巨大な、すきまだらけの音の塊りを形成していた。
響きあっていた。その音の塊りのすべてをなど、聞き取られ獲たことなどあったのか？ ただの
一度、ただの一瞬でさえも。誰かに、誰か、なにか、どうしようもない残酷さが、わたしを傷
つけ、理沙は、響きは、いつも、傷つけてばかりで、傷つけられたのだった、わたしたちは、そ
れらの、確実に、音響のうちに、傷ついていた。わたしたちが。まばたく隙も無く、わたしは見
つめ、理沙の姿はわたしに追われた。駆けだそうとした瞬間に、偽って、停滞し、振り向き見、
笑った。踏み出された足、その、音音をさえ忍ばした、…走り出しなどしない。立ち止まりなど
。静止されることさえなく、一瞬たりとも、静止など。それら、何ものによっても制止されなど
しない、野放図な、猫のような歩み。ホームの音響の群れ。やんちゃな。
くじゃっ、
と。音の連なりに視界はずっとさらされて、…音など。そんなものなど。それらが耳にふれる。
君を見つめる。向こうから電車が来たときに、何が起こるのか気付いていた気がした。いま、目
の前で。匂いは嗅がれた。何かの。通り過ぎた女の、あるいは香水？ …咳き込む男、その？
若い、若かった、老いた、ざらついた、人々。無数の。乾いた、それら、饐えて、澄んだ。若干
の甘さ。におい？ じゃっかん、程度の。電子音は鳴っていた。頭の上で。それらが到着を告げた
。笑い声を立てた声。…男。もはや、立ち止まることの無い直進の一瞬、最後に理沙が振り向い
て見たのはわたしだった。なぐさめるように。見る。…傷つかないで。堕ちるように線路に身を
投げて、…じゃね。砕かれる身体の周辺に四方から立った悲鳴と喚声が、そして急ブレーキ。昼
間の叫喚。

 
きしむ。

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
…ッ、と。思う。軋む。視界を引きつらせて、わたしは、無関係な人々、彼ら、…彼女らが、見
ていた。顔面に痙攣を感じた。見た。ホームの上に、駆け寄り、あるいは、逃げ惑うのを。昼の
光の中に。見る。それは彼らの死ではない。彼女らの。だれにも見られなかった空の青さの下に
。誰にも。誰も、にもかかわらず、そして自分が死に、自分の身体が引き裂かれてしまったかの
ように。まるで。わたしは苛まれた。どうしようもない身体的な苦痛に。その、引きずるように
追体験され続ける体験されないまま記憶された痛みの想起の連鎖に。引き裂かれる。理沙の身
体を、電車は引き裂いてしまっていた。血と肉が外気に直接ふれた、穢れた臭気さえ嗅がれた気
がした。事実、焦げた匂いがしいた。何の臭いかわからなかった。肺いっぱいに吸って、確認す
る勇気は無い。急ブレーキの騒音が空間を裂いて鳴ったのは知っている。駅員が叫んだのも。彼
らの一人が疾走したのも。追体験され続ける、それら、残骸にすぎない残像。もはや。逸らされ
た目が路面のコンクリートとアスファルトの接合面を捉え、そこは鈍い色彩と音響で溢れかえっ
ていた。視界、目にうつるものすべてが、すでに、色彩に溢れかえっていた。なぜ？ 理沙はなぜ
死んだのか？ その理由など知っている。それは理解されたことなど一度もないものの、わたしは
既に知っていた。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…すき？
すきだよ。
…まじ？
ごめん。かなり、…まじ。
その、すれすれに寄せられた唇から理沙の吐いた息が額にかかって、わたしの鼻はかすかな口臭
を捉えることにさえ成功する。生き物の匂い。覆いかぶさった、長い、美しく束なったの髪の毛
のそれぞれの匂いの群れが厚く、鼻を侵してやまない。
顔を上げて、窓越しの陽光に、理沙はその逆光の中に、くらんだ色彩にうずもれるが、目を閉
じた。わたしはその頬に頬を触れてみる。整いすぎ、美しすぎて、目を閉じると思い出せない気
がしたが、記憶のどこかは確実に引っ掻かれたままに、掻き毟られて。結局のところ、いつでも
彼女の形姿は鮮明に思い出せたので、なにかが壊れ、どこかが崩れていたのかも知れない。正確
には気づかれないうちに。すべてが、端整な、その精密な顔。女性的な。そのやわらかい体臭。
女性的な。あまりにも女性的な身体。何ものも過剰ではない端整さが、彼女に無数の表現の可能
性を与えた。ときに処女のように、ときに娼婦のように、ときに母のように。完璧な均整は、そ
れらの表現の自由な可能性をまるごと理沙に譲り渡した。表現されるべき素材としての、むきだ
しの素の身体。暴力的な美しさによって、女たちを嫉妬の上に降伏させ、男たちをひれ伏させな
ければ気がすまないその身体は誇られ、駆使され、濫費され、彼女が女だったことはない。
理沙は生まれてからずっと、男だった。ほんの幼い少年期に、発芽しかけの、同性愛的なやわら
かい性欲にあおられた眼差しの中に、同い年の少年たちを捉えたほどには。
美しさの均衡のすべてをなじりながら陵辱するように、その肌は不自然に陽に灼けていた。ハ



ーフ？ と、女たち、男たち、わたしも、多くの人間たちが彼女に問い、笑い乍ら理沙は首を振り
、彼女がついた嘘。
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彼女の唇がふれた。

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
いつか、なんども、ほほに。ふれた瞬間に、いつも、それはすぐに離されて、なんども。初め
て会ったとき、理沙は、すべてを見下した上に見下されたもののすべてを見下しぬいたような、
屈辱的な眼差しをくれた。すでに彼女には、そこで、最も美しい女としての多くの特権が与えら
れていた。理沙は十九歳だった。わたしは十八歳になったばかりだった。新宿の区役所通りのキ
ャバクラの店の中だった。真新しい店内。わたしは木村文哉という名の店舗責任者に彼女を紹介
されたが、彼は、好色なわなを自分の周囲に張り巡らさないでは一瞬たりとも生きていけない人
間であることをことを周囲に知らさないではおけない、露悪的で、意図的に装われた愚鈍な眼差
しを曝して、常にわたし達を見た。計算高く。彼の目に映るすべてのものを。四十人近くの不細
工ではない女たちと、十数人の美しい、金銭を生み出しうる可能性を予感させずにおかない女
たち、そして彼女たちにひざまづき乍ら、彼女たちを酷使したうえに、その予感どおりに実現さ
れた金銭を簒奪する十人以下の男たちの集団の中で、木村がある絶対的な王様だと言うことには
、すぐに気付いた。男たちはみんな、それが作法であるかのように、木村に従った。奇妙な、ど
こか去勢された同性愛をさえ感じさせながら。
三十歳前の大作りな男。大柄な、無造作に伐採された樹木をかち割ったような。絶対的に美しく
は無いが抜け目の無いことだけは馬鹿でもわかる木村。彼の周囲に群がる、同性の、信者じみた
下僕たち。窮屈な店舗組織の密室の中、水商売という閉塞的で出口の無い、とめどない欲望と細
かな作法の空間の中で。あいつは所詮、信じられるやつじゃないよ、という軽口と軽蔑と共に彼
に盲目的に従う信者たち。口々にさまざまな不平と不満を、その眼差しの範囲の外でだけ口ずさ
まれ乍ら木村は、ねぇ、と、初めて会ったそのときに、理沙、…さぁ、木村は言った。
なに、…俺？ と、その、理沙の答えは鼻にかかって、やわらかいアルト、…で、ね？ …理
沙さぁ、わざと下心をこれ見よがしに表現したいかがわしさを湛えて、木村が、この子、拾って
きちゃった。言ったのを聞いた。笑い乍ら…なにそれ？ 鼻でだけちいさく笑って、理沙が、な
ぁに？ …ね？ なにそれ。
北浦さんの紹介なんだよ。
あー、あの。うざいの。…くさいやつ？
…ひで。でさ、この子さ、育てたげてくんない？
何でだよ？ 店のソファーの上に、理沙は胡坐をかいて、なんで、おれなんだよ？ 私服で座った
まま、木村の笑い声が立つ。おれは無関係だよ、お前たちとは。…知ってる？ と、それを暗示し
た哄笑じみた笑い声が。渇いた、木村の、その。俺、うざいからやなんだけど。そういうの。木
村は理沙の声を聞いた。茜とかいいじゃん。駄目だって。なんで？ …てか、食っちゃうから、茜
だと、すぐ。木村の笑い声が聞かれた。わたしたちに、いいじゃん。それはそれで、さ。…じ
ゃね？ おいしそうじゃん。おれも食っていい？ だめだって。だから。…さ。レンジでチンした
らいけそうじゃん？ てか、煮込んじゃう？ あー、てか。そっちかよ、ばか。「ぼくちん、おす
わり。」こっち、と指さした理沙のすぐ傍らにわたしは座って、「ぼくちん、名前は？」潤、と
、木村が答えた。その、店のソファーの上。高級ぶった、安物の。店の金も何も、片っ端から着
服しながら、企業舎弟の、オーナーの風間優宇弥、という偽名で通していた四十過ぎの小柄なデ

ブに寵愛の限りをいただいていた木村。 という源氏名の女の一人が、背後で木村の名を呼ん

でいた。 という源氏名の女をうしろから抱きしめて、同性愛的な気配を意図的に鼓舞
して。自分の身体に、「…ね。」複雑に彼女の身体をからめたまま。「名前は？」理沙の声。
「水沢潤。」…え？、と、不意に甲高く笑って、なにそれ、まじ？「偽名？」…ね？ 言った理沙
の完璧な笑顔を振り向き見たが、そのとき、わたしは彼女が女だと思い込んでいた。いつだっ
たか、綺麗だね、と言われて、美しく、馬鹿な男たちのあぶく銭をかき集める才能に恵まれた
、…綺麗だね、きれーな、顔してる。潤ちゃん。許しがたくわがままで傲慢な女。理沙も。笑
って、その笑い声が収まらないうちに、わたしは、綺麗じゃん、お前も。…むしろ。やばいよ。
ね？、…と。幻想ってやつ、と言った。
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あんたの、ただの、幻想。…あほくさ。綺麗？ …どこが？ 誰もが、「本名だって。」錯覚する
。「本名。なんかさ、まんまホストでしょ。」木村が甲高い声を立てて笑う。木村はいつでもし
り上がりに言葉を切る。連なりあう声の、そしてややあって、「かわいいけどね。でも、すぐや
めちゃいそう」木村のまくし立てた雑談をいきなり切って理沙がそう言ったとき、「だってさ、
」彼女は身をよじるようにしてわたしをみつめ返したまま、「もういいよ、みたいな目、して
るよ、この子。」片っ端から、すべて、ぜんぶ、もういいよ、もう、…って。わたしに押しつけ
られた身体が、その体臭と、…してるよ、もう、いいよ、みたいな。その体温をさえ、そんな
、…ね？、目、してるよ。じかに伝えたが「…いい、…もういいから…って」匂いを嗅いだには
違いない。わたしは、気付かれないように。彼女に。息をひそめて。彼女の。…うん、と言って
、「お前、いい匂いすんね」理沙が言った。十四歳だったのか、わたしは、かすかに笑い声を立
てて、十三歳だったのか、鼻腔の発情を無視したまま。わたしは不意に、気付いた。
世界が滅びていたことに。
そのときに。中学生の頃？ 確か、おそらくは。確信でも、認識でも、隠喩でもなんでもない。振
り向いた、あるいは一瞬まばたかれて、ふたたび見出された、それは決定的な事実として、わた
しは世界が既に滅びていたことを知った。あの、滅びきった月の世界と、この目の前の世界に、
本質的な相違は何もなかった。それらは、ヴァリエーションの一つに過ぎなかった。壊滅して
いた、その否定できない事実の。美しい世界。この。美しい、と。そう抽象化して呼ばざるを獲
ない、もはやすべての形容詞を拒絶したわたしたちの生存事実。わたしの、わたしの細胞の。
光の、樹木の。風、雨の、無機的な地面の。月の海の。干からびた。その無音響の、空間。虚無
を切り裂いて開かれた空間を、それをうがつように滑走する鳥。鳩のならされた喉。その眼差し
が捉えきった世界。一瞬の疾走のあと立ち止まった猫の研ぎ澄まされた聴覚が、そして、いくつ
もの、あれらの、これらの眼差しは、見出された無数のこれらの世界と、それらを見出した世
界を。生きる。細胞の分裂。無機物の分子崩壊。砕かれた大気の流れ。生産と破壊。融合と分離
。世界は既に滅びていた。それを知ったとき、わたしは孤独だった。どうしようもなく。なぜ、
生きていられるのか？ わたしはその留保なき理由を知った。世界は、すでに滅び去ってしまって
いたからだ。わたしたちは生きている。無慈悲なほどに。絶望的なまでの強度で。ねぇ、と、理
沙が言うのを、その耳元の声に、わたしは、彼女を、わたしに彼女の部屋で抱きしめながら、彼
女は、わたしたちは愛し合って、飢えたように、そのまま、まだ、シャワーさえ浴びていなか
った。瞬間で恋に堕ちる。
恋したことが気付かれたときにはすでに。それらを、ふたたび思い出す。記憶の断片として。な
んどめかに、窓の外を、三月の終わりに降った大雪が、白く染めていたことをすら、窓越しに「
なに考えてる？」なにも。まさか？ …なんにも。差込む朝の、えー…「…うそ？」浅い光さえ「
何にも？」何にも。まばたくうちにいつか忘れ去られて「なんで？」…だって、と言いよどむま
まに、「なにも、」白んだ朝日「考えてないの？」…何も。その光線。やわらかに白い、その
。…ね？ …いい？ それが外を埋め尽くした雪の光のせいだということが、…ねぇ、もはや誰に
も忘れられたままに「…考えてよ。」なにを？。
体温。
暖かな。肌。女性の、あまりにもやわらかい「何か。…何かを」何を？ その肌を、それは体温を
伝えた。わたしに。「なんか。例えば」なんかって…、気の狂った男たち「俺のこととか」何？
まがい物の生物たち「俺の昨日のこととか」何を？ 生きられない、屈辱的な生き物「俺の明日の
こととか？」何、考えて、その存在自体がこの美しい調和への「俺の、」…ほしい？ 冒涜に他な
らない「俺のこととか？」何を？ 穢れた生き物「考えてて」考えててって。…それって、わたし
は「俺のことだけ」何を？ 望んだ。それでも。生きていることを？ 本当に？ 理沙は片親で育
った。父親は「好き？ ねぇ。…すき？」何？ 生まれたときにはどこかに行っていた。母親、睦
美の十八歳のときの「俺の、おっぱい。…ねぇ」すき。…だよ、すき。子供だった。高校は退学
され、…ん？ 同じように「好き？」すき…ん？ …だよ。お前は？ 水商売で生きていた。理沙を
育てたのは彼女の父親だった。秀雄という名の。彼は「すき。俺も」好き。理沙を溺愛した。睦
美にはただ、「好き？ 潤、さ、」何？ 暴力でだけ答えた。散々、性的な「俺の、唇」くち



びる？ 奴隷状態に睦美をおいた挙句に、彼女が「唇。俺の」…上の？ 他人の子供を妊娠した瞬
間に、彼女、…彼の娘は「好き？」…下の？ もはや生理的な憎しみの対象以外では「すき？
」…好きだよ。なかった。彼にとっては。その女は「まじ？」本当に。穢れてさえいた。「嘘じ
ゃない？」まじで。理沙の母親はどこかに逃げていた。だれもが「すき？」どこが？ 居場所は知
っていたが、誰も会おうとはしなかった。覚せい剤が「上が好き？」なに？ 彼女の脳を中心にし
た身体を容赦なく崩壊し、連鎖的に、「下？」何の？ 彼女の身体は「唇の。」くちびる？ 常に
危機に瀕していた。廃人だと言われながら、「上？ 下？」…下。何度も更生し、何度もふたた
び「噛んでよ」なんで？ 堕落した。
噛み千切っていいよ。…まじで。
曲を作るのが好きだった。インストの。てか。あー、歌つきの。…ね？ 歌詞を書くこと。インタ
ーネット上の薬物更生ブログで、「すき？」どこ？「目」いくつかの詩が発表されていた。いく
つかの、生きることの「おれの、目」すき。美しさを讃えた、文章。感謝と、惜しみない愛を、
惜しみなく、みんなに。LOVE、好きだよって
　いいたくて
　いえない想い
　だきしめて
　大切だよって
　つたえたくて
　つたわんなくて
　でも悲しくて
　傷つけあっても
　せつなくて
　せつない想い　加速するだけ
　雪が降る日に
　また出会えるなら
　想い抱えて　また
　目を閉じて、理沙の「目？」…好きだよ。母親は風俗産業でさまざまな町に出入りした挙句、
「何で？」
「何でって？」…なに？ ん、
…ね。「どうして？」え？…「好きなの、なんで？」
「好きだよ」そ、…ほら。
ね。…「だから」好きだよ「…てか、だからさ」
「どうして？」なんでも。…は？「、ん。…って」ねぇ、
「なんで？」最初の子供以外はすべて奪胎した。いくつもの、《ホントのエッチ》で睦美は避妊
を拒絶していた。プライベートでの性交において、避妊は裏切りに過ぎないと、ときに男性に発
作的な暴力を加えながら。殴打。店の男たち、いくつかの客、それらの無数の人間たちが、彼女
の《ホントのエッチ》と奪胎の原因になった。リストカットは繰り返された。複数の合法-脱
法-危険ドラッグ。覚醒剤をは嫌悪をした。ボランティアで海外に行くのが趣味だった。少なくは
無い金銭がばら撒かれた。ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、さ
まざまな、それらの《恵まれないかわいそうな》国々。多様な、それらの。わたしはハーフだ
った。フィリピン人女性と、日本人の男との。やくざに斡旋されてきたフィリピンパブの。美
しい、純白の肌がわたしには与えられた。父親は色白だった。いつの間にか引き返せなくなって
いた覚醒剤が、理沙の母親の身体を直接蝕んでいく。覚醒剤へのどうしようもない嫌悪が彼女に
、彼女自身への嫌悪感を加速させ、睦美が自分を許した男たちへの暴力は加速し、男たちからの
暴力は加速する。折檻。制裁。報復。骨折の入院さえ彼女は拒否した。メスと発覚への恐怖。治
療されずにゆがんだ骨。倦んだ間接。なんども刈ってしまおうと迷われた美しかった長い髪の毛
。にも拘らず、覚醒剤によって、二度、逮捕・拘束され、ややあってふたたび彼女は復帰する。
《社会》に。幸福で、痛ましく、美しい、みすぼらしい薬物の世界に。彼女が交通事故で死んだ
とき、解剖する指先は、比喩ではなくて腐りかけの内臓と、すかすかの、ゆがみ、変形した骨を
見いだした。もはや薬物のせいばかりではなかった。十一歳のとき、母親のことを臭いと言った
同級生の少女を二人、わたしは殴打して骨折させた。十三歳の時には、母親はわたしにとって軽
蔑と憎しみの対象でしかなかった。なんども家出を繰り返した理沙は、もはや祖父のあてどない
不安の対象にほかならず、次第に彼の中で、理沙の存在だけが巨大な岩石のように肥大化した。
母親とはほとんど顔を合わさなかった。会うことさえ拒絶した。睦美自身の拒絶を、理沙が真似
しただけかもしれなかった。わたしは母親を人種として差別した。それらは恥ずべき、調教され
るべき人種だった。貧しく、下等な、穢い土人ども。十二歳のとき、理沙は友達に体を与えた。



るべき人種だった。貧しく、下等な、穢い土人ども。十二歳のとき、理沙は友達に体を与えた。
小学生だった。何かを確認したのか、何かを拒絶したのか。あるいは、単純に早熟だったのか。
男の子の性欲に目覚めた彼女が自分の身体で、他人を媒介にして女を体験しようとしたのか。本
気で？ 遊び半分に？ すでに、理沙は自分が女ではないことはよく知っていた。事実、女であっ
たことなど一度も無かったから。彼女の性別は自分で公言されていたし、だから誰もが知って
いた。おれ、女なんかじゃないからね、まじ。十六歳のとき、高校の授業中に立ち上がって、教
室を出た。晴れていた。夏だった。授業のいたたまれない無意味さと退屈さが、その内容以前に
許せない実感があった。何かに反抗したのではない。笑うしかないほど、教師も含めて、自分た
ちが惨めだった。それから、わたしは二度と学校にも親元にも帰らなかった。理沙の最初の家出
は７歳のときだった。何をしでかしたのか、もはや誰も記憶しない些細なことだったが、出て行
けと叫んだ祖父の言葉に純粋に従ったのだった。単純に。素直に。まるで趣味のように。生きる
手立てであるかのように、家出と暴力は常態化し、十四歳のとき、同級の女子生徒に対する深刻
な暴行事件をおかし、停学処分になった。女子生徒の無残な顔は医療整形が必要だった。地元の
暴力団の北浦久雄とつるんだ。わたしは歌舞伎町で、ホストをした。久雄はわたしの客だった。
暴力事件で、店を追い出された。客の女の頭を、シャンパンのボトルで割ったのだった。頭部の
出血が、あそこまで派手だということを、何度目かで知った。デブで、食べ方が穢かったからだ
。告訴された。地元の進学校に進んだときには、理沙は、うそのように、《普通の》美しい少女
になっていた。小学生のときの卒業文集の《将来の夢》欄には、かわいくて、やさしいお嫁さん
と書いてある。高校は1年半で自主退学させられた。家出したからだった。楓という名前で、神奈
川県の風俗店で働き、発見された彼女は実家に連れ戻された。1ヶ月後には、住所不定のまま埼玉
県の風俗店で働いていた。ヒナタという名前だった。十七歳からキャバクラで働くようになって
、彼女は冴木理沙になった。
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
歌舞伎町に来たときには、その業界の中で彼女は有名な女だった。彼女が十九歳のとき、わたし
たちは出会い、半年後に理沙は自殺した。轢死だった。理沙の、花々に囲まれた埋葬。回収され
た無残な肉体の断片を覆い尽くし、隠し通す純白のそれら。時間さえ停滞した錯覚のうちに、そ
の美しさ。花々の。音響のなかに、その連なりの中を、わたしはそのまま駅を出て、背後の叫喚
。かすかな。向こうに消えて行くざわめき。わざと人の流れとは逆に歩く。何の意味も無いこと
に気付き乍ら。自分のその歩行が、そして、泣かなければならない気がし、穢い涙を流す気には
なれない。せめて、泣いてやらなければならないはずなのに、一生、涙など流したくは無い。最
後だよ、と久雄は言った。あの女の頭ををボトルで割った次の日に。多くの人間が、何かあるた
びにわたしに繰り返したそのままに。
最後だよ、もう。
暴力事件が繰り返されるたびに、「脅かさないでよ。北浦さん…」
「ばか。マジよ。…まじ、」最後だよ。わたしはそれらを聞いた。無数の声色で。色彩。声の
色彩。それらはわたしに彼らの差異を教えた。そのつど呼び出された記憶のうちに。十三歳のと
きに柳原と言う教師が言った。最後よ、と、彼女は三十歳を越えた、ただひたすらに丸い顔を晒
しつづけた。痴呆じみて温厚なそれは、いま、ひきつって表情をなくし、わたしより小柄で、生
徒の誰よりも小柄だった。彼女は。酔いつぶれて見上げたその顔が、あの女はその夜初めて合わ
せたわたしへの視線に、明らかな発情をさらした瞬間に、そのとき、わたしはボトルが彼女の頭
部から血を吹き出させるのを見た。何の衝動も無いままに。女たちの悲鳴と怒号。逃げ出したい

ほどの悲しさだけがわたしを駆っていた気がした。 が殴りつけるようにわたしに飛び掛
った。

 
最後だよ、お前。
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永遠、死、自由《愛する人》３

最後だよ、お前。
理沙の店に紹介するときにわたしにそう言って、駄目だったらお前、人間やめろ、笑い乍ら言う
久雄に、…いや。まじだからな。これ。なんども、声を立てて笑ったのは何故なのか？ 華奢な、
壊れそうに痩せた身体の、背の高い久雄。体重だけは重い。骨が太いから。サウナでそう言った
。俺な、骨、が、さ、やがて、囲っていた女に刺されて、病院にもいかずに井の頭公園に辿り
着き、池の水を飲もうとする久雄。そのとき、まだその女とは出会ってはいない。イタリア人の
父親と、日本人の母親が産んだ久美子と言う名の女とは。いわゆる《危険ドラッグ》のせいだ
った。その処方と名前は知らない。日陰物じみた、小作りな、陰湿な顔をした表情の暗いかわい
い女。半身不随になった久雄を見舞ったのは彼が舎弟だと呼んだ原田健史だけだった。理沙の店
の役つきの若い男だった。二十四、五歳の。ボーイッシュな女のこのようにかわいい男。理沙に
群がる男たち。理沙は美しかった。…いやぁ。健史が言った。なんか、穢いでしょ、と。…存
在が。理沙ちゃんは。笑って。肩幅でかいし。彼女に親しまれた少数の男たちだけが彼女の秘密
を知っていた。なんか、臭そうだしさ、…ね？その性別の。…いろんなところが、さ。隠されて
いたわけではない。説明が面倒くさいからだ。すべての人間に説明して回らなければならない必
然性などなかった。彼らは、にも拘らず、彼女をただ、わたしたちは？…女として求めていたは
ずだった。身体は事実、女としてわたしたちの視覚を支配したのだから。ときに、想起された錯
覚感にとまどうこともいつかは忘れられ、彼らは、ときに体を許されさえし乍ら、わたしにも、
理沙は、彼らにも、女の身体を与えた。自身が愛した男たちへのご褒美のようなものとして。わ
たしたちと自分自身へさえもの軽蔑と哀れみさえ含んだ、だらしなくしなだれかかってくるよう
なやさしい眼差しのうちに。彼らを喜ばせるためにあげられる彼女の声を、彼らは耳にする。わ
たしは。その美しい身体に、わたしたちは、その体温にまみれながら。はるかに自分以外にその
体をさえ与えたことをなじられ乍ら。何でよ？、と、その、はるかの甲高い早口のソプラノは、
なんどもはるかは理沙につめり、彼女は、わたしとの《同性愛》を打ち明けられて、その関係の
だらしない継続が、はるかの心に暗く想起されるたびに。

 
なんでよ、と、なんで？ …ね。男なんか、…ねぇ？ なんで、他の人なんか抱けるの？ …な
んで？ 理沙が自分のものであるばかりではないと言う現実が、はるかに焦燥を与え、レズのはる
かにとっても理沙は錯覚の対象だったに過ぎない。はるかはだれよりも理沙を冒涜していた。理
沙に正妻、と、戯れに呼ばれながら、レズビアンに過ぎなかったはるかは。

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
はるかの愛したのは女の理沙だった。そして、彼女が《おなべ》であることも、はるかは知って
いた。理沙にとって、はるかという女への欲望は、何の倒錯性も無い恋愛感情にすぎなかった
のだった。わたしははるかを嫉妬しなかった。はるかという女個人に対する、かすかな苛立ちを
感じただけだ。その存在への、執拗な。哀れみをしかそそらない、自分が愛玩物に過ぎないこと
に開き直られた、みじめったらしいその存在。愛して、愛して、とつぶやく。愛さないと、死
んじゃうよ。…小さな、少しだけ太ったかわいい女。日陰でかわいく腐ったような女。彼女のよ
うな陰惨な女をこそ愛してしまう男がいることは知っている。それはわたしではない。弓削は
るな。それは本名だった。理沙の高校のときの一年後輩だった。憧れの先輩だった、とはるか
は言った。わたしが知りえない、まだわたしに触れられていなかった彼女に、自分が既に触れて
いた事実を《みんな憧れててさ》これ見よがしに誇って、あのときが一番綺麗だった、といい、
マジで？ いまは？ 笑い乍ら、その、からかいの声を立てた《だれも近寄れないくらいにさ、
でも》理沙に、ひざまづくようにすがって、違うの。違うから。そういうんじゃないから。何が
？《すっげぇ優しいからさ》何が違うの？ 綺麗じゃん。理沙、やばいもん。《理沙って》な
んで？ なんでそんなに綺麗でいられんの？…って、いっつもおもうの？ ね、やばくない？ 絵を
描く。きれいくて。綺麗すぎてさ、やばいから。はるなの書いた絵は《覚えてる？ 海行ったじ
ゃん。悠美とかと》理沙の部屋に飾られた。二枚だけ。神楽坂の瀟洒な建築。《覚えてる？》白
い壁面。なんで？ っておもう。いっつも。宇宙の絵。宇宙ってさ、意識体なの。なんでこんなに
かわいい人、いきてられんのって。こわいもん。青い色彩の見苦しいグラデーションの中の黄色
い光の無数の点在。《覚えてる？》なんか。きれーすぎてこわいもん。宇宙の絵。見上げられた
空に、星さえ見えはしないのに。東京において見上げられたそこには。《行ったじゃん、…ね。
》地上の光がやわらかい渦になって、大気圏の上方をその黒い色彩を穢そうとするかのように、
それらは照射された。《…海。》久雄の連れの二十五歳の一樹が腹を切ったとき、それはその八
月の終わりだった。馬鹿な右翼の林一樹。《死ぬぜ、俺。》LINE の通話の向こうで《なんで？
》知っていた。彼が《これから。腹、切るわ》もはやわたしの声など聞いてはいないことなど《
どこで？》刈り上げられた美しい髪の毛《綺麗に、ぐさってさ》真っ黒い、漆黒の《おまえ、
いま、どこ？》一樹のその《見せてやるよ。まじの死に方》なぜ、声を聞かないの？ 俺の《ま
じで？》声を？ 耳元で、ずっと《てか、俺自身に見せてやる》鳴っていたこの声を？《なんで
だよ》お前は？《俺自身にさ》死。いくつかの。《酔っ払ってんの？ お前、》警察から逃走し
乍ら、《酔っ払ってんの？》彼らばかりではない。新宿のやくざたちだって一樹を追っていた。
未来のある男。無駄死にさせるには惜しい男。なぜ？ かれらが自分たちのために無駄死にさせる
には有為な男。たとえば抗争の銃弾を打ち込まされるために。誰かを時に本気で射殺させるとき
には。タクシーを止めて、チップだと言って手持ちの金を全部わたした。投げ捨てるように。そ
れは運転手に深い恐怖感を与えた。一瞬だけ。彼の日常が不意に突破されて仕舞う瞬間がいま、
目の前に突きつけられたのかもしれない予感に。なぜかののしるようなドライバーの声をタクシ
ーを出た一樹が背後に聞いたとき、走って、一樹は明治神宮の中に入って行った。時間は無い。
ここでやるしかなかった。靖国？ …いや、と、他人の墓に興味は無い。皇居？ 誰だ？ あの老い
ぼれ。…海辺ならなお良かった。そこまで行ける自信は無かった。すぐ背後に追っ手が迫ってい
るわけではない。彼らはまだどこかで彼を探しているに過ぎない。クーデターは失敗した。誰も
殺されなかった。これから彼自身に殺される自分自身以外には。巨大な樹木の連なり。ここには
神様はいない。そう誰かが言った。あるいは、神様などいたためしなど無い。祭られた神々。人
間ごときに祭られてしまうような、家畜のような神々に神性はない。一樹はあせっていた。彼自
身が彼自身に刃物をつきたてるその瞬間の到来が一樹を駆り、焦らせ続けた。皮膚の下に冷や汗
さえ感じた。もはや、自死を準備することは彼自身にとって、そのときの到来の遅延をだけ意味
していた。遅すぎる、と思った。なぜ、未だなのか？ いまではないのか？ なぜ、まだ生きてい
るのか？ この、穢らしい肉体を抱えて。穢らしい肉体の生命を維持し。肉体以外の何ものも信じ
たくはなかったにもかかわらず。
肉体。



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
その無慈悲なまでの存在。生まれるために死ぬのか？ 死ぬために生まれるのか？ 死。肉体の生
以外のすべての可能性をは、既に当然に否定されていながらも？ 樹木の間をはいって、堀池の
汀に。脱ぎ去られた衣服の下の身体は無駄が無く、美しい。夜の光が、それに鈍い色彩を与えた
に違いない。一樹は自分の手が震えているのに気付く。弱者のそれ、卑怯者のそれではない。溢
れかえった力と、歓喜のそれ。駆り立てる。もっと早く。今すぐに。いま、それそのもよりも
早く。近くへ、いまよりさらに近い、通り過ぎてしまうほどのいまに。夏の大気。それらの温度
が彼の身体を汗ばませていた。音は遠くのほうからさえ聞こえては来ない。もはや、聞かれるべ
き音など無い。胡坐を組んで、息を整え、もっと。もっと早く。呼吸は整えられて、意識は研ぎ
澄まされていが、早く。もっと。もはや、蝶の羽音さえもが頭の中に大音響で鳴るに違いない。
早く、待て。もっと、いま、待て、近くへ！現在そのものよりも早く、近く、待て。澄み切らさ
れた息の中に、最早聞き取られてはいない音響の巨大な渦巻く塊りが、待て。耳を聾する瞬間に
まで高まる瞬間を。時の到来を。みる。最早その眼差しがなにものをも捉えない、透明な、その
、聞く。皇国万歳、と叫んだときには短刀はすでに彼の腹に突き立てられていた。筋肉が限界を
超えて引き締められて、筋を形成した細胞そのものが過剰な力にわなないていた。血が噴き出し
ているのは知っていた。肉体は、苦痛そのものだった。痛みは最初の一瞬に過ぎない。神経系の
すべては麻痺し、破綻し、焼きつき、それらは最早破棄され、腐った肉塊に過ぎない。純粋な、
澄み切って、ひたすらに狂った苦痛だけが、いま、内側からすべてをさいなんだ。残酷、悲惨、
絶望そのものが、彼を内側から祝福した。美しい、と呟く隙すらあたえない、絶望的な美、その
ものは、認識されていた、既に、死んだ、と。絶対的な強度で。意識のすべてを焼ききりながら
。溢れていた。涙が。肉体は破綻していた。極度の痙攣が、刃先をぎざぎざにえぐらせながら、
腕は腹を切ってく。張り詰められた筋肉それ自体に阻害されながら。張り詰めた極限の筋肉が、
張り詰めた極限の筋肉を断ち切る。その凄まじい困難が、…死。気付かれなかったある瞬間に、
彼は既に死でいる。自分の血の夥しい奔流と壊されて溢れた内臓の臭気に顔を突っ込んで。《皇
国及琉球解放会》のクーデター未遂に連座した有志十二名のうち、花田英俊、白田貢、川村直人
、原田優輝の四名は本懐を遂げた。各警察機関によって拘束された六名、田村惣一、木田悠、内
田直哉、加賀健二、真砂雄太、渡辺春人のうち、加賀健二、真砂雄太の二名はその後自殺して
いる。拘留中の吊死。他二名、村田要、渡部翔の所在は不明で、逃亡を続けているのか、自死し
て果てたのかは定かではない。
 
…なんか、悲しいんだよね、理沙が言い、わたしに触れようとした唇を、なんか
「悲しいんだよね」そのたどりつくべき
「…なんか、」唇のすれすれに停滞させたまま、
「なにが？」その息がかかったのをわたしの唇が知覚する。あまりの距離の接近が
「なんで？」、視界から正確な形象を奪ったまま、
「悲しい、…じゃん。…ね。」何かを、正確に見出したことなど「なんか、悲しい」あったのだ
ろうか？
理沙の、美しいその「痛い。お前のさ、」、わたしの、この、目は、何かを、正確に？「そばに
いると」その、そのままに。
この世界の中に「なんか、」生み出されたこれらの有機物は「痛い」、それら自身に他ならなか
ったこの世界を？
この世界のさなかで？
何を見たの？
君の目は、その眼差しは、「…何を」見たの？
その目で、なにを「…ねぇ。…ね、見たの？」お前は？
｢…空。｣触れられないままに｢何の？｣唇が吐く理沙の｢青空｣呼吸がただ｢どこの？｣触れた。わた
しの｢いつだったけ？…んー、ね…。十二歳くらい？｣
唇に、それは触れて｢どんな？｣わたしは受け入れようとした、｢親父に殴られて、…何でだった



だろ？｣
その感触を。その、それを、｢いつの？｣追いかけるがそれらは｢泣き叫んでたよ。俺。｣すでに失
われて｢どこで？｣触れられもしなかった｢悔しくって。つらくって？｣それらの記憶に
｢誰と？｣、触れた。
見つめていた｢何が？ 何が、つらくて？｣その眼差しを見つめ｢誰の？｣それが「何が？ …ねぇ、
」見つめるのに｢泣きじゃくってたよ。｣任せたまま。
見た。｢今は？｣理沙はわたしを見、｢見上げて。空。｣言葉は聞かれた｢なんで？｣耳のどかで、す
ぐ近くの、その｢不意に、｣不確かな「見上げたら。｣記憶を追いかけながら｢いつの？｣唇が、失わ
れた｢綺麗だったかな？
…青かった。
なんか。｣呼吸の接触をふたたび｢いまも？｣探していた。いま｢春か？ …まだ寒かった。｣見つめ
られながら、その｢何が？｣瞳孔の震え。｢聞いて。もっと。｣と、「…ね、」理沙が、「聞いて、
おれに。…ね。もっと。
聞いて。言い尽くさせて。
何もかも、…で、ね。
自分が思ってもいないことも。
ん、知らないことさえも。…壊して。
何もかも。…好きだよ。｣言って、理沙は、窓の外に鮮やかな空の色彩が、ほんの数時間前まであ
ったのは知っていた。夜の暗さが襲ってくる前には。記憶され、ふたたび想起されたその色彩の
記憶を、理沙は愛した。わたしを？ 愛する理沙は、わたしを愛した。わたしが愛した理沙は、
愛し、いつ、どこで。どうやって？ わたしの指先がその唇に触れようとするのを回避して、小さ
く声を立てて笑ったまま、何も言わないままに、停滞したままの指先に唇を触れた理沙は、わた
しを愛する。《すき？》その眼差しと、その接触のうちに、愛しながら、愛するものはその愛す
るものを愛する。ふれられた触感の記憶が、皮膚の上に、その離された後にまで持続して、声さ
え立てないままに。一樹を始めて紹介した久雄は、有望株、と言って笑った。《すき？》美し
い男。甘ったれたような美しさをその顔に曝して、にも拘らず、そのたたずまいは乱れの無い身
体の機敏な動きに裏切られつづけた。笑いもしない顔がなぜか、《…俺のこと、》一樹がいま、
心地よくわたしを眼差しに捉えていることを暗示した。張り詰めたほどの《すき？》無表情さで
。年上の男のくせに、何の年齢的な差異も感じさせなかった。誰に対してもそうだった。沖縄生
まれの《なに？》一樹は、大学に通っていた。修士は終わって、博士課程だった。修士論文は《
すきってなに？》アウグスティヌスで書いたといっていた。裏切られたよ、《嘘言わないで》
といって笑った。理沙には。彼女が《たとえ、》男だということを知ったとき、一樹はすぐに《
嘘にまみれたときでも。》それを受け入れた。一瞬の迷いさえなく。理沙に指一本触れようとも
しなかったが、その感情はなんだったのか。愛といわれるべきそれだったのか、友情に近い共
感だったのか。渋谷のクラブで、一樹は言った。錠剤を差し出しながら、革命って興味ある？
お前。音響と光。わたしは知っていた。久雄がすでに宣伝して回っていた。派手に。極彩色の派
手はでしさで。一樹主宰の右翼団体の実態を。なにを宣伝してまわるわけでもなく、ただただ身
体の訓練だけに徹底した彼らの、禁欲的な、久雄いわく《修行活動》を。《すき？》誰もが知っ
ていた過剰な着服が明るみに暴露された木村が、風間に呼び出された久雄の事務所で、久雄たち
に《うそいわないで》リンチを食らったときに、「秘蔵っ子」の一樹はソファに座ったまま何も
言わなかった。小さく狭い歌舞伎町の事務所は、六人の男たちで、《…さわって》いきぐるしい
ほどに、木村はひざまづかせられ乍ら、それでも自分の非はかたくなに認めないのだが、次の日
、《どこに？》言った。あんなの単なる脅迫じゃん？ わたしと顔をあわせた瞬間に、大袈裟に不
快感のきわまった表情をさらして。あいつら、まじ《どこがいい？》、訴えてやろうかなって
。…だろ？ 靴を舐めなければならないほどの目の前に《どこ？》接近した久雄の靴の革の臭いに
向かって、木村は、やってないです、いえ。…ません。繰り返し続けたが、《さわって》いじけ
てんのか？ おまえ。言いながら頭を踏みつけた久雄の靴底に、木村は顔を蹴り上げられ、息を詰
めてのけぞり乍ら《どこでも、》、チキンだね、次の日理沙は言ったものだった。やっちゃえば
良かったのに。木村に。…やれないから。木村は笑う。いや、マジで、《どこがすき？》本職は



さすがにやれないからね。俺は。理沙が笑った。わたしも、そしてあの日、《すき？》一樹は退
屈そうに携帯をいじっているばかりだった。ソファーにうずもれて、消音されることのない彼
のゲームの電子音が事務所の中に響いていた。複数の息遣いと、《どこに、》時に上げられた木
村のうめき声とともに。風間は来なかった。あいつ、《さわりたい？》また、ばっくれたん？ 久
雄の舎弟の矢作が言った。いつものことだった。暴力的な瞬間には、《…ふれて》風間はいつも
不在だった。それを彼らに懇願して、彼らに強制し乍らも。「小指折れたんだけど」包帯を巻か
れた木村の小指に、《さわって、》理沙は笑い声を立てたが、暴力を、嫌悪しながら彼女はそれ
を楽しんだ。《いま。》いつも。無関係な見世物として。《さわって》あいつら、みんなぶっ殺
してしてやるよ、と木村が言ったのは、《制裁》がおわってわたしが彼を店に連れ帰っていると
きだったが、理沙に《ふれて》ひざまづくことを強制されて、あのとき、…木村は額をわななか
せていた。悲鳴のような、執拗な憎悪に。優輝という源氏名の女は罵り声を立てた。悲鳴のよ
うな。理沙はそれをふりむき見た。憎しみ。容赦の無いそれが、そして店の更衣室の中で、確か
まだ冬だった気がした。出会ったばかりの頃だった。理沙とは。わたしは。理沙は。一人で立て
た四重奏のような優輝の音声の喧騒を、わたしと。優輝の身体が音を立てて崩れる前に、理沙が
振り向きざま彼女を殴りつけた瞬間、優輝は失心したような表情を皆にさらしていた。何か言お
うとしていたが、すぐさま床に倒れ付して、皆が、優輝を見ていた。床の上の。入れ込んだホス
トの名前をそのまま取って自分の源氏名にした豊満な女。ポルノじみて極端に身体が豊満な、愛
玩動物のような、優輝が理沙の客を取ったと密告したのは愛実だった。本当かどうかもわからな
いその密告が、理沙にもてあそばれたのは事実だった。ひまつぶしにすぎない。顔を合わせた瞬
間に優輝の胸倉はつかまれ、誰にとっても優輝は嘲笑の対象だった。体と引き換えに、数多くの
、善良な男たちに貢がれたその女は。いじましさが取り柄の、みじめったらしい見苦しい女。馬
鹿で、ずるがしこい。笑い声さえあたりで沸き起こりながらも、理沙の暴力を咎め、制止しよう
とする声がときに喚声になって、まばらに立った。だれも理沙を本気で咎めるものは無かった。
彼女の成績と個性的な容姿は店の中で特権を与えていた。しかめつらの悠華が煙草に火をつけな
がら、化粧台にすわったままで、…ねぇ、と、その日の帰り際、悠華はわたしに言った。「理
沙ちゃんってさ、ちょっと、あたま、おかしいよね」声を立てて笑って。大変だぁ。あんたも
、…じゃない？「大変だよね。…潤も。」おあんたも。…ね。かしいよ。あたま。言ったわた
しに、悠華は笑い声を立てた。実質、何人の男たちに囲われていたのだろう？ 理沙は。とっか
えひっかえ、企業の重役や、ベンチャーの社長を彼女の部屋に連れ込み乍ら。不意にでくわした
、…彼女。おれの。はるかの挨拶に戸惑いながら、ややあって、笑いかけ、だれもが自分だけの
女ではないことなど知っていながら、自分だけの女として愛した。自分がいなければ、駄目にな
ってしまう庇護されるべき女、として。理沙から、その唇から、見下した哄笑が消えうせること
はない。
海に行ったときの一樹の拒絶を、理沙が忘れることはなかった。

 
白浜の海。匂いがした。塩に膿んだ海水の。世界、哄笑されるべき対象のすべて。他人の眼差し
への哄笑を公然とさらしたまま美しい水着姿を見せびらかせながら、ふと親しい共感と共にその
身体に、指先だけが失心したように触れようとした理沙のそのほそい指先のなにげなさを身をか
わして拒絶したときの、一樹。その身のこなしに理沙さえ見とれた。研ぎ澄まされた猫のような
。哄笑、見られるものすべに対してなされるべき、その。声を立てて笑ったあと、何が起こった
のかわからないままに、むしろ茫然とした理沙に「触るな。俺に」なんで？ その問いかけを待つ
までもいなく、一樹がささやくように言う、「女には触れない。女には触れさせない」わたし
とあった視線に、なぜか笑い崩れながら、…なに？ 一樹は。…ねぇ、なに？ 理沙が言う「
童貞？」

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
一樹のまなざしには無条件の親密さがあった。無条件で受け入れたような。理沙を見つめるとき
には。理沙の心に、その眼差しがふれるたびに動揺が起こるのは知っていた。こまかい、その。
「残念ながら」一樹、この「高校のときに。いまは、後悔してる」男の後悔が、その恋愛経験の
破綻の結果したものではないことは、言われるまでも無くわかった。それは、彼が、彼の自覚し
た哲学が、純粋に美学として拒否したに違いなかった。「死ぬなら、純潔のままが良かった」共
感と愛との差異がわたしにはわからなかった。憎しみとの、絶望との、拒否、拒絶、依存、そ
の他、無数の。…感情にまみれた。…穢くね？
そう？
愛とは、感情なのか、…なんで？ 或いは概念なのか？ …なんでだよ？ 愛するという言葉を消費
し続けながら。なぜ、三島の「憂国」が薄汚い読後感しか与えないか知ってるか？ 一樹はときに
わたしにささやく距離感に接近して、それってさ、結局あれが、言う。ね？ エロス・タナトスの
くだらない話に過ぎないからだよ。にもかかわらず、わたしを愛しはしなかった。一樹は。考え
られない？ 潤には。…ね？ 無数の時間を傍らで過ごし、考えられないかな？ なんどもその指先
にわたしの皮膚を触れながら、ねぇ、たとえば、エロスでもタナトスでもない、純粋に生き抜か
れた死。…ね。むしろより強い共感を理沙だけに与えた一樹は、考えられない？ 慾動なんかのな
ぐさみものじゃない、純粋な死を生き抜くこと。…潤には。にもかかわらず、一樹は理沙をも愛
しはしなかった。おれはね。…ね？ 女になんか触れないし、女になんか触りたくない。生物だよ
。…な？ 純粋に。女は。やっぱ。…ね、男っていうのは、…さ。哺乳類が、さ。生殖機構の中で
、さ。生まざるを獲なかった、ね？ 生殖上の必然に過ぎないけど、な？ 結果、偶然的で例外的
な恩寵だと思うぜ。…一種の、…ね？ 純粋に死を生ききるかも知れない、生自体に対する裏切り
の生の、…わかる？ 可能性。ね？ 生物であるがゆえに、その結果、その生物である必然を裏切
った、そんな…。な、わかる？ 生み出すことに興味は無い。破壊することに興味がある。わ
かる？ 生産的な破壊じゃない。未来なんか何もない、ただ、美しくしかない破壊だ。…ね？ 自
決の翌日に発見された一樹の無残な死体には、生前の、張り詰めた美しさなど微塵も無かった。
ふれるのをためらわれる、汚物のような、穢れた死体。悲しいほどに、表情を失った理沙の眼差
しは、警察署で彼の死体の身元確認をし、わたしたちの眼差しは、悲しいほどに、無根拠に表情
を失ってしまった眼差しが、いつもわたしを捉えたのだった。見詰め合うときには、いつも。仮
定的に愛と呼んだ感情の束に駆られて。捉えられたはずだった。理沙も。わたしのそれに。おな
じような、代わり映えの無い眼差し。表情をなくして、むしろ、言葉をさえなくしてしまった、
その。
なにを言いたいのか、なにを想っているのか、自分でさえわからない、その。
表情の残骸。…
わたしの知らない瞬間に、はるかさえも。理沙に曝す。わたしたちは愛し合って、彼女の部屋の
中に、抱き合い乍ら。お互いの体温の存在に、お互いの愛の存在を確認しようとさえしながら。
愛と呼ばれる、感情だか概念だかわからない、ある凶暴な実体にふれられたときには。沖縄に帰
るの？ と言った夏の日に、一樹は、…夏休みだろ？ 帰らないの？ 言った。…帰らないよ。父親
は沖縄のリゾートグループの重役だった。正確な役職は知らない。日本の東京に本社があるリゾ
ート会社の沖縄施設の管理者。ときに、出張でプーコック島へ。なんで？ 質問に正確には答えな
いままに、飽きた。もういい。言って、一樹は理沙にお前は？ と言ったが、彼だって、彼女が帰
るべき実家などないことは知っている。もう、何年も帰ってないな、と、一樹は、東京に来て
から、一回？ 帰ったよ。言う。叔父が死んだときに。さすがに帰らなきゃならなかった。何で死
んだの？ 事故。何で？ 轢かれた。バスに。一番でかいの。悲惨だったぜ。残ってなかったよ。
体。残ってなかったよ。笑って、夏の、昼間の歌舞伎町は美しい。…いや。完全に残ってなきゃ
いいんだけど。…ね。だれもいない、廃墟のような薄汚いビルの狭間のアスファルトに、残骸だ



け残ってる感じ。…体の。夏の光だけ、音も無く降り注いで照らしだす。もう、世界は既に崩壊
している。人々は、生き物たちは生きているが、それは、かつて世界が存在したことの記憶をい
つくしむように生きている。自分たちが存在したことの記憶さえ含めて。またたき以下のわずか
な瞬間の未来に喪失され続けた現在に駆られながら。猫が路上を疾走し、捉えた聴覚の中に開け
た視界を走査する。たちどまって、すまされる耳の、尖らされた震え。かすかな、いつ？既に、
世界が死んでしまったことだけは知っている。手に痛みがある、やわらかな。かすかな。その手
の痛みがゆっくりと全身に広がっていく。わたしはいつ死ぬのだろう？ 死にかけているわた
しは？ わたしはいつ決別し終わるのだろう？ いつ？ 既に死に絶えた世界の中で？ 繰り返され
る理沙とわたしの音声。無駄に費やされていく時間。何をも生み出さなかった。愛は、常に。生
み出すのかも知れない。いつかは。その有機体を。副産物のように仮構して。一つの細胞の受胎
は分裂を繰り返し、空間を占有していく。もしも彼女が受胎したなら。彼女はそれを望まなか
った。少なくともいまは。彼女は女ではなかったから。そのときには。彼女が受胎したなら、彼
女は見出す。彼女の男性の破綻。女性の生誕。それらの反発しあう共存。すでに破綻は体験され
ていた。彼女に。わたしの愛撫に、彼女がふと声を漏らした瞬間に。気づき、気づかれていた。
わたしにも。女性の発したその声に。破綻を撫ぜる。愛する瞬間に常に。わたしたちは愛し合っ
ている。破綻に耳を済ませて。愛する。わたしたちは。愛する人を、愛する。理沙を。きみだ
けを。愛した。あなただけを。理沙を。…愛してんの。はるかが言い、かすかに、既に発情して
いたことを恥じらいのうちに隠そうとした、女性的な、惨めなほどの欲情を曝した彼女の、その
あまりにも女性的な欲情の形式。女って、と、その表情はいつも。「穢いだろ？」一樹は言った
。女って、なんか。なんかね「なめんなよ」言った理沙は、自分にふれるなと言った海辺の一樹

に食ってかかるそぶりを見せて、思い惑った一瞬のうちに、女じゃねぇから、 り て、わた
しは彼女が言い足りない表情をしたのに気付いていた。
海辺の夕方にまだ日は堕ちない。

 
わたしの言いたいのは、理沙がうつむく。…こんなことじゃない。一瞬だけ。あの哄笑がふたた
び始まるまでの、その。「だけ。…、まじ。…だけ。
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永遠、死、自由《愛する人》４

…理沙だけ」はるかの唇が自分の唇にふれるのを理沙は拒絶しない。自分が発情しているのは知
っている。押さえ難い、胸をむかつかせるほどの性欲が、そのぶ厚い温度が、理沙の部屋の中
のベッドの上で体中に熱を放ち乍ら拡散していく、消えうせない拡散。こんなものなの？ したか
ったことは？ と、わたしの眼差しに、ときに直接そしてこんなものなの？

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
求めていたものは。
…ねぇ？
ふれる理沙の視線を、見たかった風景は？ 見る。はるかが、こんなものだったの？ 声を立てて
笑い乍ら、荒稼ぎした理沙のベッドルームは広い。耳元に、言いたかったことは？ 言う。「妬い
てる？」こんな場所なの？ 潤ちゃん…なんで？ だって。だって、さ、はるかの声。たどりつく
べきところは？ こんな？ 自分の理沙ちゃん、ちゅうされて。こんな？ ソプラノ。甲高い、はる
かの、その、こんなに？ 声を。こんなの？ 妬けちゃう？ ねぇ、これって？ 妬けちゃう？ ねぇ
、これってさ、ねぇ。なに？
これって？ なにが？ …この感じ？
なんなの？
…ねぇ、理沙のその、彼女は息遣った。その声を（その声、）ねぇ、聞く（もっと、）。聞か
せて。その、「この感じ。」声を聞かせて。お前の。…ねぇ。なに？ 声を。ねぇ、なんなん？
なん。…なん？
なに？
…な、。
、ね。
…、から、さ。…ん。なんか。
…ん。なに。これ。
なんなん？
…わ。
わー…って、
なん、なん？ …ね、
これ？
…ね。
はるかの望むものは何だっただろう？ 理沙との、彼女に夢みられた最後の風景は、たとえば、な
んなんだろう？ なんなの？「わかんないよ」お前のいうこと。笑って、理沙の声。笑ってよ。
その笑う声を。聞く。もっと、
聞かせて。なにを？
いつの？
その。
最後の、その風景は？ 理沙と彼女が夢見獲る最後の風景として、はるかに描かれ獲るのはどんな
風景なのか？ 老いさらばえた二人が、醜い「未来はさ」老残した肉体をさらしながら、おたがい
に「未来だから。わかんないじゃん。だって、」死んでいくことなのか？ こんな風に、「…から
、さ。」抱き合いながら？ いまを抱きしめていたいって感じ？ 笑う。声を立てて、はるかは。
いま、彼女は閉じられた理沙の唇に息を吹きかけて、悲しいよって、

言ったら、きみは
笑うかな？ 青空に、たとえば赤い花を
投げつけたりして、それが哀れむべき愚かないたずらに過ぎなかったかのように、少し困惑し

たその表情が消えないままに、寝たふりをし続ける理沙のまぶたが触れられた。はるかの唇に。
下唇だけが、肉感的にふくらんだ、愛玩賞品のようないじましい唇。理沙という女にしか愛され
ること無く、彼女をしか愛さなかった、その「ホントは、あの子、」唇。それを「…さ。」感
じる。理沙のまぶたが。その、「おれの女じゃないんだよ」温度。理沙が言った。…その触
感を？ 吹きかけられた息の、その触感の隙間に。まぶたは。いつか。「だって、あの子、レズ
でしょ。」言って、思いあぐねたように、その沈黙の間合いが。「なに？ レズっていうの？ お
なべ？ やかん？ なに？ なんか、もう難しくなりすぎてよくわかんないけどさ。要するに、変態
。変態、な？ …じゃね？ あいつ、変態じゃん。俺といっしょ。」こんなことなの？「だから、
おれの女じゃない。そんな」話したかったのは？「気がする。」十二歳のとき、男とやったの。



まじで。ふつうに。興味でかけるじゃん。てか、あるじゃん。だから？ 男のほうはさ。普通に。
わかんないけど。女のほうは。女もじゃね？ けど、なんだろ？ 生理とか来るじゃん？ やっぱ。
で、なんかさ。なんか。悩むじゃないけど。穢いしさ。実際。…つらいよね？ 俺、なに？ みた
いな。なんで？ みたいな。女なの？ っていう。男になるのか、女になるのか、男捨てるのか、
女受け入れるのか、なんだろ？ しゅんじゅんするわけ。逡巡するわけね。で、さ。やっぱ、しゅ
んじゅん、じゃん。やろっかって。まじ？ そ。やろっかって。しゅんじゅんして。そんな問題？
まじ。やばくない？ いや。…てかさ。そういうもんにしかさ、ならないよ。むしろ。しゅんじん
しすぎてて？ …そそ。しゅんじんしすぎてさ。やばいね、しゅんじゅん。てかさ。こんなこと
なの？
話したかったのは？ …かあちゃん、やばいよ。うちのおかん。シャブ中だからね。なんかさ。こ
わいの。て、なに？ なにが、
なにが？
どんなふうなの？ くさい。まず、くさい。へんなんだけどさ。もうあたまくさってるからさ。シ
ャブうってなくても腐ってるからさ、それはいーの。いーけどさ、なんか、くさいからさ。や
めてって。おねがい来ないでって。なんか怖いくさいかさなるとほんと地獄なの。わかる？
これ？ 見出したかった、風景は。
これ？
こんな場所なの？ …ね、
辿り着こうとした場所は？ あれてたね。なんか。はるかとね。いっしょにね。いたころね。てか
、いまもいるけど。いっしょに。あのころさ、なんか、さ、むかついて。さ。思春期的な？ ん
でも、ん。いんじゃん。いーよ。なんか、愛、と、呟いたときに。あいし、なんかね、いい経
験だったってか、そんな、ね。で、さ、そして辿り着こうとした場所は？ ね。やっぱ、ね、こん
なにも？ こんなに？ こんな？ この？ これ？ 時に暴力がはるかを襲う。突発的に。無根拠な疑
いが理沙を襲い、崩れそうになりながら、理沙が襲い掛かったのがわかった。はるかに。ふいに
気付かれた、自分が裏切られていたのかも知れない事実に激昂する。打ち付けられた平手を、は
るかは頬を押さえながら泣きそうな顔をした。泣かないで、理沙は思った。泣かないで、お願い
。…見たくない。泣かないまま、はるかは、じっと、なぜ、自分が理沙を見つめていたのか、そ
れを、彼女はよく知っていた。すでに、彼女はいつもの突発的な理沙の暴力が、何の理由による
ものかなど知り尽くしていたから、彼女は泣くことさえできないのだった、いまさら。…無理。
いまさら。もうさ、泣けないから。「違うから」それ、だから、違うから、とそれだけを言い続
けるはるかの声を何度聞いたのか？ わたしは。何度、なんども、あるいは理沙は？「殺してくん
ない？」いつだったか、…ねぇ、理沙が言った。ささやくように、わたしに。ひっぱかれるた
びに、新宿の路上で、ひっぱたかれるたびに、伊勢丹の前で、はるかを、部屋の中で、わたしに
、ホストクラブの中「ここってさ、」、飲み屋の中、「…前、おまえ、働いてたとこ？」どこか
、あらゆる、彼女の神経を焼き尽くした場所で。その瞬間に、突発的に、崩れるように、…違う
から。「ちがわねぇだろばか。」否定する「違うから」はるかを否定し、理沙に襲い掛かってい
た嫉妬が彼女の神経を焼き切る。忘れる？ 我を？ 怒りに？ いや。むしろ、「関係ねぇよ」怒り
にもてあそばれて、いつか怒りをもてあそんでいた。…思ってたのに。もう限度だと。知って
、…ん。もう限度を超えるかもしれないと、知っていたのに。窓越しの、陽光を見る。いつか言
った。理沙が、殺してくんない？
逆光の、…無理だよ。光。
無理じゃないって。笑う。
簡単だよ。陽だまりのなかに、どうやって？
眼差しを投げ捨てたまま、…妊娠させろよ。言った。
イッツ、イージー。笑い声が、彼女の。
は？ わたしの、その声を聞いて、理沙は、俺、妊娠させな。
いつだったか。
まじ？
…まじ。



できた瞬間、おれ、踏ん切りつく。（…から、さ、で、ね？）
（てか、さ、…てか）迷惑かけねぇよ（まじ）。違うから。（…ぜんぜん…）違うから。…踏ん
切りだけ、（ね？）つけさせてくんね？
（…）自分で綺麗に散っていきますよ。（そ。
…そこんとこは、さ…）美しい盛りで、この美しい花は、（さ。）
自分で。始末くらい、
…踏ん切りだけ、つけさせてくんね？ …いつか。こいつまじむかつくからさ。理沙が言い、その
声は、限度を超えた怒りの高揚を教えた。理沙は、飲み込まれてしまった。「こいつまじ、や
っちゃって。」何かに。「おかしちゃって、こいつ」すがりつくように、窓越しの空は、はるか
が理沙に取りすがった。穢らしく泣いて仕舞い乍ら。青い。陽光に照らされたままに、潤、…さ
、空。まじ、理沙が「こいつ、まじ、ぼろぼろにしてやってくんね？」言い終わる前に。はるか
の指先が一瞬、ふれた理沙の唇。はるかに興味は無かった。俺の好みじゃない。思わせてやって
。死んだほうがマシだって。生まれてこなきゃ良かったって。人間のくずだって。人間のくず
の腐ったのだって。生きてるだけで、酸素の無駄なんだって。教えてやってよ。たち直れなくし
てやってよ。死ぬこともできなくしてやって。破壊にしか興味ない。一樹は言った。いつだっ
たか。美しい。それだけ。何もかも、惨めで、見苦しくて、穢らしいけど、破壊された瞬間だけ
、美しかった気がする。その瞬間が。なにもかも、…見たの？

 
なにかが、本当に壊れるところを？ それ以外は、惨めで、見苦しくて、穢らしいだけなのに。な
にもかもが。破壊された瞬間だけが。一樹はどう思っただろう？ わたしに強姦されたはるかの、
茫然とした表情を。困惑から、怒りへ、それから、屈辱へ、軽蔑へ、それらのグラデーションの
点滅の狭間に、理沙への懇願だけが、ただ、何度も何度も同じ表情を見せた。いつもだから、と
、何日か後で、はるかは言った。むかしから、理沙、たまにああなる。けど、…さ、殴打された
横顔。愛されてるから。…理沙って、さ、わたしが殴打したのだった。その青タンまみれの顔は
。普通じゃない子だから。ちょっと、ね。あのときに。そういうのも、ぜんぶ、あわせて、理
沙だって思ってるから、わたし。ぜんぶ。ぜんぶで、理沙。それは、わたしが。いつだったのか
、はるかの唇が切れる前に。はるかのその。それはわたしのせいだった。わたしがやったのだ
った。すべて。黒ずんだ目の下。息遣い。はるかの屈辱。そむけられ、その壁に投げ捨てられた
眼差しの茫然。痛み。痛い？ 理沙の、はるかの屈辱を、今正に追体験していた表情の痛み。自分
の皮膚の上に。唇をふるわせる。いま。痛い？ つらい？ 一樹は何と言うだろう？ これを見たら
。吐きそうだった。俺を、一樹は？ 軽蔑する？ お前。誰が。痛み。だれがこんなことをやった
んだ？ 目を逸らしてばかりで、一瞬たりとも直視することができなかった理沙が、壁際にうず
くまって泣いているのは知っている。しゃくりあげ、鼻をすすり、理沙のそれであっても、涙は
どうしても穢らしい。無慈悲なほどの正確さで、あまねく、それはただ見苦しく、穢い。なぜ？
そんなふうに。理沙はもっとも悲惨な、最も傷つけられた被害者のように。独りで泣いていた。
なぜ？

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
理沙の乳房は美しい。
わたしたちは知っていた。柔らかな隆起と、絶望的な不意の陥没。奈落に落ちるように。救いよ
うの無い隆起の終焉が、そのあまりにも豊かなふくらみを実体化させていた。そして、褐色の
肌を、花で埋め尽くすしたように。褐色などではない、本当の黒さに焦がれたように。かたどら
れた花々と蝶の形態の黒い線の交差。その刺青は両方の乳首の周りに、小さな手のひらをかぶせ
たような形で両方に彩られて、色彩。
白、青、赤、それらの色彩が埋め尽くす。わたしが普通でないことを知ったのは、世界が既に崩
壊していたことを知った、その、ずっと前だった。馬鹿な中学の先輩が切りつけてきたナイフが
、その装飾的な実用性の無いそれ。所詮飾り物にすぎないもの。日本のサムライたちが誇示した
カタナのようなもの。カタナで人は殺せない。少なくとも即死をは。名前は辰巳。村田辰巳。彼
は十四歳か、何歳か。そのナイフはわたしの指先を切りつけたが、骨までえぐったそれ。痛み。
忘れようも無い、そして、想起されるたびに過剰な装飾を施され、あるいは、大事な何かを削ぎ
落とし続けて、もはや原型さえとどめなかったこの記憶。痛みの。繰り返された想起の果てに、
もはや存在しないこれ。消えうせてしまえばよかったのに。どうせ、存在さえしないのなら。わ
たしの指先は驚くほどの早さで治癒していった。切り裂かれた事実さえ、三十秒後には消滅する
ほどに。「舐めて。」理沙が言った。乳首、舐めてよ。お前、好きだろ？ 女の、乳首。美しい刺
青で飾られた、きみの？ またたく間の快癒。乾ききらない血がまだ指をぬらしていたのに。「好
きでしょ？ 」なぜ？「舐めて」求めてさえいないのに。そんな事。女として、わたしに愛される
ことなど？ 辰巳の荒れた息遣い。生意気すぎなんだよお前。その、言葉、呟かれた性急な、こ
んな、…求めてさえいないのに。こんなこと。なぜ？ 加害者の癖に、お前はなぜそんな、すべて
に傷つき果てた顔を晒すのか？ 息を荒らげて。「ふざけんなよたこ」聞く。辰巳の言葉。痛みに
顔をひきつらせ、振りかざされたナイフ。わたしは、殺されるかも知れない恐怖にさらされた。
存在の痛みに。指先だけじゃない。予感された次の瞬間の痛み、いま、時間の中に存在している
ことそれ自体の痛み。むしろ、生きている事実が痛い。恐怖。死と、これから破壊される身体
への。わたしは自分の表情を見なかった。卑怯者の顔をしていたのか？ 何も恐れない顔をしてい
たのか？ 汗ばんだ触感だけが、自分の神経系に自覚されていた。
…なにうんこみたいな顔してんの？
わたしは言った。わたしのその笑い声に反応した辰巳は襲い掛かってくる。それは既に予感され
ていた。いいんだ。それで。お前は正しい。お前の怒りは。痛み。指先は未だ痛い。完治してい
たのに。すでに。まだ、神経系は痛みの記憶を引きずっていた。ほら、と。怒り狂ってみろよ。
怒りたいんだろ？ ぶっ壊してみろよ。ほら。それが望みなんだろ？ 学校の中で、ほら。校舎の
狭間。窓からのぞいた顔の群れが、それぞれに差異する表情を連ならせ、その喚声。青い？ 青か
った？ 恐怖。空は？ 怖い。死ぬのが？ あるいはむしろ、痛めつけられるのが。三人の少年た
ちが、襲い掛かって、数分間のリンチ。仕掛けたのはわたしだった。辰巳さん、辰巳さん、叫ぶ
ようなわたしの声、すれ違った振り向きざまの。声の群れ、わたしを見る。それらの声の群れ。
あんた、うんこみたいな顔してますよ。「やば、お前。何言ってんの？」群れ。声の。束なる。
眼差し。それらは見た。それぞれに、この、リンチを。二号館と三号館の間の校舎の影。「お前
殺されるよ、ばか」殴られ、蹴られるに任せ。「何事も無くてよかったけど」氷川という名の教
師が言った。「お前、」傷はすべて、完全に治癒していた。「これが最後だよ。」ほんとうに、
これが、なぜ？ 最後だよ。二箇所も差されたのに。傷ついていなかったのか？ どうして？ あん
なにも、痛かったのに。二日後に、どうしても不可解なわたしは、台所で小指を切り落とそうと
した。痛み。涙が無意味に溢れる。そのときのいま、わたしの身体に、その神経から頭脳にか
けて、あまりにもちっぽけな部分が与えたあまりにも大きな苦痛に、心さえ破綻しかけたのには
気付いていた。切り落とされないままに、ぶら下がったそれ。何度も綺麗な切断をためし、もは
や指先は麻痺した。麻痺した指に苦痛は突き刺さらずに、苦痛の残像の重さだけが暑苦しく全身
を支配する。骨の内側を。汗にさえまみれて。取り落とされた包丁が流しに落ちて音を立てる前
には既に、流しはあふれ出した血に染まっていた。進化？ 左手の手のひらが包み込んだ、傷つい
た右手。腹部にこすり付けられて、痛みをようやく耐えられているその指先が、急速に治癒して



いるのには気付いている。進化？ 頭の内側をがりがり引っかく音がしていた。気付く。あらゆる
生命体が進化することは知っている。にもかかわらず、誰も進化そのものを見たことはなかった
。これは進化だったのか？ あきらかにわたしの身体は、人類の大きな類型の中に納まりきらない
はずだった。無数の個体的特異性に貫かれたあの多様性を抱え込み、類型としてはすでに破綻
した、かつ、絶対的な集合には。人類から零れ落ちていく一つの可能性が、いま、ここに実現さ
れていた。

 
進化？

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
辰巳とはもう何年も会っていない。もうやりあったからさ。お前とは。彼は何をしているのか？
もう、分かり合ったよな。お互いに。そう彼は言った。わたしをリンチした二週間後に。お互い
に食らった謹慎処分が解けた後に。つじつま合わせの笑顔。本気だったかも知れない。彼は、本
当にわたしとわかりあえたのかもしれなかった。彼にとってだけの、彼の容赦の無い事実として
。



永遠、死、自由《愛する人》５

一樹がネットで集めて組織した皇国及琉球解放会は、一切の言論活動を禁じた。一樹自身によっ
てそれは発議され、メンバーのすべてに同意された。革命は無言のうちになされなければなら
ない。神聖なる、真性の革命は、言論などという穢れた停滞をあくまで嫌う。彼は言った。言論
活動は必要ない。わかるやつにはわかる。わからないやつはわからなくていい。無駄死になろ
うが、それならそれで本望だ。だれも理解しないだろう。それでいい。必要ない。説得しなけれ
ば獲られなかった理解者などよりは積極的な無理解のほうがいい。久雄の支援は、彼のその矛盾
律をもてあそぶような論理の生真面目な遊戯性を、戯れに面白がったに過ぎず、あるいは、同性
愛的な、一樹という美しいの存在への無根拠にして絶対的な共感に他ならず、そして誰もが知っ
ていた。彼が、もうすぐ死んでしまうことは。一樹が口走り続ける自殺衝動を、誰も本気にはし
ないながらも。死ぬよ。言った。俺は、「…生き過ぎた。」…死ぬよ。けど「老いぼれる前に、
」理解なんかしなくていい。俺らのことなんか「もう時間はない。」俺ら？違うな「遅すぎる。
」俺らは集団じゃない。個人だよ。純粋に個人。個人として生きて、個人として死んで行く。決
意してね。自覚してね。それが、俺らの本懐だよ。理解なんかしなくていい。…進化？

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
やがては彼らは滅びるのだろうか？ この世界の中で、自分たち自身に破棄されて？ 誰が彼らを
破棄したのか？ 何の必然性も無いままに？ いずれにしても、彼らは最早滅びていく種族に過ぎ
なかった。芋虫は蝶への脱皮を拒絶することはできない。例え、それが芋虫という生体の死と壊
滅を意味したとしても。滅びざるを獲ない旧人類たち。そして、その一方で、それが進化では
なく、単なる特異的な奇形に過ぎない可能性の存在も知っていた。それは種の経験なのだろうか
。わたしの個人的な経験なのだろうか。未来は既に滅びていた。すべてのものはすでに、滅び去
って仕舞っていた。未来のことなど誰にもわからない、というあたりまえの事実の破壊的な恐怖
がわたしの周囲に口をあけていた。それは、あらゆる論理や、倫理を飲み込み、破壊しつくして
仕舞う。自殺への衝動が、恐怖と共に生じた。あるいは生きようとする欲望が。貪欲な、渇望の
ような。例えばガソリンをかぶって、火をつけたとしたら？ わたしは死ぬのだろうか？ わたし
の限界はどこなのだろうか？ 首をはねたら？ この再生能力の限度は？ さまざまな種類の恐怖の
さざ波と共に。予感された痛みの。そして、はからずも突破された限界がいつかもたらす死の可
能性の。恐怖。いや、単純な怖さ。恐怖という概念は、怖さそのものの隠蔽に過ぎない。わたし
は知っている。世界は既に崩壊している。すべては既に滅んでいた。月の砂漠と地球の熱帯の樹
木の群れに本質的な差異はない。こわい。「ほしい？」
なにが？ 理沙が言う。「ほしい？」だから、
何が？ わたしのその声を聞きもしないで。聞こえたくせに、何も答えようとはしないままに、「
俺のこと、ほしい？」
ほしいよ。なんで？ なんでって？ かわいいから？ 綺麗だから？ 女だから？ やばいから？ む
らむらするから？ やっちゃいたいから？ すきだから？ 愛してるから？「…ほしい？」はるかは
聞こえないふりをする。それは、彼女には関係が無い。わたしと理沙が話しているのだった。彼
女はいまここには存在しない。はるかは聞こえないふりをして、やりすごせないままに澄まされ
た耳の、理沙の声の一つ一つが、気配の、しぐさの、やがてそれらのすべては、いつもはるかを
、鮮明に傷つけた。身体的な暴力、たとえば繰り返された殴打より鮮明に、致命的に。「な
にが？」声を聞く。なにがほしいの？ 理沙の「好きだよ」声を。ほしい？ なにが？ …ねぇ。
ほしい？「ぜんぶ」声を立てて笑うことさえなく、「なにもかも。お前の全部」全部って何？ 何
のぜんぶ？ ぜんぶって？ こんなものなの？
ほしかったものは？ …ん。これ？
これ？ 表情をなくした眼差しは、理沙の。それ。それがただ、わたしを捉えていたが、それら。
朝方の飲み屋のノイズ。それら、酔いつぶれかけた声の群れ。乱れた女声、男声、つらなる物音
。聞く。聞け。ぜんぶ、「未来も？」手に入りはしないのに？ 過去も？「どうやっても、手に入
りはしないの？」どうやって？ はるかは沈黙していた。傷ついたまま。「一瞬たりとも？」ど
うやって？ どうやって手に入れるの？「すき？」
わたしが答えられないままに、「女のおれがすきなの？」
お前さ。て…か、さ。「男の？」沈黙するわたしを、「…ねぇ、」と。
どこか、茫然とした「お前、ホモ？」その、理沙は美しい。
俺はさ。て、…ね。…ん？「ホモだよ。」美しい。女として、その。

 
「お前は？」身体の、絶望的なまでの女性美。沈黙したおれには、もう、みあきたろう？ なにも
ないだろう？ すててしまいたいだろう？ からっぽだろう？ さわれもしないだろう？「お前は？
」なんども、と、理沙は言った。顔、つぶしてやろうかなって思った。自分の。なんか、薬品
とか、刃物とかさ、かみそりとか、あるじゃん？ ああいう。けどさ。狂っていた。理沙は。はる
かも。だれも。できないの。俺。なんで？ 既に。彼女は。はるかは逃げもしない。あんなにも痛
みつけられてばかりなのに。理不尽な嫉妬が、無根拠に燃え上がっては理沙をいたぶる。はるか
は自分を守り獲る手立てさえなかった。できないんだよ。自分の顔、つぶすの。「何でだよ？
何で」きれいじゃん。俺、単純に「俺以外の男にいけるの？」すげぇさ、単純に、女として「



なに、お前？ ただのビッチ」綺麗じゃん、なんか「…じゃね？ばか？穢ねぇんだよ」いっしょに
死にたいって。この、…ね、「お前。なんでそんなに」美しさと。もったいない。なんか、俺
の「ゆるいのお前？ なんでそんな」綺麗なうちに。一番「クソなの？ お前。」綺麗なとこで「
否定できなくね？」なんかさ、裏切りなんだけど。結局は。最後に、裏切ってやりたい。綺麗な
まま、ぼろぼろに裏切ってやりたい。来てくれ、と一樹が言った。なんか、へんだよね、俺
。…けど、見てやってくれ、と一樹が言った。まじなんだよ。処刑。六本木の雑居ビルに上がる
。不法侵入。屋上に上がって、それは夜だった。ミッドタウンの桜が見える。美しい、「ここっ
てさ、むかし、」その咲き誇られた、桜色づいた「防衛庁だったんだよ」花。白からかすかに桃
色へと推移を描く色彩の、しかし、最後の一線において白をついには裏切られないままの清潔な
白さ。「旧防衛庁跡地。ネットで」…見てみな。綺麗だぜ。いま、こんな風になっちゃったけど
。夜の照明の中で、桜の色彩がかすかに、これ見よがしなほどに、足の下に広がった。「自分
で言ってきたんだ」日向孝治と言う名の、二十二歳の男、見苦しくは無いが「腹、切らせてくれ
って。」美しいとはいえない軽量の柔道家のような体躯「結婚するんだって。どうしても」地
味な、丸い顔立ちの、その「断ち切れなくて。女、」男はときに笑い乍ら、用意された死に装束
に着替えて「思い切れなくて。だから、」刃物は既に日本酒で清められた。いま、「切らせて
くれって。脱退するか？ って…」最後に桜の花々を見下ろし、ホントは「言ったけど。それは無
理だって。」朝がいいんだけど、ちょっと「切らせてくれって。」無理だからさ。一樹は言った
。「一晩考えろって。」申し訳ない。日向が一樹のその「そう言ったけど。変わんないって。」
声にうなづく。「何日、何週間、何ヶ月、俺、」時世の句は既に読まれた。「ずっと、考え続け
てきたって思うんですか？」胡坐をかいたその後ろに「…って。切らせてくれって。」一樹の構
えた介錯の「奥さんは？ って言ったら、」刀に、流された酒が流れ落ちていくのを「言ってない
って。」見つめる眼差し。一樹の、その「言えないって。」視線のうちに、刀は夜の光を反射し
て「あいつの幸せを壊すことは、」流れる酒がきらめかせる。「できないって。」息をつく、何
かを待つ。日向は「愛してるから。」目を閉じたままに、高まり？「矛盾してる。けど、」
何の？ 時間の？ その「もうどうしようもないって。」時の？ 不意に「俺、言ったの。」見開か
れた目の見開かれる直前に「わかったって。」刺し貫かれた短刀は「見届けるって。」血が噴出
す前に、叫び声が小さく、口の中だけで立つが、介錯の刃はまだおろされない。一樹は待った。
限界以上に硬直した筋肉が、その筋肉の極端な硬直をみずから切り裂いていくのを。十字に切り
ます、と言った。その時を待つ。わたしは目を背けることさえできなかった、久雄は顔色を失っ
ていた。筋肉の、骨の痙攣。刃物はまだ一文字さえ切り裂かない。呼吸の、乱れながら整えられ
た音響が耳元に木魂し、一樹は言ったものだった、「裏切られていいんだ。」かつて。震えつづ
けている、その腕。「すでに裏切られているから。」日向の。まだ、意識は途絶えない。見つめ
られた「すでに裏切っているから。忠孝とかね、」その視線は何ものをも見ないまま「そんなの
はごまかしだよ。」凝視した。自分の死を？ その「陛下は国民を代表している。」接近を？
いま、「代表させている。」それははっきりと「代表させられている。」日向の腹に触れていた
。「代表って言葉を象徴って言葉に代えてもいい。同じことだ。その時点で、既に、俺たちは陛
下を裏切っている。裏切られながらも、その裏切りを陛下が受け入れられている時点で、俺たち
は陛下に裏切られ、裏切らさせられ、そして見捨てられている。政治のための政治なんて愚劣だ
。何のための政治だ？ 見苦しい生き残りの方策会議に過ぎない。それが政治の実態だ。政治的な
行動じゃない。政治をよくするための行動じゃない。政治を破壊するための行動だよ。国会議事
堂に火を放つ。政治の象徴たるあの伏魔殿をね。主要政治家に太刀をくれる。一人一殺だよ。だ
れもなにがおこったのかわからないだろう。だれもその意味なんか判らなくていい。陛下でさ
えも。犬死でいい。政治的行動じゃない。純粋に、倫理的行動だ。倫理は政治には姦されない。
穢されてはならない。」腹を横に切り裂いた後、無理矢理引き出された短刀に映える鮮血の、透
明極まるまでの美しさ。滴り落ちる、その、そして、はらわたはこぼれそうになるが、虚空での
、刃先の停滞。痙攣する腕がそれを震わせる。もはや、刃先が震えていたのか、腕が震えていた
のか？ それさえももう、長い停滞。介錯は未だ無い。一樹は背後から、日向を見つめていた。
まだ。息を吸い込もうとした日向の唇が開かれかけた瞬間に、はらわたがこぼれ、突き刺す。ふ
たたびその腹部は突き刺されていた。最早、痙攣する刃先は何ものをもきりはしない。かき乱し



、無差別に体内を傷つけ果てなら、ゆっくりと下ろされていくだけだ。でたらめに内臓を破壊し
ながら。介錯の刃が振りおろされたとき、骨をうがって、日向を体ごとなぎ倒しかかる。何か言
おうとし乍ら、日向が首に突き刺さったままの刃物に触れようとした瞬間に、彼は死んでいた。

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
こんなものなの？ もとめたのは？
ほしかったものは？ こんなもの？ こんな？ みいだしたかったもの。
たどりつきたかったのは？ こんなもの？ こんな？ この？
これ？ 病院から出てくる理沙を待つ。新宿の真ん中の。巨大な、古びた施設。何名もの死にかけ
のものたち。快癒しかけたものたち。死んだもの。痛めつけられたもの。へし折られたもの。こ
れから切り刻まれるもの。収容されたそれらの集積。そこで求められたもの。生存すること。生
き残ること。スマホが鳴って、どこ？ わたしは伝えた。彼女を待っている喫茶店の場所を。眼
差し。疲れたそぶりはどこにも無く、悲しげなそぶりも、うれしそうな笑顔も。その表情に、理
沙はすでに知ってる。何を？ 何かを。どうだった？ わたしは言い、唇を一度尖らせたあと、で
きた。理沙が言ったとき、わたしは声を立てて笑った。ふしぎじゃん？「なんで？」お前が、「
なんで笑うの？」理沙は言っていた。妊娠するなんてさ。抗議するように。「もう、わかってた
けどね。予測、…」髪をかき上げ、「ついてたからさ。」そう。パパになる、と思った。…よか
ったじゃん。わたしはわたしの声を聞いて、その、その言葉に対する違和感は何なのか？ こ
れは？ やっと、安心した気がした。父親になれることによって。理沙はわたしに見つめられた。
なんなのか？これは。「どうするの？」なに？「はるか」あー。
あの。…そう。あの子。…ん。
ね。…ん？…ねぇ、…。
どうしよっか？笑って、わたしは見つめたのだった。その瞳を。理沙の。笑い、震えるそれ。潤
って。愛してる？
なにを？ 俺。…俺のこと。…お前？…ん？
うん。…ね。男の子かな？
…え？ 女？ …かな。って、…さ。あいしてる？ …ん。
そっか。んー。
そ。…な。…ん。…んん？ …ね。こんなものなの？
わたしたちは話し合う。こんなものなの？ 週末の計画。木村の馬鹿さ加減。久雄のくさい体臭。
おやじくさい。しんだほうがいいよ、あいつ。クリスマス。何ヵ月後だよ。嫌いなんだよ、ハ
ロウィンは。もはやブルー。タクシーを降り、渋谷。東急の映画館の下の喫茶店が好きだった。
お茶しようよ？ オッケー。また？ いいじゃん。気付き始めたもの。理沙がしようとしている
こと。制御できないそれを、わたしは圧しとどめることはできた。どうにかして。乞い願って？
殴りつけて？ どうにかして。夏の終わりかけた斜めの日差し。どうにか。すでに、理沙自身には
、決定された未来だと錯覚されていたにしても。喫茶店を出て道玄坂を降りる。並木道。街路樹
。日差し。木漏れ日。空は確か、青かった。晴れていたはずだから。珍しく、理沙が駅に入ろう
とする。適当に切符を買って。わたしはそれに従う。既に、何をしようとしたのか、わたしは知
っていたはずだった。はるかは何も知らないで眠った。いつかの明け方に。理沙のマンションの
中に住み込みながら絵を描いて、それらの水彩画の。
アプリケーションソフトの営業に回りながら。何のコンピューター言語も知らないままに。
言語？ それら、彼女が知らない言語で構築されたシステムを、はるかは使って、わたしたちは会
話した。朝から晩まで。アプリケーションが描き出した日本語のフォントを読解し、日本語はフ
ォントとして書き付けられながら。わたしたちは言葉にまみれた。理沙が身をまげて、そのとき
、朝はまだ来なかった。窓越しに光がかすかにさしはじめて、さっき、カーテンは理沙によって
開かれたまま、「寝てる」鼻先に近付けられた理沙の皮膚がはるかの呼吸を認識する。みぎ頬の
皮膚が。「完全に寝てるよ」笑って、はるかは家出同然だった。両親は疑っていた。理沙との関
係を。もっとも、疑いは正解に過ぎなかったが。理沙の性別を認識していなかった両親にとって
、娘の行動は単なる不可解で非常識的で病的な惑溺に過ぎなかった。会ったばかりの頃、一樹が
わたしたちに公表した行動計画は、わたしたちを笑わせた。哄笑、嘲笑、それらを含んで、純
粋に、わたしは一樹を賞賛した。「いいじゃん。」おもしろいじゃない、久雄が言った。やって
みれば？ クーデター計画。組の事務所の中で、声を立てて笑いさえし乍ら。一樹が本気だという



ことはわたしも知っていたが、なんで？ いつだったか、言ったわたしに、「なんで、そんな、右
翼とかやってんの？」理由？ 一樹が言ったのは、新宿の喫茶店の中だった。風林会館の一階の。
クーラーが音を立て、水槽の中の金魚が泳ぐ。その向こうに、目が合った店員がわたしに笑いか
けた。「どうでもいいんだよ。理由なんて」はるかはまた、絵を描いているに違いなかった。「
理由なんて追いつけないくらいの、行動のスピードが欲しい」あの部屋の中で「その速度が」あ
、とはるかが言って、目を開けたのを、…あれ、理沙は「起きてたの？ お前？」見咎める。嘘を
つかれていたことにあらためて気付いた表情で。「起きてた？」いま、身を起こしかけたはるか
が「宇宙意識が通った。…いま。」耳元でささやき、理沙の体の半身を、開け始めた朝日が薄く
描きだす。くらい、室内の空間の中で。さわってったよ。いま。…やばっ。…意識体が。茫然と
した表情のまま。

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



日向の死体の発見には三日か四日間ほどかかったらしかった。警察の尋問を一樹が受けたのはそ
の一週間近くあとだったから。遺体はビルの屋上に捨ておかれたままだった。だれも、その後の
遺体の始末など、考え付かないことだったから。結婚したばかりの日向の妻は妊娠していた。多
恵子という名の、その女が一樹に会いに来たとき、根掘り葉掘り聞いたと言った。何をやってい
たんですか？ あなたたちの会って、何を？ 誰かに恨みをかうようなことでもしていたのか？ 刑
法に抵触するようなことはあったのか？ 会の実態は何か？ 彼らは、ただ、身体を鍛えていただ
けだった。自衛隊に体験入隊しさえして。自衛官が言った。本気で、隊に入ればいいんですよ。
真似事じゃなくて。本当に入って、本当の自衛防衛の最前線でね、お互いに、切磋琢磨できれば
。日向は感謝の意を伝えながら、わたしたちは、彼が、彼らを軽蔑さえしていたのを知っていた
。家畜だよ。彼らは。日向は言った。軍隊ってのはさ、いつも家畜だ。政体の家畜だよ。はるか

がわたしに目配せする。部屋の中で、もう朝は空けていた。 の店でシャンパンを開けて、
理沙が酔いつぶれた、その朝だった。理沙は眠り始めたばかりだった。わたしは床の上に寝転が
って、「なんで？ …なんで、」背中にフローリングの「そんなとこで寝るの？」硬い触感がある
。なんか、熱いじゃん。夏だった。…だってさ。
ばか？ いいけど。ベッドの中。理沙は笑って、ややあって、その笑い声の記憶が風化しないう
ちに、すでに彼女は寝ていた。わたしに聞き取られた理沙の寝息。未だに眠りつく前に、わたし
は既に寝ていたようなものだった、そのまどろみの中に、わたしは知っていた。伺うように、い
つか目を覚ましていたはるかは、彼女は目覚めていた。目を閉じたまま。わたしたちが酔いつぶ
れたままに、部屋に入って行った瞬間には。転がり込むようにして。眠れなかったのかも知れ
ない。一人で理沙の部屋にいることの、取り残された嫉妬と、寂しさと、そして目覚めたまま、
意識して寝たふりをしたわけでもなくて、はるかは目だけを閉じる。聞き耳を立てたわけでも
なく。何してるの？ 理沙が言った。お前、何してんの？ 眠りに落ちる前に、寝るんだよ。フロ
ーリングの温度、そしてそこで？ こっちこいよ。立てられ続けたクーラーのかすかな騒音は、は
るかいんじゃん。誰にも聞き取られているわけではなかった。いいじゃん。ベッドの上、はるか
の横に、さ、…ね？ こいよ。理沙が音も立てずに滑り込んで、いいよ。…な。理沙はあくびを
する。眠っている理沙の上に身を屈めてはるかは彼女を見ていた。わたしはそれに気付き乍ら、
なにやってんの？ 沈黙の時間の停滞の中で、わたしとはるかは聞いたに違いない。わたしたちの
、三つの、重なり合わない呼吸の音響を。それらが空間の低いところにまどろんで、すぐに消
え去っていくのに注意さえされないまま、「寝てる？」はるかが言った。わたしが寝ていないこ
とに気付いていたはるかは、見向きもせずに、「理沙ちゃんって、寝てる？」覆いかぶさって見
つめらながら、理沙はただ息遣うだけだったが、そのかすかに開かれた唇を、わたしは見なか
った。そらされた眼はフローリングの咬み合わないピッチを数えた。「起きてるの？」…ん？ そ
のはるかの声を、「いつから？」無視したわたしの問いかけは無視されて、なんかさ…言う。「
なに？」なんかさ、はるかは言った。すき。悲しくて仕方がないんだと、自分に対してだけ精一
杯表現しているはるかの眼差しを、わたしは見なかった。うつむいたその背中を見つめ、胡坐を
かいて座ったままに、組まれた足がフローリングの触感を、…なんでさ、「なんで、理沙じゃ
なきゃ駄目なんだろ？」理沙じゃさ、ないとさ、「なんかさ」…わかんないんだよね。なんでか
。理沙がいないと、「なんで？…て。」でもさ、でもでもでも。「…じゃない？」どこがいいの
かよく「たっぱ、…理沙なのかなって」わかんないんだけど、やっぱ、「理沙なのかな？…って
」なに、え？ と、わたしの、「何言ってんの？」声に初めて振り返って、「どう思う？」
「なに？」
「幸せになれるかな？」
「なにが？」
「うちら」
「いつ？」
「どう思う？」
「いまは？」はるかの調った、作り物じみた顔は、「いま、おまえは、」整形の産物ではなか
った。会社でも「どうなんだよ。お前、」彼女に反感を持った女たちは、その整形をわざと確定
事実として噂したが、「幸せなの？」幸せって、なに？、と、こどものころは気持ち悪がられた

美樹矢
みきや



と言った。あまりにもはっきりした顔立ちだったから。なに？ はるかが言った。やばい。なに？
…どうしたの？ やばい。まじ…なにがだよ。ささやき、小さく、笑い声が、それらの聞き取れな
いほどの音響は、殺しちゃいそう。なんか。何を？ …だれを？ ほんと、やばい。切なくて。
何が？ 死んじゃうかも。木村の着服を風間に密告したのはわたしだったが、風間自身、そんな事
は既に気付いていたにも拘らず、いつ？ …いつ死んじゃうんだよ。なにも答えないまま、はる
かは、本当なの？ わたしをはがいじめにして風間は店の事務所に連れ込んだ。まるで、木村の《
犯罪》を初めて知ったかのように、いつか。わかんないけどさ。このまま、さ、「…全部教え
ろよ。」その、自白を強制するかのような風間の声を聞きながら、わたしは木村を、切な過ぎる
から。…だって。なんか。…さ。失脚させようとしたのではなかった。すでに失脚しているよう
なものだった。風間たちの、使い勝手のいい、いつ裏切るかも知れないペットに過ぎない木村は
、なぜ？ わたしにはそれがわからないままに、わたしを昇進させようとした風間との会話に中に
、なぜ？ わたしの唐突としたあらいざらいの暴露は、「全部、綺麗に言ってくれよ。」風間が、
上目遣いにわたしを見つめ続け、なんで？ なぜ、そんなに、自分に対してまで見事な嘘をつける
のか？ もう知っているくせに。すべて。なにもかも。自分も、誰もが、風間のそれらの反応のす
べてが完璧に嘘に過ぎないことさえ、とっくに知っているのに、見事に綺麗な嘘をつく。指を
切れ、と、久雄が言った。風間ちゃんが言ってるからな…。指とっといてくれって。久雄は悲し
げに哀れんだ、弱者に過ぎない人間への耐えられない同情に駆られた眼差しのうちに木村を捉え
、…やくざたち。彼らが力を持っていることを、同情的な眼差しのうちに、彼らへのやさしさと
して認めてあげた人たちの中でしか、もはや力を持てない滅びかけの人種たち。いくら滅びかけ
ても、滅びきることの無い人たち。社会的底辺というものの、常に滅びかけの永遠。まじっ
すか？ 木村の怯えた目が、そして、うなずく久雄から、わたしは目を逸らした。木村は気づいて
いたはずだ。わたしがここにいることの意味を。無関係なはずのわたしが、無関係ではないこと
の意味を。本職じゃないんすよ。俺。ふつう、なくないすか？ そんなん、犯罪すよ。泣き出しそ
うな目を、わたしは直視した。しかたないやろ。おまえも犯罪者やんか。声を立てて笑う。久雄
。誰からの尊敬も受けない、末端のやくざ。社会の哀れむべき底辺の、末端の末端における、吹
き溜まりの人間くずにして、小さな権力者。いま、ここで、彼が求めたことは絶対なのだった。
嘘だろ？ わたしは思った。風間が指を求めた？ それは久雄の嘘に違いない。坊主頭の、脳みそ
の半分が損傷して腐ってしまっていたか、先天的に単なる馬鹿であるかに違いない差崎という名
のやくざが、病的に痩せた長身をへし折るようにして、意味のわからないまま周囲に媚を売り散
らしていた。差崎が薄い笑顔で、盆の上に白布と短刀を用意した。部厚い木のテーブル。かんべ
んしてくださいよ。まじで、木村の声を、犯罪っすよ。聞く。わたしたちは。そして木村に、
いま、逃げるすべはなく、久雄は彼を見つめ、差崎は木村にまで媚を売った。病みきった媚。人
間のくずたち。わたしは？ わたしもくずに違いなく、理沙も。会社の金、身銭、借財、正当な、
不当な、いずれにせよ獲得された金銭を、単に彼女の綺麗な色気づいた嘘はかき集めて、濫費
され、どこかに消えて行く。クズの中のクズ。誰もがその美しさに嫉妬する、クズの中のクズ。
掃き溜めの中の汚物の女王。「客にやられたことあんの。薬のまされて。…なんかさ、」木村は
ややあって、短刀を取るが、「…錠剤？ わかんないけど。頭ん中、なんか、壊れて。」それは久
雄と差崎に散々煽られた末だった。短刀を握ったその「意識あったけど。ホテル連れ込まれてさ
。やられてんの。俺。ばかじゃね？」手は震えはしなかったが、思い切るのに、さらに「やり
たかったら、やらせてやるよ。でもさ、そういうの、」長い時間を要した。一時間以上の、まじ
め腐った顔をした嗜虐的な停滞した時間が「やっていいよって言ったらさ、勃たなかったりして
。そういうの、」暇なの？ お前ら？ ひま？ 笑ってしまえば。すべて「欲しくないんですみた
いな？ 何かの社長。」笑ってしまえばいいのに。突きつけられた「ベンチャーかなんかじゃん？
まだ若いからさ。」暴力的なまでに正しい倫理の顕現として「ホストみたいなの。見た目。ば
かじゃね？ って。」抜かれたままの短刀は、見つめられ、目を逸らされ、それらの長い、やがて
振り下ろされた短刀は木村の骨に触れただけで、切断できないままに。歯を食いしばって、木村
は何も言えない。それは、許してください、と、もうなんども、その言葉の無数のヴァリエーシ
ョンをわめき散らした後だったが、停滞したままの腕はそれ以上何もできずに、痛み。感じら
れた。木村の指の痛みが。刃物に食い込まれた指先は微動だにしない。すこしの動きが、いま、



すべてを破綻させてしまう危機感に怯えていたように。一樹の視線が、人間の底辺のくずの指
先を、じっと見つめた。無表情なままに。…なめんなよ。ふいに、「水商売の人間、なめんなよ
」木村が叫んで、刃物を握った右腕に力がこめられたが、何も動かない。それは停止したまま、
なにも更には傷つけることなく、みたか！、と木村はさけんだ。眼は血走った。久雄が声を立て
て笑った。もういいよ。手当てしたげて。差崎が包帯を用意しながら、幼稚園児をあやすように
、よくやったねぇ、えらいじゃんか、えらいじゃんか、それらを繰り返す。木村が高揚した笑み
だけを漏らしていた。極端に高揚しすぎて、もはや無表情でしかなくなった、その。たまにね、
と、はるかは時に、言った。差崎はなぜ、あんなにも陽気なのか？ …宇宙意識がふれるの。何も
かも、この世界に悲しみなど、ぽんッて。何も、…まじ。…ぽんッて、ね。…触れんの。存在し
たことさえないとばかりに。えらいじゃんか。すごいねぇ「あたまおかしいの？」声を立てて笑
う理沙にわざと抗議のこぶしを振りかざして、はるかが、きれいだよ「えー、でも。ほんとは、
」すっごいきれいで、なんか、なんにも「理沙もわかってるんだって。」みえないんだけど、あ
るじゃん？「だって前さ。高校ん時、ね。だよね？ …って、」気配が見える感じ？ まじ「…だ
よねって。言うの。理沙。」きれい。まじ「わかってんだって。」やばっ、「あーって。ね？
」…じゃん？「この子わかってんだぁって。」でもさ。思うんだ。救われてないんだなって。み
んな、結局。はるかはいつも舌をかむように話した。思考の速度に、みんな、感じないわけじ
ゃん？ 見ようとしないじゃん？ 口が追いつかないかのように早口に話しながら、常に繰り返さ
れる同じ話は、結局、ふれようとしないじゃん？ 知らないだけなんじゃん？ みんな。やっぱ、
まだ、さ。みんな、話し半ばに聞き取ろうとする努力を放棄され、さ、わたしたちは、救われて
ないんだなって、なんか、すごい、さ、悲しいんだよね。いっつも。いーっも、聞きはしなかっ
たのだった。だれも。はるかの話などをは。にも拘らず、ふっと、かなしくなんの。めっちゃ。
悲しくって、だってさ、救われてないじゃん？ みんな。わたしもさ。ね？ 結局、そこから生ま
れてきたんだし、そこが、なに？ ほんとのわたしたちのさ、本当なんだけど、けど、救われない
わけじゃん？ わたしも。結局は。かなしいよね。でも、素敵なんだよねって。そう思うの。素
敵な。みんな。救われてないけど。ぜんぶ。素敵だったの。ほんとは。「あいつらさ、みんな、
」木村が言った。…ほんとに。「ぶっ殺すからさ。俺。」久雄の事務所を出た後で、風林会館の
喫茶店に入ったわたしたちは、「まじで。あいつらさ…頭おかしいでしょ。」見る。わたしは、
彼の指の「第一。まじで、」大袈裟な包帯を、いずれにしても「やっていいことと悪いこと
無い？」木村はそれから、一回家に帰ってくると言ったきり、行方をくらましてしまうのだが、
風間たちに、不都合のすべては木村のせいにして処理されていった。一週間もたたないうちに、
木村は驚くほどいびつな詐欺師になりおおせていた。周囲からの罵詈雑言にちかい誹謗中傷と
共に。それらが所詮無意味な戯れの戯言に過ぎなかったにしても。「お前、どう思う？」木村
は言ったものだった。お前どう思う？ あいつら。「馬鹿でしょ？ じゃない？」一樹とか、久雄
さんとか、「…て、思わない？ やばいよ。」本気でお前、「あそこらへんはさ。」あんなやつら
と付き合ってんの？ …本気って、何ですか？ わたしは言った。「…ああいうのはさ、まあ、い
いんだけどさ」行方不明になって、新しく発覚したのは店の中で手をつけた女たちの数だった。
公然の関係だった二人のほかに、あと四人の女が、彼に手を付けられていた。そのうち二人は、
彼といっしょにどこかへ行ってしまった。久雄が、こんどどっかの街に現れたら、まじで未来な
いからな、あいつ。そう笑い乍ら言ったが、それが本気であるはずも無かった。一年半後、池袋
に現れた木村と、久雄はつるんで夜の街を徘徊していたのだから。俺がちょっと、あいつに店持
たせてやろうかと思うんだよ。久雄は言い、金策に走ったようだったが、久雄ではまとまった金
など作れなかった。所詮は、盛り場の飲食店で、一晩いくらの金をばら撒く以上の金銭など獲得

できる男ではなかった。理沙とわたしが交際している事実を、 によって暴露されたとき、た
しかに、それはすでにインターネットの掲示板で、少し前からアップされ続けていた公然の事実
ではあった。茜祢が酔った降りをして、理沙の客に告げ口したのだった。いーよね。いつも更衣
室でラブラブしてるもんね。逆上した客は、もう若くは無いアパレル会社の社長だったが、木村
に土下座を迫ったものだった。沢村光輝と言う名の、彼は、わたしたちの無能と不義理をのの
しり、わたしを人間のくずだと名指しし、そして理沙をなじることだけは、彼にはできなかった
。理沙の嘘まみれの薄汚さをののしろうとした彼の口吻は、結局は、わたしと木村の低脳な無能

茜祢
あかね



さの批判に終始するしかなかった。あの子がかわいそうだろう、と。あの子のつらさ、わかって
やれよ。お前らなんかに騙されて。…いいようにされて。何を言っていて、何を怒っているのか
、もはや、自分でもわからなくなっていた。絶望のふちに陥ったことを、むしろ目を背けること
でやり過ごそうとするかのように、言葉が言葉を生み、とめどなく彼はしゃべり続けた。店の前
の道路の電柱の横で、わたしは土下座させられ、時に頭の上から彼のののしり声を浴びながら、
木村はいらだつでもあきれ果てるでもなく、ただ、彼は飽きていた。なんども相槌を打って、沢
村に同意し続け乍ら。二度と手、出すなよ。更衣室と、事務室を兼ねた部屋のドアを開けた瞬間
、早口にささやいたその声が言い終わられないうちに、木村はわたしをソファーセットになげつ
けて、その音響。一瞬遅れて、そして痛み。テーブルや、ソファーをたたき散らしたわたしの身
体が、うめいて、背骨の痛みは全身の皮膚の下につめたい汗をかかせた。悲鳴が立った。理沙も
いた。更衣室から、いくつもの女たちの顔がのぞき、とりなすように駆け寄ったりもし、誰かに
電話をかけたりも、ささやきあったりもし、それらの、無数の行為の集合。無数のかさなった話
し声の。「なめてんの？」うずくまったままのわたしを覗き込んで、引っつかまれた髪の毛が引
き上げられたが、木村だって知っていた。すでに。木村に理沙とわたしとの関係を密告したのは
、そもそもが理沙自身だった。キャバクラの中で誰かに手を出していない男は、誰からも男とし
て見られない、無能なその他大勢にすぎなかった。あー、俺さ。…理沙を抱いた、あるいは理沙
に抱かれた？ その次の日に、理沙は言った。出勤して、「…男、できたから」木村と顔を合わせ
た瞬間に、「まじ？ だれ？」かわいいじゃん、今日も。…ねぇ「…潤。」あんたばか？ あきす
けな告白。「まじなの？ 食っちゃったの？」理沙は声を立てて笑った。「なめてんの？」木村が
耳元で言うのをわたしは聞き、すみません、というしかないままに、理沙は更衣室の向こうから
他人のように見つめ、何も手はださなかった。怒り狂った木村は、「まじ、なめてんだろ？
」…知ってますよね？ あなただって。その木村の怒り狂った表情を、…てか、だれだって。じょ
うだんみたいなものでしたよね？ だれもが。たしか？ じょうだんにしてましたよね？ 知っ
てる？ あの日、木村は言った。すぐさま、傍らの愛に、「潤ちゃん食われたよ。ついに。理沙に
」笑い声が立って、童貞卒業おめでとー。囃し立てる声の向こうに、濃い桜色の壁には無数の花
の装飾。だから？ だから木村を裏切ったのだろうか？ わたしは？ 誰もが、知っている事実を密
告することによって？ 留めに入った従業員の男たち。二人の。留めに入るふりをし乍ら、むしろ
あおり、囃し立てる女たち。わたしは楽しまれていた。音響、喚声。理沙が何も言わないまま更
衣室を出て行く。ふいに、…アフター。平田さんと。振り返って言った。見上げた木村は言った
。ごめんな。
いいよ。りさが答えるのをわたしは聞く。抵抗しないままに、結局、唇が切れる程度には殴られ
たのだった。脆弱な、やわらかい、く、ち、び、る、その組織、少しの暴力で、暴力をむしろ自
己破壊によって拒絶しようとしたかのように、簡単に壊れてしまうやわらかな部分。「やら
れた？」部屋に帰ってきた理沙が言った。やられた。わたしは理沙の部屋に住んでいた。
…めっちゃ？
かなり。「…ね。」ん？
やばいね。…
…だね、「…あー、」
けどさ。…んん。「ん？」
…なに？
よかったのに…やっちゃえば、
…「良かったのに？」ん。…なんで？
…やんなかったの？
あー、…ね。
なんで？
てか、…さ。
こわかった？…「あ、…」さからえない？「ん」まもりたかった？
…なにを？
おれを。…ね？



なにいってんの？
…わらっちゃうよね。まじ。そ、…
守りたいでしょ。
…なにを？
女。…じゃん？…自分の女、じゃん。自分の、…てさ、…守りたいでしょ。やっぱ。だから、や
られたんでしょ？ 違う？ わたしを見つめながら、「わかるよ」理沙が言う「俺もそうだもん」
声を、わたしと理沙は、「やっぱ…」聞く。すれすれの距離に、耳元の、その聴覚のうちに、そ
れらの声を。「守ってやりたいじゃん。自分の女って」美しい女。単なる、幼稚な男の子。くそ
ガキ。夢見るほどに美しい、時に扇情的な女。軽蔑を湛えた、舌っ足らずなほどに幼稚な感性
の男。理沙。初めて彼女が素肌を曝したときに、わたしは見とれたものだった。
あるいは、誰もが。彼女を抱いた、わたしたちの誰もが。褐色の滑らかな肌。タトゥー。乳房の
、乳首の周辺に輪を描いた花と蝶。星のかたちをなぞるように、乳首をくまどった、そして、腰
から腹部にかけて駆け上がる曲線を描いた、抱きしめた二本の腕のような、タトゥー。その、翼
をかたちどった、野蛮な蝶と花。あざやかな色彩は、肌の色に埋もれて、やわらかく、くすむ。
太ももを巻いて描かれた、花を散らされた茎と葉、散る花々。黒い隈取と乱れた色彩。左腕の龍
のタトゥー。しなやかな身体。初めて会った瞬間、彼女の性別を意識しないままわたしが彼女を
愛して仕舞った瞬間に、彼女は不意に、沸き起こった越境の可能性に戸惑った。同性愛？ そうで
はなくて。…バイセクシャル。それは、決断を必要とする。その境界線を、いま、越境するかど
うか？ 性別はともかくも、男しか愛さないもの、女しか愛さないものの、それらいわば《ストレ
ート》の性愛者にとって、愛に触れることは、直接、愛情そのものが彼に、彼女に、じかにふ
れて、彼は…彼女は、ついに、すでにその対象を愛していたのだ。あくまでも、自然に。だが、
バイセクシャルにとって、その瞬間は突きつけられた刃の存在を意味する。刃に触れる。決断を
迫られ、決断を迫る。転がり落ちることを許可するか、あるいは踏みとどまるのか？ 生まれつ
きの、あるいは性別としてのバイセクシャルなど存在しない。それはいつでも後天的な決断の産
物に過ぎない。馴れ合う女たちや、男たちの友情ごっこに撒き散らされた、同性愛の可能性の上
に常にだれもが生きていながら、あえて決断を下したものしか、その風景には触れない。おなべ
のバイセクシュアル。男でしかいられない女の身体が下したバイセクシュアリティ。理沙は決断
したに違いなかった。いつかはしらない。わたしが愛したのは誰だったのか？ そのあまりにも美
しい身体の、その女性を愛したのか、或いは、彼女のしぐさ、まなざし、言葉、それらのすべて
が暗示した彼女の隠された、あけすけに明示されていた性別を愛したのか？ 理沙。彼女はどこに
いたのか？ その身体の中で、身体の行為として、わたしにふれたそれらのしぐさ、まなざし、言
葉の群れ、それらの点在。彼女はどこにいたのか？ 愛する。何を？ 愛する。いつ？ 愛した。ど
こで？
…なにを？ 初めて会った日の営業終了後に、理沙が言った。更衣室を出て、店のソファーの上に
胡坐をかいてスマホを散々いじった挙句に、酔っ払っちゃったからさ、…
何？ 木村が振り向く。一杯のアルコールも口にしていないくせに。潤ちゃん、借りていい？
…なんで？ 木村の何か企んだような笑い声。いつも、木村は「送らせるから。潤ちゃんに。俺を
」そんな笑い方をした。何のたくらみも無いときでさえ。「いいよ。」だれもが気付いていた。
理沙のたくらみには。だれもが、わたしさえも。行為が終わったあとに、そのぎこちない行為の
意味、なれない、ぎこちなさ。吐き気がするほどの欲望にまみれながら。ぎくしゃくした、理
沙の。言った。「俺さ、」耳元で、おなべなの。笑う。声を立てて、もはや、自分自身をすら哄
笑するような、理不尽な、軽蔑的な笑い声。わかる？ …わかんないよ。「わかってよ。」ねぇ、
理沙が言った。わかってよ。唇に触れる。指先は。わたしの、その。言葉を、わかった？ なぞる
ように、…わかる。
…「わかるよ。」ばか。
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
打ち消す、理沙の、わかるわけ無いじゃん。アルト、鼻にかかった、「うそつかないで」声
。…すき？ なんで？ …ね。すき？ …すき。…だれを？ …おまえ…おまえを。だれ？ …だれ？
、それ。…だれ？



永遠、死、自由《愛する人》６

 

 
 

『皇国改造計画私案』

 
 

皇国制裁計画、下記の如し。
クーデターによる国会制圧。憲法停止。全法令停止。総理大臣以下内閣一時拘束。その他全国会
議員刺殺。
全国に戒厳令を敷く。
自衛隊解散。
米・中・韓にわたる全条例破棄。
現行内閣傀儡化により新憲法施行。
施行の上一ヶ月以内において当該傀儡内閣員の全処刑。
売国奴矯正不可及び不要也。
現行ビザ全停止。全異国民・全異人種の身柄拘束及び強制送還。あるいは場合により屠殺。大使
館員含む。
クーデターと同時なる前報道機関完全制圧。一時全廃。
完全鎖国。
一、現行自衛隊解散の上再教育及び再組織化。
政府傀儡の家畜軍隊は不要也。皇国同体皇国恂死の自主的且つ主体的非正規義勇軍と為す。
一、全米軍基地の武力排除。米兵全屠殺。
一、全朝鮮人、全米国人、全支那人身柄拘束・監禁
在日・混血児含む。順次屠殺。
一、選挙権の一時完全破棄
一、烏合民主主義の拒否。選民議会制による完全なる国体運営
　普通選挙権の完全停止。選挙権は国民選別の上再貸与のこと。
一、私有財産全没収及び全資産国有化。
一、天皇は国民の総代表なり。
一、二院制の維持
一、国民自由の完全なる回復。

人類平等・人類等価値概念に基づく人権主義的全規制・自主検閲の完全排除。
いわゆる人種差別的価値観等の規制完全破棄。皇国純潔路線徹底化のため。
家畜的全国民の精神革命急務なり。

以上。

 
皇国解放会。義士一同。

 
 

 
極く早い段階で、一樹たちの彼らいわく《言論活動》は終わっていた。それらは既に、禁忌です
らあった。言論に手を染めてはならない。言論操作に身をやつした家畜にはなるな。「考えてみ
ろよ。言論ってのはさ、結局、自分の家畜をつくろうとして、彼らの家畜に成り下がることを意
味するんだよ。政治家といっしょだろ。選挙のたびに頭下げて回るだろ？ 家畜みたいに。な
んで？ 国民みんな、自分の家畜にするためさ。違うか？ 政治家という人種を議会民主主義にお
いて存在させるということは、その本質においてそういうことだ。理論家。それはいい。理論。
それもいい。けど、理論家が言論人に、理論が言論になることは許されない。家畜に堕すことを
意味する。理論を語ることは許されない。理論はただ、沈黙だけを要する。沈黙だけを。ただ、
」…沈黙だけに。ふれる。沈黙したまま。理沙のまぶたに触れた指先が、触れられたまぶたの触
感を、わたしはそれを感じた。その指先に。彼女が、結局は、なにも言えなかった事実だけ、愛
してる、と、そのひとことさ。「いろんなやつがいるよな？ 朝鮮人批判、支那人批判、米軍批判
。けどさ、思うだろ？ なぜ、やつらは朝鮮を劣等民族だと言いながら、彼らと共存するんだ？
なぜ、彼らと同じ空気を吸っているんだ？ なぜ、彼らの生存を許すんだ？ なぜ、抹殺してしま
わないんだ？ 朝鮮人だってそうだろ？ 日本が戦争犯罪者なら、なぜ、彼らは日本人を抹殺しな
いんだ？ その血統を根絶やしにしないんだ？ なぜかわかるか？ 彼らがしょせん家畜に過ぎない
からだよ。しょせん劣等民に過ぎないからだよ。翻って言えば、いまのままでは和人も俺たちも
劣等民だよ。同じことだ。これは命がけの勝負だ。いったい、誰が本当の優等民だったかとい
うね。言葉は聞き飽きた。言葉は腐り落ちた。最早、すべては」なんの言うべき言葉さえ見つか
らずに、もはや、わたしは見つめなければならないのだろうか？ 理沙を見つめながら、その、し



ぐさ、眼差し、それら、そして気配さえもが、発話を強制していた。強制されながら、わたしは
言葉を、捜してる理沙が、いま、言葉を捜していたのは知っていた。沈黙をかき消しうる、言葉
、なにか、言葉の群れ。音声。ささやかれる、明確なそれ。沈黙を制圧し獲る？「国家が存続す
ることが重要なんじゃない。国益？ なんだ、それ？ 政府の人間の合言葉だよ、国益。国益。
国益。なんだ、それ。だれの、いつの、どこの国益だ？ 何のための国益だ？ 国家の未来が重要
なんじゃない。国体が存在したこと、それ自体が重要なんだ。その記憶じゃない。誰かに記憶さ
れたいんじゃない。されるべきでもない。存在した孤独な事実だけだ。未来の構築？ 知ったこ
とか。過去の伝統？ 知ったことか。現在の、存在した事実だけが高貴だ。あしたも存在すること
が重要なんじゃない。あしたも維持することが重要なんじゃない。ましてや明日を築くことが重
要なんじゃない。そんなことは時間という概念の錯覚に過ぎない。倒錯的な概念だよ。未来は不
在であって、未来から現在は構築されえない。絶対的にだよ。過去はもちろん不在であり、過去
の持続は現在に想起された、ようするにまったき現在の存在に過ぎない。現在を、現在において
焼き尽くせ。まさに、いま、あれ！ 存在しろ！ 発狂しそうな強度でね。国がほろぶって？ ふざ
けるな。ほろぶってなんだ？ 未来が無くなるってことだろ？ 未来なんていう幻想に、穢らしい
幻想に手を触れるな。あれ！ いま！ いま！ あれ！ いま、」耳を澄ます。停滞した時間、言葉
も見出せないままに、…いま。そのまぶたの温度は既に感じられていた。唇に。そっと、ふれら
れたそれに。無数のいま。いま、わたしは気付いた、いま、ふれた彼女の皮膚の温度に、いま、
覚醒感をさえ伴って、なにも覚醒などしなかった。いま、おもいだしたその触感を、なにも覚醒
されなどしなかった。いま、わたしはふれていた、すでに、いま、木村に殴られた唇に、理沙は
触れた、自慰めいた誇りをさえ感じて。彼女のために傷ついた男の皮膚のために、彼女が愛する
男の、自分を愛する男の皮膚に、その指先を、痛い？ ふれて、痛い？ だいじょうぶ？ いたい？
いたくない？ …ん？ …どう？「…ってさ、」いたい？
…ね、いたい？ ん。…んん、…ね、

 
いたい？ 何を言って欲しい？ いま。何を言えばいい？ いま。何がしたい？ いま。これだっ
たの？ ほしかったものは、これなの？ ほしいのは。もとめたのは、これ？ …なの？ 死のうと
したことがあった。高校生のころ。

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
本当に自分が死ねるのかどうか、試してみたかった。もし、死ねなかったとしたら？ 夏の日差し
。美しい夏。わたしたちは知っていた。日本の、自然。美しい日本の自然。小さな、瀟洒な、華
奢な、色あせたような、やわらかい日差しに包まれた、かすれ行く美しさ。記憶された淡い幻の
ような。そしてそれらが、ふいに発生する無慈悲なまでの暴力性、その一時停滞、その発現まで
の猶予期間に過ぎないことを。台風がすべてをなぎ倒し、地面はゆれ、破壊の限りを尽くしたあ
とに、発狂した雨が山をさえ崩壊させ、火山が燃え上がる。海は襲い掛かってすべて飲みつくし
、大地に潮を植えつけてすべての可能性を殺して去る。殺戮と破壊という本質。その本質が牙を
むくまでの、猶予にすぎない時間。本質に、破壊の一時停滞に過ぎないものとしてしか経過し
ない、うつくしく淡い時間。美しい日本。それでも美しいと言えたのか？言えたのだった。あら
ゆるすべてのものに対する、留保なき軽蔑としてのみ、ただ、美しいと。夏。神社に行った。人



がいないから。それだけだった。代々木八幡の、小高い丘。石段を上がって、蝉の声。それらは
連なった。無数に反響し、ひざし。木漏れ日のまだらな反射。それらの止まることなき振動、か
すかな。参道を外れて、樹木の影に入る。影の中にさまよい、自分の影を消そうとするかのよ
うに。樹木が匂う。何ものにも例え獲ない、それら固有の芳香。彷徨、樹木の間を、しばらく、
ほんの、…ほんの少しの間だけ。向こうに、人の気配がときにあり、それらはわたしの気配には
気付かない。その一方的な断絶を確認した。制服のボタンをはずして、腹を出す。ベルトを緩め
、息をつくが、迷う。時間。それをする、その時の合図はいつなのか？ 停滞。意識の。そして、
いずれにしても、まよい、ふと、戸惑い、さまよった意識の、いま、このときに、そう、意識さ
れたその直前に、突き立てられた刃物は、腹をえぐる。温度。痛みの温度、焼き尽くし、焼き
付く。痛み。それ以上、もはや刺すことができない。動かすことさえ。涙は溢れ出しているが、
それが最早汗と一切変わらないという事実。皮膚が濡れていた。汗が。取り落とされた刃物が土
の上に落ちて、刃の血の色を汚す。土が。息をする。きらめく。気遣う。血が溢れているのは知
っている。痛みが、そして、一瞬前の痛みの記憶さえもが連なって、いたい。死ねない。傷が快
癒していくのに気付いているわたしは、息をつき、夏の大気。その容赦ない温度。進化。…滅び
ていくはずの人たち。すでに、過去の存在になりかけた人々。彼らは生きている。いまも。痛み
がわたしを何度か失心させて、痛みがわたしの失心を突き破って、わたしは覚醒する。何度か。
衣類は既に血にまみれていた。わたしは既に完全に治癒していた。痛みの痕跡は未だあった。あ
なたたちはみんな死ぬ。進化に取り残された残骸たち。殺してくれ、と、思った。俺を、だれか
、殺してくれ。いま、わたしたちが皆、滅びてしまう前に。滅ぼされてしまう前に。わたした
ちは、滅ぼして仕舞ったのだった。殺してくれ。いま、すべてが、過去の記憶になってしまう
前に。息をととのえて、早足で、逃げ去るように立ち去るわたしを誰も見なかった。通り過ぎ、
すれ違った人々以外には。隠すようにして。血痕を。隠し切れないそれが人々の視線を集め、視
線が咎める。あるいは訝って、あるいは、その女は悲鳴を冴え上げそうになった。その血痕に。
見つめかえされた視線に、あげられそうになった悲鳴は押し殺され、わたしは背後に彼女の独り
語散た音声を聞く。早口の。若い女。長い髪は脱色されていた。黒い根元に向けての、金がかっ
た褐色のやがては黒へと至る色彩の無数の推移。酸味た味覚に砂糖を振ったような匂いの香水が
薫る。
滅び。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
すべては既に滅びていた。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
滅びの強度。わたしさえも。月も地上も差異しない。いつ気付いたのだろう？ すべてが既に滅ん
でいることに。理沙が言った。俺のカノジョ、呼んでもいい？ …いるの？ …いる。…どん



な子？ …かわいいよ。かわいいけど…何？ ちょっとばか。笑い声の残響。意図的に、無意識の
うちに哄笑したそれ。初めて会ったはるかは、呼びだされて部屋に来たとき、彼女は戸惑いを隠
せず、ドアを開けて入ってきた瞬間に、曝された一瞬の無表情な人間の顔の原型そのものに、不
安と、喜びのようなものが一瞬並存して、ややあって、既にそれが消えうせたことを察知させな
いほどの一瞬で、懐疑の、苛むような表情がその顔の形態を支配していた。「男。つくっちゃ
った」なんで？ …ん？、と、鼻で立った声が行方をなくした。理沙の、そのアルトの音声は
。…ん？「なんで？」泣き出すに違いない。はるかは、と、いまだ名前も知らなかったその女に
予想した表情は裏切られて、はるかは声を立てて笑った。なんでよ？
すきだからだよ。…まじ？ なんで？
すきってさ…なんで？ じゃ、さ。「なんで？」はるかの身体が、そのとき、「なんで、お前、俺
のこと」いま、「すきなの？」距離をだけ作っていた。理沙に対して、その、懐疑において一時
停止した距離感。「…ね？」言い終わらないうちに鼻にだけ立てられた理沙の笑い声を聞く。は
るかは、そしてわたしも。潤ってハーフなの？ 理沙が聞くのでわたしは彼女を振り向いたが、
「ハーフって？」そのときはるかは泣き疲れて寝ていた。いつもの殴打と、ののしりの後で。木
村君が言ってたよ、なんか、やばいんだって？ 家庭環境。…って、……さ、と、次第に間延びし
て行くのその声に、床の上で、薄いカーペットの上に身を丸めたはるかは、血をにじませたまま
黒ずんで固めてしまった唇以外には、たんなる甘ったれた女が気まぐれが起こしたようにしか見
えない。理沙の声。それを「言いたくない？」聞くが、殴打と懺悔。ありもしない浮気の疑惑が
理沙に触れ、わたしは彼女の暴力を見るたびに、理沙があきらかに女であることを思い知らさ
れた。なんで？ …ハーフなの？ …うん。笑い声が立つ、口もとで、それは、明らかに男性的な
暴力とは差異した。キャットファイト、暴力的な直線を描かずに、おどるような曲線を描くしか
ない。柔らかな媚態の曲線、あまりにも女性的な身体の動きの女性。理沙自身、それに気付いて
いたかも知れなかった。…どこと、どこ？ そのとき、そして、はるかを殴打するとき、ときにわ
たしを無意味に伺い見乍ら、なにかに怯えたような表情を、はるかに？ そのときも、理沙は、い
つもした。自分の言葉さえ言い終わらないうちに、にも拘らず「…フィリピン。」言った言葉に
、急に声を立てて笑った理沙に、起きるじゃん、はるかが、…ばか「いいよ。おこしちゃっても
」うそみたいだね、理沙の媚びるように身を投げてくるに任せながら、どっちが？ …ん？ どっ
ちが？ なにが？ おかあさん？ おとうさん？ …あー、ね。お母さんだよ。なんか、…けっきょ
くはいい人だったよ。そんな事、聞いてないから…て、死んだの？ なんで？ 死んだ？ 生きて
るよ。ばか。死んだみたいな言い方すんな。知ってる？ 何を？「おれの父親ってさ、フィリピン
人なの。」死んだ人なのかってさ、まじ「むかーしさ。おかん、脳みそ腐ったジャンキーになる
前にさ…なった後かな？ まじだよ、」思うじゃん。きらいなの？ …すき？「まじ、これ。頭、
ほんと、腐ってたからね。まじ、で」おれは、やだった。おじいちゃんも、だれも。なんか
「…も、さ、やられちゃったのね。現地の人に。男。」正義ぶったやつ嫌いなの、おれ、いっつ
も「…当たり前だけど。女が女強姦しても誰も」むかつくんだよ。で、「妊娠できないけど。や
られちゃったのよさ。で、」いっつもなぐられてたよ。おじいちゃんに。おれじゃなくって「で
きたのね。おれ。おれが、」お母さんが。いっつもね、なんか「ね。いっしょに、親父とさ。戸
籍上のね。親父と。いっしょに、やってたって。ボランティア。」たいしたことじゃないんだよ
。なんか、ちいさな。「若い頃。まだ」けど、おばあさんも、脳みそ腐ってたからね。しかたな
いんじゃん？「じゃっかん脳みそ残ってたころ。何やってたんだろうね？ シャブでも」両方と
も腐ってたから。脳みそ。おじいちゃんも「注射してたんじゃないの？ シャブでもさ。わかんな
いけど。なんか、」お母さんも。まじで「シャブでもさ。５、６人とか。…ね。海で。海の、」
臭かった。その近くの、海岸の。海の。その臭気。睦美の眼差しの、褐色の肌の男性たち数人の
息遣いと、体臭、その海水の執拗な匂い。夏の温度、十一月という名の夏。それらの向こうに、
空の終わった下のほうに、かすかに海が見留められることができた。仰向けの地面からも。とき
には。羽交い絞めにされた腕を伸ばすことはできないが、海岸沿いの道路のくぼんだ下の砂浜。
騒音は連なって、波の音は聞こえていたのか？ いつから？ 聞こえ続けていたことにさえ気付か
れなかった。その波の音の音響などは。誰にも、それは、気付かれないままに、いつから鳴って
いたのだろうか？ 睦美が思うのを、男たちは考慮に入れずに彼女を強姦して、同じ匂いがする、
と思った。この男たちの体臭には覚えがある。覚せい剤を打っているに違いなかった。何人かま
えの男が同じ体臭をしていた。自分も？ 睦美の母親も。母親の匂いは嗅がなかった。母親の体臭
自体を、嫌悪していたから。母親からも、いま、自分からも匂ってくるかも知れない体臭が、睦
美が恐怖と、泣いても何の意味を成さないほどの、どうしようもない生理的な屈辱感に苛まれな
がら、確実な親しみに拒絶感を感じる。自分がふと感じてしまう、自分を強姦する彼らとの体臭
的な近さに。親しい近さ。絶望的なまでの軽蔑感に襲われる。彼らが目の前で、いかなる屈辱的
な死を迎えたとしても、わたしはいま、陵辱されている、それを、…後悔などしないに違いない
。睦美は繰り返し思った。壊れた映写機が同じ映像だけを繰り返すかのように回想するかのよう
に思い出されたかのように懐かしむかのように愛しむかのように嘲笑うかのように、いま、い
たい。何もかもが痛い。不意に行方不明に成った睦美と、７時間後病院で再会した弘樹は、そし
て思った、フィリピン人の警官の、数人の、慮り、伺うような眼差しを、ただ、わずらわしく、
不審に。ただ、不審に。善人の皮をかぶった豚ども。痛ましい、と思った。弘樹は、病室のベッ
ドの上の睦美を、痛ましいと、それ以外の言葉など浮かばないまま、こんなものなのか？ 弘樹



は知っていた、自分が、泣きそうになるのを我慢し乍ら、こんなものなのだった、人体の頑強
さの、その強度は。暴力に対する許容量は。みじめなほどに傷ついた身体。なぜ泣かないのか？
睦美を傷つけたくは無く、睦美への共感は涙を強制しようとしが、彼らの無慈悲な暴力に屈する
ことはできない。なぜ？ つかれた。泣きもしない、うるんだ充血した睦美の目を、妊娠した、と
、数ヵ月後に言われて、どうする？ 誰の子供かわかんないよ。「あの頃の、子供なの？」弘樹が
怯えた眼差しを、目の中にだけ揺らめかせるのを、…どうする？ …って。…ね？ どうする？「
いいよ」二日後、睦美は聞く、弘樹の回答を、生めよ、と、すでに、睦美自身には、出産は否定
の余地無く決断されていたにも拘らずに。生まれた。美しい褐色の女体は。女の体として、夢の
ように美しい女の、体だけ。俺、さ、と、そのわたしの声を聞きながら、理沙はわたしを見て
いた。「おかんの髪の毛引っつかんでさ、引きずり回したことあるんだけど」まじ？ やばいね。
ばか？ 声を立てて笑う。はるかは眠り続け、「なんか、穢いじゃん。アジア人って」おまえもさ
、あるいはすでに目覚めていたが、まだ、瞳を開きはしない。アジア人なんだけど「…まじ？ て
かさ、臭いし穢いしさ。うざいし」寝たふりをするわけではないが、眠ってはいない。「引きず
り回してやったよ。なんか、すげぇ泣かれたけど。」わたしたちは笑う。なんで？ 何かを隠蔽し
ようと笑い声ではない。「フィリピンの歌、歌ったから」必ずしも。意味も無く不意に襲って
きて、それは、理沙はささやくように笑った。なんか、おんなじだね。理沙は言う。わたし
に…、なにが？ その答えには答えずに、全然、違うけどね。言って、笑う声をわたしは聞く。思
い出す。夏、海で。光の、その、直接触れた痕跡を残した砂浜の砂の、海の水の、それらの温度
。海の家に住み着いた猫が、凝視する視線を絶やさないままに、視線の先に音響の地図の上に描
かれた無数の動線の絡まりあわないもろもろの文節を警戒する。維持される制止。次の瞬間の動
きは未だに用意されない。やがて、制止は音もなく崩れ去り乍ら。その、しなやかな動きに。は
るかに手、出すのやめなよ。理沙が言った。その言葉は、一樹の、ナルシスティックな、その瞬
間瞬間に、彫像を作ろうとするような体の動きに投げかけられるが、無視されて、「あのこ、言
ってるよ、うざいって」一樹はなにも手を出さなかった。そのしぐさのすべては、あの、理沙を
しか愛さなかった女を、一樹が愛し、彼の眼差しが、発情した気配さえたたえていたのは、誰も
が知っていた。わたしたちは、それは、理沙と数人の店の女たちが企画したパーティだった。海
辺の。白浜。昼下がりの、そして波の音は聞こえ続けていた。騒音の下に、常に。ときに意識さ
えされないままに、何も煽らない通奏低音として。音響的な何ものをも構成しない、それらの調
和の可能性を破綻さしめなければ気がすまない、破綻したでたらめな通奏低音。はるかが声を立
てて笑った。無視し続ける一樹をからかうように、理沙も「くさいからやだって」笑う。軽蔑し
たような、「きもちわるいらしいよ」理沙の笑い声。「海って、すき？お前」一樹が言った。理
沙に。「なんで無視してんの？」お前、海って、好き？ だれもが、笑い出しそうになるのをこら
えながら、かなえが濡れた髪をかき上げながら煙草に火をつけ、「海って、なんか、悲しいよね
。美しすぎて、」やめたら？ そういうの。笑い声を、それは理沙が一人だけ立てた笑い声だった
。聞く。「なんか、…好きになれない。海は。」一樹。…やばい、かなえが吹き出して笑い乍
ら言った。女に触れるのが怖いのか、女には飽き果てたのか、誰に対しても、自分に対してさえ
理不尽な無視を、一樹は女たちに対して示した。悠華のおっぱい、やわらかすぎんだけど。理沙
が後から羽交い絞めしたその乳房をもみしだいて見せ、そして、ふいに笑って、嬌声を立てる悠
華の、水色の水着。わたしは一樹を見つめるが、その表情はむしろ澄んでいて、冴え、もはや無
表情でさえなく、久雄たちに一樹が食らったリンチは悲惨だった。どうして海は、と思った。わ
たしは。こんなにも穢らしいのだろう？ 臭くて。日向の死を、それには久雄も立ち会ったにも拘
らず、久雄は咎めた。その死の不審さをついた警察が、久雄の周りを嗅ぎまわっていた。事務所
に捜査が入ったと言った。猫が殺しかけの鼠をいたぶるような、陰湿な優しさで、俺らに冗談す
らきいた、と久雄は言った。あいつら、人間のくずだよ、本当に。義憤に駆られた表情を、笑っ
て同意した差崎を久雄は振り向きざまに殴りつけながら、クズだよ、言う。いじけたような、低
い声。営業が終わったあとのサパークラブで、その狭苦しいくらい室内には、わたしと、久雄と
、差崎と、従業員の二人しかいなかった。明け方に呼び出しておいて、久雄は何も、誰とも話さ
ないまま、不愉快な空気だけが停滞した、そのときに、差崎が、ありふれた戯言の、何かを言っ
て笑った瞬間に、久雄は一樹の頭をアイスペールで割った。従業員は他の客をあわてて帰した。
悲鳴など立たない。ささやき声がすばやく地に連なって、かがんで逃げ去っていく彼らを眼で追
った。わたしは。一樹の惨状をは無視して。胸倉をつかまれ、なぎ倒されて、殴りつけられ、蹴
り上げられて、何の抵抗もしないのが不思議だった。振り下ろされたソファーが、一樹の背を打
って、彼が息を詰めた、鈍いうなり声がどの奥に、そして、ののしる声は差崎のそれだった。暴
力をあおり、鼓舞するような。自分の足が一樹のわき腹に食い込むのを差崎は確認した。ままご
ともいい加減にしろよ、と、久雄は言った。一樹に。お前らのままごとが、大人にどれだけの迷
惑をかけているのか知っているのか、と。身をくの字にまげて、鼻をすすりながら、鼻血を流し
ていた。頭から流れた血が、彼の体中を派手にぬらした。切れた唇。つねに、身体の中でもっと
も脆弱な皮膚は、既に血を流したあと、乾き始めてさえいた。はるかはなじるような眼差しで、
あの海の家で、理沙の横腹をつついたのだった。もうやめて。それ以上言うと、傷ついちゃうよ
、と、うめく一樹の声を聞く、わたしは、未だに酔っ払ったまま、明け方のサパークラブの、陰
惨な照明。もういいから、やめてあげて、と、そのはるかのしぐさの同情的な意味を、わたした
ちは誰も気付きながら無視した。なに？ …ねぇ、なにシカトしてんの？ カズくん、…ねぇ。理



沙の、嗜虐的な哄笑まじりのその声を、もう一度つつきながら、はるかが理沙を見つめた。あ

とで、サパークラブの人間たちは言ったものだった、 という源氏名のその男は、刈り上げら
れた金髪をきらめかせて、逆光の中に、まじ、うざい。同意を求めるような視線を投げて、久雄

が立ち去ったあとの荒れた店内を に片付けさせながら、まじ、ころしたいくらいうざいんで
すけど。笑う。わたしも笑い乍ら、…ねぇ、はるかで、オナニーとかすんの？ 理沙が言って笑い
始めるより前に、叶恵が吹き出してしまうのをわたしは聞いたが、それ、やばいから。叶恵は言
うのだった。それ言ったら、かわいそうじゃん？ だってさ。理沙の、やっぱ、オナーニーしちゃ
うよね。声は、理沙がはるかの乳房をつかんで見せたとき、はるかは媚にまみれた嬌声を上げた
。すき？ …ねぇ。理沙。わたしの、愛する理沙。言葉は重ねられる。いつも、ときに。ときに、
さまざまなときに。すき？
なに？

 
…すき？

 
 
 
 
 
 
 
 

摩耶
まや

緋人
ひでと



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ん？ …、ね。理沙の体に触れるたびに、違和感を感じ続け、目の前にあって、じかに触れている
、あまりにも美しいそれは、ときに現実感をなくす、その現実性でわたしの皮膚の感覚器すべて
を苛みさえし乍ら。わたしは知ってる、いつも、わたしは、彼女を男として愛するのなら、皮膚
感覚と視覚は、結局のとこ錯覚の中で、すべてを捉えそこない、すべてを失ってさえいた。す
でに。女性として愛したなら？ それは理沙に望まれただろうか？ 彼女への裏切りに他ならない
その感情は？ 触れるものに触れる。触れ獲るものに触れる。そうしようとして、わたしはいつか
、ただ、裏切りをだけ重ねていた気がした。やわらかな彼女の皮膚。曲線の触感。温度。わたし
が彼女の体温の、その温かみを知覚して、いま、彼女を抱きしめていたことに、改めて気付いた
ときに、彼女が遅れていうのを聞く、やばい、…ね、と「あったかい。」冷え切っている気がし
た自分の皮膚が、彼女に温められていくのを感じていた瞬間に、その言葉は、めまいをかんじさ



せた。確実な、錯覚に満たされていたことに不意に気付かされた。わたしは自分の体温など感じ
はしなかった。ただ、理沙の体温だけが感じられていた。いつも。あったかい、と、わたしが言
えばよかった。そうすれば、こんな、みじめなめまいなど、感じないで済んだはずなのに。あり
がとうございます、と、日向の妻は言った。端整な上に、さらに端整にさせたような、綺麗な
女だった。すこしも性的な興奮を呼び起こさない、見事なまでに静物的な端整さ。なんか、日向
くんも、最後に、一樹さんみたいな仲間に出会えて、けっきょくは、幸せだったと思うんで
、…と、彼女が言ったのは、日向の告別式の、わたしたちの参列。理沙が言った。ブラックス
ーツ、似合うね。笑って、こごえで、ね。ホストみたい。てか、ホストか。てか、元、か
。…てか、葬儀屋さんになれば？ ばか。…じゃなくて。まじで。一番似合うんじゃね？ 葬儀屋
。本気で理沙が言っていることには気づいていた。あの人って、中学から引きこもりで、と、言
う多恵子は、もはや涙など流さない。彼女は妊娠していて、どうするんですか？「ずうと、幼馴
染だったんですけど。なんか、」…生みますよ。普通に。なんか、「幸せだったのって、小学生
のときくらいだった気がする。いっつも、」生んであげないと、だって、…「なんか。…で、高
校も、一応合格した高校に、一緒に」せっかく、さずかったし、わかりますかね？ たぶん「行き
ましたけど。続かないですよね。やっぱり。すぐ辞めて。ずっと無職だったし、」女なら、わか
るんですけど。妊娠すると、わかる。「なんか、図書館員なんかやって、地味に、」この子もち
ゃんと、自分で生きてるんで。まだ、「地味に。いいんですよ。地味でも。でも、なんか、救わ
れない」…ね。ね？ まだ、「救われない地味さってあるでしょ？ 不本意に、」まだ、…ね、「
埋もれてく感じ。…でも、最後は、」自分で生きてるわけじゃないけど、ちゃんと、「幸せだっ
たと思うんですね。皆さんのおかげで。わたしは、」生きてるんですよね。自分で。わかんない
けど、それでも、「反対してたけど。宗教団体みたいって。彼が死んだの、皆さんのせいかも
」…って。なんか。感じるの。ほんと、錯覚？ …かも、「しれないけど。わかりませんけど。
けど。幸せ、」…ね？ わかんないですけどね。けど、「…だったかなって。最期は。」感じるの
。白い花々で埋められた、その死体を見せられることは無かった。損傷が激しかった。美しい、
と、一瞬わたしたちがあのとき認識した、残酷で無残で、穢らしい成れの果て。あのとき、久雄
は言った。お前らの本気、見届けたから。民族的な、美学？ そうじゃない、と、わたしは思った
。普遍的なのでもない。あれらの、民族的に固有だとされる美学は、むしろ、どうしようもない
個人的ないじましさを持っていた。滅びた世界。この、既に滅びたわたしたち。かつて、何者を
も救わず、何者によっても救われなかった、無際限に嘲笑的な滅亡者たちの戯れ。…ねぇ。
なに？
おかあさん、どんなひと？
いいひと。
なんか、ね。あいしあってたよ。おやじと。
まじだ。理沙の鼻にかかった笑い声を聞いた。うざかった。
なんか、あの、あいしあってるかんじ、うざくて。
きたなくてさ。
なんか。いいひと。おやじも、おれも、みんなあいしてんの。
にほんも、ふぃりぴんも、やくざも、にゅうかんも。
なんか、みんなあいしてんの。うざいの。
うざくて。きたないの。なんか、
きたないの。一樹を警察に売ったのは、多恵子だった。彼女が亡夫のメール、LINEから掘り起こ
した資料は警察に提出され、彼女は宗教的団体による虐殺死の可能性を示唆した。警察は既に久
雄の事務所の捜査を徒労に終わらせたあとだった。もっとも、それらは久雄たちに対して横槍を
入れるいいえさにはなったので、それはそれでよかったのだった。日向の死は、彼らを十分満足
させていた。皇国及び琉球解放会の事務所に強制捜査が入った瞬間に、一樹は決断した。任意同
行を求められ、それを拒否した挙句、しかし、警察が押収しうる資料はわずかしかなかった。彼
らは、もともと言論活動を拒否していたのだから。活動実態といえば、スポーツクラブか、ボデ
ィビル団体の活動と変わりはしなかった。警察が一時帰署したあとで、一樹は団体員にメール
を打った。本日、一斉蜂起。
１、加賀健二、川村直人。首相官邸襲撃。
２、真砂雄太、村田要。官房長官宅襲撃。
３、白田貢、花田英俊、渡部翔。国会議事堂放火。
４、原田優輝、田村惣一。防衛庁長官宅襲撃。
５、木田悠、内田直哉、渡辺春人。警視庁長官宅襲撃。
一樹。待機及び、切腹於皇居前。
 
下記《檄文》、皇国及び琉球解放会フェイスブックに、21時21分、アップロード。23分、一樹個
人アカウントにて再度アップロード。

 
憂国義士告
下記の条、我等は求むる也。
一、琉球ならびに全本土よりの米軍完全撤退。



一、現家畜憲法即時停止及び完全破棄。
一、鬼畜米国との全条約・条例完全破棄。
一、自虐史観の完全破棄。
一、琉球人及びアイヌ人等非皇国人種等劣等種の国籍完全削除及び処刑。
一、在留支那人及び在留朝鮮人等劣等種の国籍完全削除及び処刑。
一、上記人種との混血人種及び、他国籍民との混血児の隔離及び再教育或いは処刑。
以上
つたなくも皇孫のはしたなき臣民たる我ら、臣民として上記訴える。
 
加賀健二、川村直人、首相官邸襲撃未遂。失敗。
加賀、首相官邸にて身柄拘束。拘留中に自殺。川村、逃亡の上自決。
官邸前道路に《皇国覚醒》の白スプレー落書きあり。
真砂雄太、村田要。官房長官宅襲撃未遂。失敗。
真砂、官房長官宅にて身柄拘束。拘留中に自殺。
村田、逃亡。
白田貢、花田英俊、渡部翔。国会議事堂放火。
白田、国会議事堂内にて《天皇陛下万歳》連呼の上焼身自殺。
花田、逃亡の上自決。二日後、午前七時半、日野市多摩川河川敷に於いて発見。
渡部、逃亡。
原田優輝、田村惣一。防衛庁長官宅襲撃未遂。失敗。
放火。全焼。
原田、逃亡の上自決。一週間後、皇居前にて午前４時発見。頭部剃髪。
田村、渋谷区幡ヶ谷にて逃亡中を逮捕。逮捕時覚醒剤保持。
木田悠、内田直哉、渡辺春人。警視庁長官宅襲撃未遂。失敗。
三名とも現場で身柄拘束。



永遠、死、自由《愛する人》７

 

 
 



 
 
 
 
経過報告を待つ。新宿の喫茶店で。誰からの報告もない。インターネットの記事で、経過を知っ
ていく。そんなものだろう、と一樹は思う、喫茶店の従業員に、不審を感じる。通報したに違い
ない。一樹は疑った。立ち上がって、店を出ようとする。従業員が駆け寄ってきたとき、彼は身
構えた。すみません。従業員が言った。お会計が、…まだ。声を立てて笑う従業員に、ややあ
って、遅れて一樹も笑いかけた。金を払う。立ち去る。皇居へ？ 辿り着けない気がする。困難な
死か？ 確実な死か？ 一樹は後者を選択した。タクシーで近場の原宿に向かう。身に着けた衣
類は、日向葬儀立会い時の喪服一式。感傷的だ、と一樹は思った。過剰に、感傷的だ。明治神宮
に向かい、もはや記憶されていない言葉の群れを途切れ途切れに、それらは時に笑わせる。小
さく、声を立てて、わたしを。ささやかれ、理沙を。耳元で、それらの、声は、それらが発され
た瞬間に、軽蔑的な瞬間。思われた。こんなものじゃない、言いたかったことは。わたしが、こ
んなことじゃない。言いたかったことは。理沙の豊かな胸に顔をうずめて、言うべきだったこ
とは。わざと甘えてみせてやりながら、理沙は許す。それら、女性の身体に対してなされるべき
、彼女を愛する男性のしぐさの一つ一つを。裏切りを、許容してやり乍ら。自分の身体に対する
自然な、…ねぇ。あまりに自然な愛撫のしぐさの一つ一つを。ね。
しようよ。
…なに？
しない？ …なにを？ …んー。…ん？ なに？
なに、わらってんの？ なに？ わらってない。ないから。わらって、…ないから。…さ。ね？
革命しようよ。
なに？ …かくめい。しようよ。しってる？
ん？ …いま。
…ね、いま。…ねぇ。ね、いちばん、このよのなかで、いちばんうつくしいの、やっぱ。かくめ
いなんだよ。…で。…
ん。…ん？ …でね、じゅんきょうしゃ。…んー。ね。…んね？
…え？ …ね。ん、…
は？
…ね？ ささやかれる。耳元で、ときに、距離を隔てた、皮膚と皮膚とがその体温を感じあわない
距離の間においてさえも。…ね。こども、つくろうよ。
理沙のささやき声を聞いた。うめくように、かすかに身をもがいて、やさしく羽交い絞めにした
彼女の腕の中で、わたしの頭部の感じた彼女のぬくもり。温度。体温。眼を開けば、一樹が死
んで、もう、一週間もたっていた。窓越しの陽光が見えるはずだった。昼下がりの。会社に行っ
たはるかは、夕方まで帰っては来ない。わたしたちは、夕方には出て行く。一樹は死んだ。も
はや、だれも思い出しはしなかった。ときに彼を思い出す瞬間以外には。インターネットの物見
高い記事だけが、かろうじてわたしたちにかつて一樹が存在したことの想起を強制した。ね、と
、その声を聞く。理沙の、…なんで？ 怯えながら、わたしが言うのを、声を立てて笑い乍ら、理
沙は言った。見つめながら、わたしを。身をくねらせて、上半身だけ起こした彼女は、素肌を直
接わたしに触れながら。その素肌に。朝方の交尾。そのまま、ずっと、まるで原始人か何かのよ
うに、さらされた素肌のままで、絡まりあったままで、いいじゃん。ほしい。こども。
…まじ？ …やだよ。
まだ。…まだ、なに？ …はやいって。
はやいよ。まだ、
はやい。「わかんないじゃん。」なにが？ と、そして、理沙は言った。ほんの少しの沈黙の中で
、わかんないじゃん。思い出したように。不意に、どうなるのか。…ね？ 試してみよう？ な
んで？ …ほしいから。…なんで？ …ね。



 
試してみようよ。

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

白い花々に埋め尽くされる。
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

それらは、それらがはかなくも一切の色彩を失ってしまっているかのように錯覚させた瞬間に、
すぐに、わたしたちは目の前の白の鮮烈さに、気付くのだった。
あざやかな、白の氾濫。気付く。すでに、ずっと、それらは失われた色彩ではなく、獲得された
色彩に他ならないことに。もはや。わたしたちの、目配せしあい、おたがいに沈黙しあった意
識の、意識された繊細さと、いま、目の前に見いだされたそれら、病的なまでの苛烈な正確さで
獲得されたこれら、色彩。白。無際限の繊細さで構築され、かすかなグラデーションをえがいて
。花々。…百合、菊、薔薇、かすみ草、それらはかさなりあった。黄色づく寸前で拒絶された黄
彩の微細な痕跡から、それらを抹消し尽くす無慈悲な白の推移、ときとして、逆光の中で透明さ
の可能性さえ獲得され、誰も見向きもしない葉と茎の緑は、白の中に自らを埋没させていた。火
葬場に、炎に包まれるためにおしこめられていく。渋谷区の葬祭場は、見事なまでに清楚で、飾
り気も無いままに、ただ、清潔だった。壁際に、まるで理沙とは、あるいは彼女を葬送する十人
程度の人間たちとは無関係であるような距離を置いて、わたしは立って、それらの葬送の儀式を
見る。風間と木村が、親友のように寄り添い、最早わたしには眼もくれない。だれも彼もが、初
めてであった人のように希薄で、親密な挨拶をかわしたすぐ後に、わたしと彼らとの距離は断絶
したかのように感じる。わたしが望んだのか、彼らが臨んだのか、もはや、ふと、こぼれ落ちて
、発生して仕舞った距離感が埋め難かった。なにも話すべきことはなかった。何も話し獲ない気
がした。彼らの知っている理沙と、わたしの知っている理沙との、それはまったく違う体験だっ
たが、確かに、同じ人間だった。わたしたちはお互いに、自分勝手に体験された理沙を消費して
仕舞ったのだった。いまも、記憶の中に消費しつづけながら。無残な気がした。その、祖父らし
い人間が、その棺に寄り添うようで、寄り添わない、繊細な距離のなかを、さまようように行き
来した。無残なほどに痩せた、衰えた男。腐ったものが日差しの中で乾ききったような匂いが
した。しずかな、声さえ潜められた空間の中に、無数の呼吸音と、衣擦れ、疎らなささやきの点
在が、絡み合わない音響の空間を形づくっていた。はるかは泣いていた。誰のものであっても、
涙のどうしようもない自慰じみた穢さはかわらない。しゃくりあげながら、時に、嗚咽を漏らし
、その自慰じみた昂揚。射精されたあとのような、こころの浄化。お前、どうする？ 口の中だけ
で言う。はるかに。彼女との、数メートル離れた距離の中で。彼女に聞き取られないですむよ
うに。口の中だけで、どうする？ 泣く女たち。花恵が泣いていた。お前、生きていられる？ 理
沙なしで。あの、あまりにも凄惨な轢死体。ちぎれ、傷ついた身体の残骸。花々が隠し、いま、
炎がすべてを隠しつくした。大丈夫だよ、と、ややあって、「…死なないだろ？」思った。わた
しは、「お前は。」言って、はるかの肩を抱きながら、「生きつづけるんだろ？」どうせ。理沙
の肢体が棺ごと、焼却炉の中に閉じ込められてしまったときに。死んだのだろうか？ 彼らは？
彼女は、理沙は？ それが信じられない。死ぬことができたのだろうか？ 死ぬことさえ、できは
しなかったに違いない。この世界が、滅びきっているのと同じ強度で。わたしさえも。はるかの
身体、その、わたしの腕の中に抱きしめられた、彼女を理沙は愛したのだった。その、やわらか
い身体と、体温を、例えばその豊満な乳房を、理沙は時に戯れにつかんで見せて、エッチ、やだ
、と、そのときはるかは言ったのだった。声を立てて笑い乍ら、その、わたしの皮膚が服越しに
感じた、彼女の身体の触感。愛したのだった。それを確認する。彼らは、死に獲はしなかった。
生きていた。あくまでも。あきもせずに。あまりの貪欲さのままで、わたしたちは。
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海。夕方の、朱に染まりかけた海。波。どうして、海はこんなにも惨めで、ちっぽけで、穢ら
しく、臭いのだろう。地表の表面にたまった、巨大な、潮に澱んだ水溜り。…幸せ？ あのとき、
振り向き見た理沙が言った。背後に、一樹たちのバーベキューのささやかな歓声が聞こえた。
俺は、…さ。彼女の声を聞く。…しあわせ、かな。

 
いま。
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Seno-Lê Ma
 
 
 
 

後記

この小説は、《愛する》という、不可解な動詞をめぐる小説です。

《愛する》というのはありふれた言葉だし、概念なのですが、

結局のところ、何をどうすれば《愛する》ことになるのか、

わたしたちはまだ知らないのではないか。

事実、知りえないのではないか、と。

 

非常に定義が困難で、難解な概念だと想うのです。

LGBTの問題も絡まりますが、この作品ではそれほどではありません。

LGBTに関して言うと、この言葉が個人的には嫌いで。

LもGもBもTも、まるで別の問題だと想うのです。

同性愛に関してはセクシュアリティをめぐる問題ですが、

Tに関しては、人間がその肉体ではなくして精神に重きを置くならば、

（そしてこれは精神をめぐる問題なのですが、）

単純に精神は女だったり男だったりするのだから、

いいわゆる身体障害の問題であって、セクシュアリティの問題じゃないと想う。

 

身体障害者は尊重しなければならないんでしょう？

だったら、尊重されるのが当たり前。

 

B、バイセクシュアルに関しては、これは、要するに私自身がそうですが、

やっぱり、性の越境者と言うか、自分の倫理として、

同性愛ないし異性愛をまで取り込んだ人たち、と言うことなんじゃないかなと。

うまれながらのBというのは、かなりレアケースだと想う。

もっとも、そういう方も中にはいらっしゃると想います。

これはあくまで、自分の経験を基にした印象に過ぎませんが。

かれらは自分で決断したはずなんですね。

単なるストレート（同性愛というストレート及び、

異性愛というストレート）にとどまることを、

あえて拒否する決断を。



美学的な決断であれ、倫理的な決断であれ。

 

LGの同性愛に関して、これは深刻な、内面的な問題だと想う。

哺乳類の生態によって、生物学的に正当化することが出来ない、

精神の愛そのものしか持ち得ない以上。

 

それに関しては、人は《愛する》ことの意味について、思考するしかない。

安易に認めることも、ましてや否定することも出来ない。

だから、僕は《愛》について考えるとき、いつも同性愛についてついて考えます。

 
あるいは、人間、という、特殊性について考えるとき。

 

格好をつけて言うと、傷付いた魂のために、ささげられた小説です。

 

Seno-Le Ma
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