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はじまり

　オレがケータイ小説にはまったのは、大学を卒業してから間もなくの事である。未曾有の大不

況のおかげで、見事に卒業後すぐのストレート就職に失敗したオレは、そのままズルズルとニー

トになっていった。さいわい、両親は理解ある人間で、オレが就職できなくても、ずっと実家に

居座り続ける事を認めてくれて、少なくても最低限生きていくだけの生活には困らなかった。

　最初こそ、まだ望みをもって、バイトを探してみたりもしてみたものの、面接で落とされ続け

たりすると、そうした活動すらも次第に嫌になってくる。とうとう、オレは仕事をしようという

意欲さえ失っていき、就職浪人としてブラブラ遊びほうける生活へと身をゆだねていった。

　とは言え、遊ぶのにだって金はいる。収入の無いオレには、わずかな金銭でも必要な娯楽には

、とても手が出せず、無料で（と言っても、固定接続費は親が出しているのだが）いくらでも遊

べる事と言えば、インターネットぐらいなもので、オレは自然の成り行きで、ネットばかりと接

触しているようなネット中毒っぽくなっていった。

　最初は、ホームページのはしご読みをしたり、無料オンラインゲームで遊んだりもしていたの

だが、オレが急速に興味を抱いていったのがケータイ小説である。大ヒットして、本になり、映

画にもなったと言う作品が、実際に読んでみると、信じられないほどヘタクソでくだらない出

来だったので、びっくりしてしまったのだ。この程度の小説だったら、オレでも書ける。

　実は、学生時代のオレは、そこそこの文学少年だった。本気で作家になりたいと考えていた時

期もあったのだ。数回、小説コンテストに落ちた事が原因で、その夢も破れたと信じ、忘れかけ

ていたのだが、こうして、低レベルの小説でもプロの作家になれるのだと分かると、ふつふつと

本来の成りたかった職業への思いが沸き上がってきた。

　かくて、オレはケータイ小説サイトへと加入し、ケータイ小説を乱作するようになったので

ある。趣味や気分転換で小説を書いていたのではない。オレは、本気で、ケータイ小説を足がか

りにして、プロの作家になるつもりでいたのだ。これは、オレなりの就職活動だったのである。

　しかし、期待していたように、オレの小説が沢山の人に読まれる事はなかった。本当に、まる

で誰も読みにきてくれないのである。アクセス数が増えないから、注目もされないし、そうな

ると、ケータイ小説からプロデビューなんて話も全くの夢のまた夢だ。

　こんなに面白くて、プロの作品とも大差のない出来映えのオレの小説が、なぜ、これほどまで

にも相手にされないのだろうか。ここまでひどいと、笑いたくなっちゃうほど人が来ないので

ある。

　別にアピールを怠っていた訳ではない。ケータイ小説サイトが提供している宣伝掲示板とやら

にも、頻繁に自分の小説の告知は行なってきたのだ。それでも、読者は全然来てくれないので

ある。

　やがて、オレは、ケータイ小説のヒット作品の恐ろしいカラクリに気が付いた。別に、皆に読

まれていない小説は、オレばかりではない。よーくケータイ小説サイト内を見回してみると、実

際には、オレ同様、ほとんど読んでもらえなくて、アクセス数が伸びない小説の方が過半数を占

めているのだ。それらの小説の中には、オレの小説と同じで、プロの作品として通用しそうなハ



イレベルなものも決して少なくはない。しかし、注目してもらえず、日の目を見る事がなさそう

なのである。

　つまり、ヒットするかどうかは、作品の善し悪しだけで決まっているのではないのだ。うまく

アクセス数が増えるレールに乗れるかどうかが重要なのである。その為には、やはり、宣伝がモ

ノを言う。それも作者自身が「これは面白いですよ」と言ったのではダメだ。何よりも、主催者

であるケータイ小説サイトにお墨を付けてもらう事が、一番効果的なのである。

　サイト自体が「この作品は面白い」と宣伝した小説なら、読者たちも、ほんとに面白いのだろ

うと思ってくれて、真っ直ぐ覗いてくれるようになる。そうなれば、当然アクセス数も増えるし

、アクセス数が多い作品ならば、なおさら、読者たちも「面白いから、アクセス数が多いのでは

ないか」と思うようになり、ますまず覗く人が増える事になる。あとは、この繰り返しで、どん

どんアクセス数が増えてゆく訳だ。最終的に、読者が多い作品こそ、この世界では勝利者なので

ある。

　そう考えると、なんだかバカバカしくなってきた。「ケータイ小説サイトに認めてもらう」と

言うのは、ちょっと形を変えただけで「コンテストで入選する」と言うのと、同じではないか。

結局は、一部の主催者、審査員の眼鏡にかなった作品だけが、ケータイ小説でも成功する作品な

のだ。一見、ケータイ小説とは読者数で人気作品を決めているように見えて、裏では、しっかり

主催者たちの操作の手がはいっているのである。そうなると、主催者たちに気に入ってもらえる

かどうかの運不運も、ヒット小説の作者になれるかどうかの要素だと言う事になり、作者の努力

や実力だけではどうしようもないと言う事になってくる。

　生まれつき運に恵まれなくて、他人に媚びるのが嫌いなオレのような人間では、とても主催者

にうまく取り入る事はできないであろう。要するに、ケータイ小説を書き続けてたって、オレが

プロの作家になれる可能性は限りなくゼロに近いという訳だ。

　それでも、長い事、ケータイ小説を書いているうちに、たとえ、主催者におんぶした出世街道

に乗らなくても、利口な宣伝をする事で、独力で読者も集められる事が分かってきた。

　そんな訳で、プロの作家になる為の足がかりにしようという望みこそ薄れたものの、自分の小

説にどうすれば読者を集められるかを調べるのが面白くて、今でも、オレはケータイ小説サイト

に色々な小説を投稿し続けている。それなりの成果もあげているし、興味深い発見もしている

ので、これからもオレがケータイ小説をやめる事はないであろう。

　しかし、こうして、ケータイ小説にどっぷりはまりすぎた事で、人生が大きく狂い始めていた

事に、しばらくオレは気付いていなかった。パソコン・ケータイ電話にかぶりつきのネット中毒

になったという意味ではない。もっと集中的な、ケータイ小説中毒になりだしていたのである。

　ネットを覗いていない時も、ずっとケータイ小説の事ばかりを考えふけるようになってしまっ

たのだ。いわゆる、小説のネタ作りにすっかり取り付かれてしまったのである。他に何もしてい

ないニートなものだから、なおさら、考える時間はいくらでもある。オレの頭の中は、それこそ

、寝ても覚めても、一日中、空想を練り回している状態だった。

　そして、それが、きっと悪かったのだと思う。

　やがて、その悪影響は、夜に見る夢にと現われだしたのである。



最初の悪夢

　その夢の中で、オレは亜人類だった。

　亜人類が何かをうまく説明するのは難しい。何しろ、夢の中での設定だから、そこでは、整合

性がなく、矛盾も例外も何でもアリだからだ。

　一つだけ、よく分かっていたのは、オレは普通の人間じゃないと言う事だけであり、それゆ

えに、普通の人間たちから忌み嫌われ、追われる立場だった。どうやら、人間たちに捕まってし

まうと、殺されるかどうかしてしまうらしい。

　夢の中のお話だから、それ以前の記憶がなくても、オレは、そういう状況設定をすでに心の中

で把握していて、何の疑問も感じていなかった。

　この夢が、未来の出来事なのか、それとも、現代と言う時代設定なのか、はたまた、地球外の

別世界での物語なのかも、詳しいところはよく分からない。しかし、大事な部分は、亜人類であ

るオレは、とにかく人間に捕まらないように逃げなくちゃいけないと言う事なのだ。

　それにしても、こうして目覚めてから思い起こしてみると、なんとも、三文SF小説のような世
界観の夢である。だが、ケータイ小説サイトの中には、この手のパターンのSF小説が、けっこう
溢れているのだ。それを読み漁って、自分も似たようなシチュエーションの小説を書こうとして

いたオレは、とうとう夢の中でまでも、こんなストーリーを見るようになってしまったみたいな

のである。

　それはさておき、まずは夢の話だ。

　この夢の中で、オレは夜の町並みをひたすら走って逃げていた。周囲に広がる風景は、オレ

が今、住んでいる街の一角のようで、あるいは、よく観察してみると実は知らない場所みたいな

、何とも馴染み深さのある市街地だった。夢の中で、こうした不思議な見慣れない光景が出てく

る事は決して珍しくもない話である。夢と言うものは、記憶から構築されているものなのかもし

れないが、現実の正しい記憶を常に再現するとは限らないからだ。その人の記憶量が増え、ごち

ゃごちゃになってくると、夢の中での現実の記憶の再現率はますます下がっていく事になるので

ある。

　しかし、たとえ、そうであっても、夢の中にいる時は、その奇妙な空間の地図が、なぜか、夢

を見ている本人の頭には分かっていたりするものだ。この時のオレもそうで、逃走中のオレは決

して迷う事もなく、この夢の街の中を上手に走り回っていた。

　運がいいのか、ご都合主義なのか、オレはまるで一般人たちとは出くわさなかった。どこへ

向かって走っているのかも、よく分かっていなかったが、このままなら、この夢で怖い思いはし

ないで済みそうだった。

　ところが、夢に、見ている側の要望は、そううまくは伝わらないものだ。突然、オレの進路に

一人の男が立ちふさがった。

「亜人類め、やっと見つけたぜ」

　そいつは言った。

　夢の中の亜人類のオレには、例によって、その男のデータは何となくインプットされていた。



　彼の名前は、ビリヤ・プライム。腕利きの亜人類ハンターだ。逃げ続けているオレにとって、

最大の天敵である。まともに戦って勝てる相手ではないので、オレにはただ逃げるしか手がない

事まで、すでに分かっていた。

　にしても、このビリヤ・プライムという男。現実では、全く会った試しのない、夢の中でだけ

の存在である。髪は金髪で、白人っぽく見えたが、そうなると、ますます現実でのオレとは接点

が無さそうなキャラだった。

　なぜ、この夢に、こんな人物が出てきたのだろう。夢というものが現実生活での不満や不安の

現れだと言うのであれば、ここでオレを襲う人物は、当然、現実世界でオレをいじめたヤツが出

てくるべきだ。それとも、この見知らぬ夢の都市同様、記憶が歪んで、現実世界で会ってたはず

の嫌いな人間の姿が、外国人のようにすり変えられてしまったのだろうか。

　おっと、こんな考察はどうでもよかった。

　今のオレは、まずは逃げなくちゃいけないのだ。

　走っていたオレは、ピタリと立ち止まり、すぐにビリヤに背を向けた。このまま、今来た道を

逃げ戻るつもりなのである。

　でも、それをあっさり見逃してくれるビリヤではなかった。背後にいたにも関わらず、ビリヤ

が何をしているのかは、オレにははっきりと分かった。

　自分の専用のジェットスクーターをリモコンで自分のそばにまで引き寄せると、そこから大き

な重火器を取り出したのだ。銃口は、急いで走り逃げているオレの方に定めている。

　直接見なくても、ビリヤがサディスティックな笑みを浮かべている様子まで、オレには明白に

察知できていた。それが夢の世界と言うものなのだ。

　このまま、弾を発射されたら、オレは絶対にオダブツだ。

　ビリヤは引き金を引いただろうか。引いたと思った瞬間、オレは先に悲鳴をあげた。

　その悲鳴の動揺で、オレはこの時点で目を覚ましたのだった。

　まさに、危機一髪の状態での脱出だった。



仲間たち

　なんとも、後味の悪い夢だった。できれば、二度と見たくないような悪夢である。

　翌日、チャットを通して、オレはケータイ作家仲間に、この夢の事を話してみる事にした。

　言い忘れてたが、ケータイ小説を続けてたら、それなりに同じ作家仲間と言うものも出来てく

るものだ。オレにも、何人かの親しい作家友達がいた。メールやチャットでよくお喋りする、リ

アルの友達以上に気の許せる連中である。

 
清水　誰か、いない？

 
　と、さっそく、オレはチャットルームに書き込んでみた。オレのケータイ小説サイト上でのペ

ンネームは「清水一色」である。「しみず」ではなく、清水寺にあやかって「きよみず」と読む

のだ。通して読むと「きよみずひしき」で、当然、作家友達の間でも、この名前で通している。

他の作家友達連中も、同じように、ケータイ小説を書く時のペンネームを、そのまま自分のハン

ドルネームにと使っていた。

　オレの書き込みを見つけたらしく、すぐに、特に仲の良かった影子がチャットにと混ざって

きた。

 
影子　やっほー。こんにちわ、清水さん。今日も早いのね。

 
　彼女は「間野影子」と言って、本人の自己紹介によると、まだ高校生らしい。ケータイ小説サ

イトには、確かに女の子らしい内容のエッセイとか詩などを発表しており、話した限りでは、と

ても素直そうな感じなので、オレは彼女の言う事をそのまま信じていた。

　なんでも、リアルでは、学校でいじめを受けているらしい。その事で、オレが慰めてやったと

ころ、急速に仲良くなってしまったのである。実際はどんなルックスの女の子なのかは知らな

いが、少なくても、アバターや会話内容から想像した限りでは、ごく普通の女の子のように思え

たし、たとえ顔が見えない付き合いでも、やはり異性と仲良くする方が楽しいものなのだ。

 
清水　こんにちわ、影子ちゃん。もう、学校終わったの？

影子　今日は半日だったんだ。

清水　今日は、学校でイヤな事なかった？

影子　ちょっとだけ。でも、心配しないでね。ほんとに、ちょっとだけだったから。

 
　こんなたわいもない会話でも、リアルでは彼女がいないオレにとっては、影子とのトークは非

常に心がときめく楽しい時間だった。

 
影子　清水さんの方はどう？今日は、お仕事探しにでかけたの？



清水　いや、最近、さっぱりで。どうせ、面接で落ちるかと思ったら、やる気が出なくてさ。

影子　ダメよ。もっと自信をもって、がんばって！

 
　どっちが慰められているのやら、分かったもんじゃない。オレが就職浪人である事は影子にも

教えちゃったので、最近はオレの方が心配されてるような有様なのだ。

　その時、二人の会話に、いきなり球異が割り込んできた。

 
球異　こら！清水に、影子たん！また二人っきりでお喋りしてて、ずるいぞ！

 
　こいつの名前は「球異探偵王」。「たまい」と読むのかと思ったら、「きゅうい」が正しいら

しい。やたらと明るい男で、ケータイ小説サイトには、思いっきりヘボな推理小説を投稿して

いる。本人は、リアルでも探偵をしていると吹聴しているのだが、どこまで本当なのかは分から

ない。

 
影子　球異さん、こんにちわ。

清水　よお、球異。じゃあ、さよなら。

球異　おいおい。そう邪険にしないでくれよ〜。

令子　嫌われて当たり前じゃない。あんたって、ほんと空気が読めないんだから。

 
　あらたに加わってきた彼女が「結鬼令子」。この名前は、「結城」という苗字の「城」を「鬼

」に置き換えて、「ゆうき」と読むんらしい。ケータイ小説サイトには、すごく本格的な学園ラ

ブコメや恋愛小説などを掲載している。リアルの年齢や素性については、ほとんど話してくれた

事がないのだが、作品の文章やチャットでの会話とかがとてもしっかりしているので、恐らく、

それなりの年長者で、どこかの商社のOLあたりなんじゃないかとオレは睨んでいる。
 
球異　だって〜。おいらも、もっと影子たんとお喋りしたいよ。

令子　球異には私がいるじゃない。ベストカップルでしょ。

清水　よっ、ご両人！今日もお熱いな。

球異　えええー！おいら、もっと若い子とペアになりたいんだ。

令子　なんだとお！（笑

 
　オレと影子が親しいように、実は、球異と令子のコンビも非常に仲がいい。リアルでも会った

事があるのかどうかは分からないが、少なくても、ネット上、チャットなどでは必ず、この二人

は常に行動を共にしている。どこが気に入ったのか分からないが、どうも令子の方が球異を好い

ているような様子なのだ。

　ここで、やや遅れて、所田がチャットにと姿を現した。

 



所田　やあ、諸君。今日も、さっそく、皆でお集りのようだね。

 
　こいつが「所田和司」。これまた変わったペンネームだが「ところだ」と読む。専門は、難し

い用語を書き連ねたSF小説だ。チャットとか、普段のお喋りでも、やたらとオタクっぽいSF話を
口にしたがる。リアルでは自分は発明家みたいな事を言っているのだが、実際には、大きな会社

の製品開発部門にでも勤めているのかもしれない。

 
令子　これで、いつものメンバーが揃ったみたいね。今日は、何のお話をしてたの？

球異　だから、影子たんと清水ばっかり仲良くしててズルいから、仲間に入れてって言う話を。

清水　違う、違う。ちょっと、今日は、夢の話をしたかったんだ。

所田　夢？また、お前の「小説家になりたい」って無謀な挑戦の話か？

清水　そっちの夢じゃなくて、夜に見る夢の方だよ。

影子　面白い夢でも見たの？

清水　その逆。おっかない夢なんだ。

令子　どんな？

清水　ボクが特別なタイプの人間で、そのせいで、他の人間たちから命を狙われちゃうんだ。

球異　なんだ、それ？所田の書いたヘタクソなSF小説みたい。（笑
令子　あ、私もそう思った！

影子　あたしも。

清水　なんだ。皆、やっぱり、そう思うんだ。

所田　これこれ、諸君。話が脱線してるぞ。清水くんが話したいのは、自分の夢についてだろう

？

 
　所田が慌てて止めにはいった。インテリぶってる彼の事をわざとからかってやると反応が面白

いので、ついつい、皆、盛り上がってしまうのだ。

 
清水　妙に現実感があって、すごい怖かったんだ。最後には、ハンターまで出てきて、ほんとに

殺されそうになっちゃった。

球異　なんか、ガキっぽい夢だな。

影子　清水さん、かわいそう。

令子　そういう夢見るのってさ、やっぱり、リアルで何か心配事があるからなんじゃないのか

しら。

所田　疲れてるんだよ。清水くん、まだ就職決まってないんだろう。その焦りが追いかけられる

夢と言う形で出てきてしまうんだ。

清水　ほんとに、それだけなのかな。

球異　でも、そんな夢見れて、楽しいじゃん。わざわざ、小説読まなくてもいいし。

清水　面白くなんかないよ！殺されかける夢だよ！



所田　小説の鉄則。主人公は、どんな危機的状態におちいっても、ご都合主義で最悪の事態だけ

はまぬがれる。まぁ、それに当てはまらないケータイ小説書くヤツもいるけどね。

球異　あ、おいらが書いた推理小説の事だ。

令子　褒めてくれてるんじゃないよ。

清水　やだなぁ。だったら、また、こんな夢を見ちゃう事になるのかな。

影子　あのね。清水さんが今度その夢を見たら、あたしが守りに現われてあげたいな。

清水　ほんと？影子ちゃんって、やさしい！

球異　こらあ！また二人でいちゃついて！だったら、おいらも、邪魔しに乗り込んでってやるぞ

！

令子　もう、球異ったら、なに対抗意識、燃やしてるのよ。そんな事言うんだったら、私も球異

を連れ戻しについてってやるから。

所田　あー、皆が行くんだったら、もちろん、私も参加する！

球異　所田はいいの！お前が出てきたら、清水の夢が、ほんとにベタなSF小説になっちまう。
所田　わー、ひどい。また、私の小説をバカにする〜！

 
　このような会話を、毎日、オレたちは遅くまで交わしていたのだった。正体不明なヤツばかり

だが、オレにとっては、本当にかけがえのない仲間たちなのだった。



伯父さん

　そして、寝る前にこんな話題で盛り上がったりしたのがまずかった。

　その夜も、オレは昨晩と同じ夢を見る事になってしまったのである。

　またもや、夢の中では、オレが逃げまどっていた。今度は市街地なんかではない。高速道路の

ような一直線の道を、ただひたすら走り逃げているのである。時間帯は真夜中で、明かりと言

えば、星空の中央に輝く大きな満月ぐらいなものだ。道路の左右は完全な荒野が広がっており、

隠れる事ができそうな場所や建築物は何もない。

　しかも、今度の夢では、見始めた時点で、早くも、あのビリヤがオレのあとを追いかけてきて

いた。その上、二日続けて夢に登場した事で、ディテールがより詳しくなったらしい。ビリヤは

、普段は防護用のサングラスをかけているが、素顔はかなりの美形キャラであると言う事も分か

ってきた。容姿とは裏腹に、性格は悪魔のように残忍で卑劣なのだ。

　こんなヤツに狩られるだなんて、たまったもんじゃない。

「どうした、亜人類！お前は逃げるしか能がないのか！」

　ジェットスクーターに乗って、逃げるオレのすぐ後ろにぴったりくっついているビリヤが、オ

レに怒鳴りつけてきた。

「亜人類は、皆それぞれ、特殊な超能力を使えたはずだぜ。お前は何もできないのかよ。面白く

ないぞ。ちょっとは超能力で立ち向かってきてみろよ」

　そんな事を言われても、夢の中で、行き当たりばったりに亜人類の役を与えられたオレには、

自分がどんな能力を持っているかなど、さっぱり思い付かない。

　全く、なんで、オレがこんな目に合わなくちゃいけないのだろうか。

　そう思った矢先、オレの目前には、男性らしき人影がいきなり現われて、オレの逃走を妨害し

たのだった。夢の中だから、そんな不条理な現象も起きうるのである。

「お前は、まだ、こんな事をしているのか！」

　その人物が、薮から棒に、オレの事を叱りつけてきた。

　その一言で、その人物が誰なのかが、顔をよく見なくても、すぐに分かったのだった。

　こんな事をオレに言うのは伯父さんだ。絶対に間違いない。

　この伯父は、学生時代にオレが小説ばかりを書いていた時、たびたび、こんな口調でオレをた

しなめたのだった。小説家なんかになれるはずないのだから、そんなムダな事はしないで、真面

目に働く事を考えろと、顔を合わすたびに、オレに説教してくれたのである。本人は、オレの事

を思って、そんな事を言ってくれていたのかもしれないが、全くの余計なお世話だ。小説家にな

れないなんて、実際に挑戦してみないと分からないではないか。オレの未来ぐらいは、オレが自

分で模索したっていいはずだ。そんな訳で、オレは、この伯父の事が本当に嫌いだった。

　しかし、この伯父も、今はもう居ない。三年ほど前に、いきなり死んでしまったのである。突

然死だったらしいが、ウワサでは、仕事のし過ぎの過労死じゃないかとも言われていた。伯父が

死んだ時は、オレも、ほれ見た事か、と思ったものだ。きっと楽しくもない仕事に人生の全てを

費やして、結局、過労死したなんて、まさに、それこそがムダな生涯だったとしか言いようが



ない。伯父の葬式に参列した時、オレは、つくづく伯父のような人生だけは送りたくないと実感

したものだった。この葬式で、伯父の家族たちが、伯父の遺体の前でわんわん泣いていた姿が今

でも妙に印象に残っている。偉そうな事を言いながらも、伯父は大切な家族を残して、さっさと

先に死ぬような、愚かな生き方を選んだのだ。

　そんな伯父が、なぜ、今ごろになって、オレの夢になど現われたのだろう。就職に失敗して、

なおかつ、やっぱり小説家にもなれないオレの事を、死んでからも、あざ笑うつもりなのだろ

うか。きちんと仕事についていて、過労死するまで働き抜いた自分の事を誇りたいのかもしれ

ない。立派な社会人である伯父に比べれば、どうせ、オレなんて、何も出来ない落ちこぼれな

のだ。でも、オレだって、好きで、職にも付かずに、ニートをしている訳ではない。オレがいく

ら求めていたって、仕事にも小説家にも採用してもらえないのだ。一番つらいのはオレ自身だと

言う事を、どうして分かってくれないのだろう。

「伯父さんなんて、キライだ！」

　オレは、思わず大声で叫んだ。

　同時に、目の前の人影はフッと消滅したのだった。

　しかし、こんな邪魔がはいったおかげで、とうとう、ビリヤには、すぐ後ろにまで追いつかれ

てしまったようである。

　でも、それでもいいのだ。オレは、今の状態がほとほと嫌になってきていた。

　こんな苦しい思いをして、なぜ逃げ続けなくてはいけないのだろう？いい加減、自分の意志で

ケリをつけてしまってもいいはずだ。

　伯父の出現は、オレをイヤな気分にさせたばかりではなく、好転ももたらしてくれた。すな

わち、死者が現われると言うのは、今の状況は現実ではないのであり、夢であると言う事をオレ

にと自覚させてくれたのである。

　夢の中で、自分が夢を見ていると自覚するのは、決して特殊な現象ではない。これを専門用語

では明晰夢と言うらしいのだが、注意していれば、けっこう、夢の中で夢を自覚する行為は誰で

も出来うる行為なのだ。浅い眠りで夢を見ていたり、夢から覚めかけている時ほど、夢の自覚は

しやすいとも言われている。何よりも、死者が出てくるなどの特異な状況に出くわした時には、

すぐに、これは夢だと気が付きやすいものなのだ。

　さて、今の状況が、虚無の夢の中の話だとさえ分かってしまえば、オレだって、この先にとる

べき行動は変わってくる。ここで殺される展開になったとしても、きっと、現実世界でも死んで

しまうような事はあるまい。それなら、さっさとビリヤの手にかかって、この逃走劇を終わりに

してしまった方がずっと気が楽になるはずである。

　そうなのだ。オレは、そうやって、これまでも、辛い事はあっさりあきらめて、楽な道を選

んで、人生を切り抜けてきた。これからだって、そう生きていくはずだろう。それなのに、夢の

中で、こんなに頑張ったりするのは、あまりにもバカげている。

　オレは、ピタリと走るのを止めた。覚悟を決めて、ビリヤに身をゆだねる事にしたのだ。夢の

中で殺されるのが、どのような感覚なのかは分からない。でも、ムダに努力して、走り続けてい

るよりはずっとマシではなかろうか。夢の中であろうと、過労死のようなマネだけは、オレは絶



対に選びたくはない。

「なんだい。もう観念したのかよ」

　立ち止まったオレの背中の方から、そんなビリヤのセリフが聞こえた。

「じゃあ、お望み通りに地獄に送ってやるよ」

　その「地獄」という一言に少しだけオレは動揺した。

　オレは死んだら天国に行けないのだろうか。悪い事をしてきたつもりはないが、地獄に落ちる

タイプの人種だったのだろうか。

　そんな風に考えていると、死を選ぼうとした事に次第に後悔の気持ちが湧いてきた。

　その時だった。

「ダメ！あきらめちゃいけないわ！最後までがんばらなくちゃ！」

　女の子のかわいい叫び声が聞こえてきた。

　オレも、そして、ビリヤも、瞬間、その声の方に気を取られたようだった。

　このタイミングを狙ったかのように、二人組がオレの目の前に姿を現した。さっきの伯父とは

全く印象が異なる、まるで知らない連中である。

「さあ、今よ！ここを逃げ出すのよ」

　そのうちの一人である、スラッとした細身の女性がオレに呼びかけた。声質が違うので、さっ

きのかわいい声の女の子とは別人のようだ。

「清水！ここは、おいらに任せろ！」

　と、もう一人の、スーツ姿の男が元気な声で言った。

　おいらって、まさか、こいつは？

　考える余裕もなく、状況は急展開していった。

　男女の二人組は、オレを囲むように立ち、盾となってくれる。ビリヤからオレを守ってくれよ

うとしているのだ。

「何なんだ、お前たちは！」

　と、ビリヤが怒鳴った。

「私たちは、この人の友達よ。友人を助けようとしたらいけないの？」

　オレをかばってくれている女性が言い返した。

「亜人類は殺さなくちゃいけないんだぞ。邪魔したら、お前たちも殺してやるからな」

　ビリヤが腰のホルスターからレーザー銃を引き抜いた。こいつは、ほんとに、亜人類じゃなく

ても平気で殺しちゃうような人間なのだ。

　銃口を向けられた事で、驚いたスーツの男がこそこそ逃げ出しそうな様子を見せたが、すかさ

ず女の方が押さえつけていた。

「まとめて葬ってやる！」

　ビリヤが怒鳴った時、またもや、あらたな人物が現われたのだった。

「やあ、諸君。待たせたな」

　と、男の声が聞こえてきた。その声の方向には、今度は、白衣を着た男性が立っていた。

「遅れて、顔を出しながら、気取ってるんじゃないよ」



　と、スーツの男がケチをつける。

「お前は何しに現われたんだ」

　ビリヤが白衣の男向けて怒鳴った。

「私は、人よんで亜人類ハンターハンター」

　白衣の男がビシッと構えて、そう名乗った。

「あーあ、ほんとにやっちまった。ベタなSFの展開だ」
　と、スーツの男。

　しかし、そんな事おかまいなしに、白衣の男は、どこから取り出したのか、携帯用の小型のミ

サイルランチャーを肩に担いでみせた。

「さあ、亜人類ハンターくん。今度は君が狩られる番だ」

　すまして、白衣の男が口にする。

「ま、待てよ。ほんとに、ここで、そんなものをぶっ放すつもりかよ」

　尻込みしながら、ビリヤがおののいた。

「もちろん。これは、亜人類ハンター抹殺ミサイルなのだ」

　白衣の男が言い終わるのも待たずに、ビリヤは急いでジェットスクーターをふかすと、それ

に乗って、逃走を始めていた。こいつは追うだけではなく逃げ足も速いのだ。

「目標捕捉！ファイヤー！」

　あくまで飄々とした態度で、白衣の男が叫んだ。

　その時、すでにビリヤのスクーターはかなり向こうの方まで逃げてしまっていたのだが、ミサ

イルの追いかける速度は、それよりもはるかに早かった。

　発射とともに、瞬く間に飛んでいったミサイルは、遠くかなたにいたビリヤの姿と重なったか

と思うと、鈍い爆発音をあげて、続けて、その周辺を瞬時に火の海に変えてしまった。ビリヤが

どうなったのかは分からない。

 まさか、ここまで効果があるとは、本人が一番分かってなかったらしく、白衣の男が「おーっ」
と一番歓声をあげていた。

　とにかく、これでひとまず、オレが狩られる展開は一段落ついたようなのだ。

「清水くん、良かったね！助かったのよ」

　と、まずは、盾になってくれた女性が、笑みを浮かべて、オレに声を掛けてくれた。

　よく見直すと、なかなかのイカす美人である。若干、きつい顔つきに見えなくもない。黄色く

染めた髪は肩まで伸ばし、額にはヘアバンドをしていた。

「感謝しろよ。名探偵に守ってもらったんだからな」

　と、今度はスーツの男がニコニコしながら、言った。

　こいつも、よく見ると、なかなかの男前である。それ以上に目を引く点として、この男は、な

ぜかミスマッチなシルクハットなどをかぶっていた。

「あのな。お前は何もしてないだろ」

　スーツの男の発言に苦笑しながら、白衣の男もオレのそばに歩み寄ってきた。

　この白衣の男は、それほどの美男子ではなかったが、いかにも知的な雰囲気が漂っていた。



「もしかして、君たちは、令子さんに球異に、所田か？」

　オレは、感じた事をすぐに口に出した。

　すると、三人は笑顔でうなずいたのだった。

「私たちだけじゃないのよ」

　と、嬉しそうに令子が言葉を続けた。

　彼女が目を向けた先には、一人の小柄な美少女が立っていた。まさに、とびっきりのカワイイ

女の子である。ショートヘアで、色白で、まるでフィギュア（お人形）のようなルックスだ。

「清水さん。助けてあげれて、本当に良かった」

　と、その子は大きな目を潤ませて、オレに話しかけてきた。

　その澄んだ声は、最初にオレを励ましてくれた、あの女の子に間違いない。

「君は、影子ちゃんだね！」

　思わずオレは声を上げた。

　その少女は、嬉しそうにうなずいたのだった。

「思った通りだ。影子ちゃんって、やっぱり、こんなにキュートな女の子だったんだ」

　ついつい、オレは彼女を褒めちぎってしまった。

「そんな事ないよぉ。清水さんだって、とってもカッコイイよ」

　顔を赤らめて、影子が謙遜した。

　考えてみれば、ここは夢の世界なのだ。実物の彼らとは違って、皆の姿は、オレの先入観に基

づいたものにデフォルメされていたに違いあるまい。

「それにしても、なんで、皆、ここに？」

　と、オレ。

「助けにきてやるって言ったじゃないか。それが本当になっただけだい」

　球異が言った。

「そうよ。ステキな話じゃない。こうやって、夢の中でオフ会ができるなんて」

　と、令子。彼女は、球異の横にピタリと寄り添って、早くも仲良しぶりを見せつけていた。

「確かに。私も、こうして皆に会えてよかったよ」

　所田も、なぜか得意げな口調で言った。

　でも、オレの目は、自然と影子の方ばかりに向いていたのだった。影子の方も、熱いまなざし

でオレの方を見つめてくれていた。言葉なんていらない。オレたち二人には、お互いの感動の気

持ちが完全に分かり合っていたのである。

　本当に最高の夢の結末であった。これも、昨晩、たわいもない話をして、皆で盛り上がった事

の賜物なのであろうか。

　そんな至福の途中で、気持ちよく、オレは目を覚ました。



後日の話し合い

　翌日、オレは、昨夜の痛快だった夢の事を、さっそく、チャットで皆にも話してみたのだった

。

 
清水　昨日も、あの追われる夢を見たんだけどね、最後に面白い事になったんだよ。

影子　どんな？

清水　影子ちゃんがホントにボクの事を助けに現われてくれたんだ。

 
　影子は、すぐには返事を書き込んではくれなかった。そこで、オレは、そのまま一方的に話を

続ける事にした。

 
清水　影子ちゃんだけじゃない。球異や令子さん、所田まで出てきたんだよ。すごいだろう！

影子　不思議ね。

清水　何が？

影子　あたしもそっくりな夢を見たんだ。清水さんを助ける夢。清水さんを追っかけているとい

う悪い人も出てきたわ。あたしが叫ぶと、その人が動きを止めてくれたの。

球異　ふふふ。そのあと、おいらも援軍に現われて、ばっちり清水を救出してやったのだ。

 
　そこで、いきなり、球異と令子も話に割り込んできたのだった。

 
清水　なんで、お前まで、ボクの夢の話の流れを知ってるんだよ？

球異　これは、清水の夢の話じゃない。おいらと令子たんの活躍した夢の話なのだ。

令子　実はね、私たちも、先にその話をして、おかしく思っていたところだったのよ。照らし合

わせてみると、全く、同じ内容の夢を見たみたいなの。

清水　じゃあ、令子さんも？

令子　ええ。殺されそうになった清水くんの前に、私と球異で立ちふさがってあげたわ。清水く

んが見た夢と言うのも、そういうストーリーだったの？

影子　あたしが見た夢も、まるで同じよ！二人とも、とってもかっこ良かったわ。

清水　ウソだ。皆で一緒の夢を見るだなんて。誰か、わざと話を合わせてないか？

所田　きっと、全て、真実だよ。この夢のオチは、私がお話しよう。

 
　と、例によって、最後に、所田がチャットにと潜り込んできた。

 
所田　最後は、正義の亜人類ハンターハンターが現われて、悪党を退治したのだろう。さて、使

った武器が何だったか、答えられるかな。

令子　ミサイルランチャーね。



所田　ご名答。ここまで内容が一致してたら、わざと話を合わせてるとは思えないな。恐らく、

本当に皆は同じ夢を見たのだろうね。

球異　いやあ、このベタなオチだけは一致してほしくなかったな。（笑

所田　なんだと！

令子　まあまあ、怒らない。（笑

清水　でも、信じられない。皆で同じ夢を見るなんて事が、ほんとにありえるのかい？

所田　正確には「同じ夢」を見たんじゃない。それぞれが、別の立ち位置で、一つの夢を共有し

たと言う事なんだろう。奇怪でも、納得するしかない。その方が面白くて良いだろう？

影子　あたしもその意見に賛成！たとえ、夢の中でも、清水さんとはじめて会えて、とっても楽

しかったもん。

清水　影子ちゃんの方こそ、すごい可愛かったよ。

影子　やだ。それは、きっと、夢の話だからよ。

令子　あーら。私だって、けっこう美人だったでしょう。

球異　それなら、おいらだって、絶世の美男子だったはずだーい！

清水　夢の中だったら、ウソのつきまくりだよな。（苦笑

所田　とにかく、こんな夢を見る事ができたのも、私たちの心が非常に似通っていたからなのか

もしれないね。同じような考え方の持ち主だから、夢だって、同じ内容のものを見てしまう。そ

れが確率世界の法則ってものさ。

令子　かたっくるしい理屈は抜きにして、私たちの仲良しの証明ってところね。

影子　物語をこよなく愛するケータイ小説家どうしの絆ね。

球異　なるほど。ベタなSF小説ばんざいだ。
所田　ベタはよけいだよ。（笑

 
　本当に、オレたちは素敵なケータイ小説仲間だったのである。

　もちろん、この時点では、この夢の共有が、これからも頻繁化する事になろうとは、誰も思っ

てはいなかったのだった。
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あの頃に戻りたい

　その日の昼間は、オレは久しぶりに、バイトの面接なぞを受けに行っていた。

　大学卒業後、就職浪人になってから、しばらくが経ち、まともに仕事につく気持ちもすでに失

せかけていたオレだが、そんなニート化してゆくオレの事を見かねて、親がつてを頼って、バイ

トを探している職場を見つけてきてくれたのである。

　印刷関係の補助みたいな仕事で、少なくても、レジ打ちや力仕事なんかよりは、オレには向い

ていそうだ。そんな訳で、オレも少しやる気になって、面接だけでも受けてみる事にしたのだが

、これが思ったより相手の反応は険しかった。

　それで、手厳しい事を色々と言われてしまったオレは、またもや就職したい意志が吹っ飛んで

しまい、面接が終わった段階で、早くも結果さえどうでもいいような気分になってしまった。

　こんなムシャクシャした心境の時は、リアルの事はいっさい忘れて、ネットに浸るのに限る。

今のオレにとっては、ネットの仲間の方がずっと心を許せる親友たちなのだ。

 
清水　ねえ。誰か、いない？

 
　と、オレは、いつものチャットルームに書き込みをしてみた。

　すると、それを見つけた我がガールフレンド、影子がすぐに顔を見せてくれたのだった。

 
影子　やっほー、清水さん。

清水　こんにちわ、影子ちゃん。

影子　はい、こんにちわ。

 
　こないだ、夢の中で出会ってから、オレと影子はますます仲良くなっていた。彼女は、オレ

にとっては自慢したいほどステキな恋人なのである。もっとも、ネット上でだけの付き合いな

ので、本当に「彼女」と呼んでいいのかどうかは、若干疑問にも思える部分もあるのだが。

 
清水　新しく発表した作品、読んだよ。とっても良い詩だね。

影子　ありがとう、清水さん。いじめられている子どもの辛い気持ちとか悲しい心とか、きちん

と伝わったかな。

清水　じーんと感じてきたよ。沢山の人に読んでもらえたらいいよね。

影子　ほんと？他の皆にも、そう思ってもらえたら嬉しいんだけどな。

 
　影子は、リアルでは高校生で、学校ではいじめられているらしい。そのせいか、ケータイ小説

では、いじめを題材にした詩とかエッセイなどをいっぱい書いているのだ。彼女が言うには、こ

れらを皆に読んでもらって、いじめの真実を分かってもらう事で、少しでもいじめが無くなって

ほしいという願いがこもっているのだそうである。



　影子の作品を見ているうちに気が付いたのだが、実は、ケータイ小説サイトに寄せられている

作品と言うのは、いじめをネタにしたものがやたらと多い。それも、傾向としては、女性作家

で「自分の体験談」と称したものが相当数に及ぶのである。

　つまるところ、ケータイ小説とは、シロウトが何でも書ける空間なので、いざ場所を提供して

やると、そういった、いじめや虐待などに不満を持つ弱者たちがいっせいに集まってしまったと

言う事なのだろう。そして、書く方もいじめ体験者なら、読む方もいじめ体験者が多いので、こ

うした「いじめ話」が意外と人気作品になったりもするのだ。

　オレも、今度、閲覧数アップを目当てに、いじめの話を書いてみようかと思っている。しかし

、実際にいじめられていると言う影子とかの文章を読んでみると、そこにはやはり、本当の体験

者でないと分からないような迫力や説得力などがあり、オレの書くフィクションなんかでは、と

ても、このような作品に仕上げてみせる自信がなく、早くも執筆がとどこおっている始末なのだ

った。

 
清水　ああいう作品を書いたって事は、また学校で嫌な事があったの？

影子　違うと言ったら、ウソになるけど。

清水　ボクはいつだって影子ちゃんの味方だからね。話しか聞いてあげられないけど、辛い事

があったら、いくらでも相談してね。

影子　ありがとう。清水さんって、ほんと、優しいのね。でも、あんまり気を遣わないでね。あ

たし、くじけないで頑張るから。

 
　二人の会話は、何だか、とってもいい雰囲気になってきた。

　しかし、そんな時に必ずと言っていいほど、球異のヤツが邪魔しに割り込んでくるのである。

この時もそうだ。

 
球異　また、二人でいちゃついている〜！おい、清水！影子たんの独り占め禁止だぞお！

 
　いきなり現われた球異のガサツな発言のせいで、ロマンチックな空気も台無しである。

 
清水　あのな、球異。影子ちゃんをモノみたいな言い方するなよ。可哀相じゃないか。

影子　球異さん、こんにちわ。別にあたしは清水さんだけとお話してる訳でもないのよ。だけど

、清水さんがいつも、あたしのいじめの相談に乗ってくれるの。

球異　いじめの相談だったら、名探偵であるおいらこそ、適任だぞ。影子たんのボディガード

になって、いじめっ子から守ってあげよう！

清水　影子ちゃんは学校でいじめられてるんだぞ。どうやって助けてやるつもりだよ。

球異　名探偵の尾行術に不可能はない！ある時は机に化けて、ある時は教壇の中に隠れて、四六

時中、影子たんの事を見守っていてあげよう！

令子　バーカなこと言ってんじゃないわよ。そんな事できる訳ないじゃない。影子ちゃんのいじ



めの問題は本当に深刻なんだから、もっとマジメに考えてあげなさいよ。

 
　そろそろ介入してくるんじゃないかと予想はしていたのだが、案の定、球異の発言にあきれた

令子が、ひょいと姿を現した。令子と球異は仲良しカップルなので、いつも、大体、同じタイミ

ングでチャットに参加してくるのだ。

 
影子　令子さん、こんにちわ。

令子　はい、こんにちわ。

清水　こんにちわ、令子さん。ねえ、どうにかしてくれよ、球異のヤツ。

令子　ごめんね。球異がいつもいつも迷惑かけちゃって。

球異　おいらも、影子たんの相談に乗ってあげてただけだぞ。

令子　ねえ、球異。いじめの問題は、本人は真剣に悩んでいるものなんだから、冗談を言って、

笑わせてあげたら、それで済むってものでもないのよ。

球異　おいら、これでも本気なのにー。

清水　本気であんな事言ってるんじゃ、それこそ、ダメだ、こりゃあ。（苦笑

影子　でも、球異さんの、あたしを心配してくれている気持ちだけは温かく伝わったわ。球異

さん、ほんとにありがとう。

 
　オレは、心の中で、えええ！と思った。

　球異のあんなアホ発言でも、お礼を言っちゃうなんて、影子はあまりにも優しすぎる。何よ

りも、オレの立場がないではないか。

 
清水　ボクだって、できる事なら、いつも影子ちゃんのそばにいて、いじめっ子から守ってあげ

たいと思ってるよ。でも、場所が学校じゃどうしようもないんだ。とっても悔しいけど。

影子　皆、やさしいのね。本当にありがとう。

清水　学生に戻りたいよ。どうせなら、影子ちゃんのクラスメートになりたかったな。そしたら

、リアルでも影子ちゃんの友達になってあげれたのにさ。

令子　そうね。清水くんだったら、影子ちゃんのいい親友になれたかもね。

 
　令子もオレに加勢してくれて、なんとか、話がオレのペースにと戻ってきたところで、二人め

のおじゃま虫がチャットにと現われたのだった。

 
所田　やあ、諸君。今日は、何の話をしているのかな。

 
　上から目線のこの態度は、間違いなく所田である。今日も、一人だけ少し遅れてのチャットへ

のお出ましだ。

 



令子　こんにちわ、所田くん。ちょうど今は、皆で、影子ちゃんのいじめの相談に乗っていたと

ころだったのよ。

所田　なるほど、いじめか。それなら、私もまぜてくれ。私もいじめの問題には関心があってね

、今度、いじめを無くす為のすごい発明でもしなくちゃいけないかと計画中だったんだ。

清水　またテキトーな事を口にして、自分の得意ジャンルにムリやり話をくっつけようとする。

所田の発明なんかで、いじめを無くせるはずがないよ。

所田　ひどいな、また私の事を見くびる〜。たとえば、いじめ発見ブザーを全ての学校に取り付

けるのはどうかな。

清水　だから、どういう仕組みで、いじめを発見できるブザーが作れるのさ。小説の中の話じゃ

ないんだから、もっと具体的な中身がないと実用はできないよ。

所田　それは、その……。
影子　こんにちわ、所田さん。所田さんも、あたしの事を心配してくれてるのね。ありがとう。

所田　いやいや、影子くん、こんにちわ。君にそう言ってもらえると、私も嬉しいな。

 
　所田のヤツが照れ臭そうに喜んでいた。

　全く、なんで、こんなチンプな事しか言えない所田にまでお礼を言ってしまうのだろう？ど

うも、影子は人が良すぎる感じもする。もちろん、その善良ぶりが彼女の可愛さでもあるのだが

。

　こんな、とりとめのない話を、オレたちは、その後もえんえんと続けたのだった。当然だが、

影子を助けてあげれそうな、まともな内容はほとんど混ざってはいなかった。

　それでも、オレは、影子や連中とお喋りするだけでも十分に楽しかったし、きっと、影子も暗

い気持ちが和らいでくれていたんじゃないかと思う。そして、それだけでも良かったのではなか

ろうか。

　少なくても、オレは、そう考える事にしているのである。



お望みの夢

　気が付くと、オレは川沿いの一本道の上に立っていた。どこか郊外の田舎道っぽくて、なん

だか、ひどく懐かしさを感じさせるような場所だ。

　なぜ、こんな所につっ立っているのか、それまでの記憶がまるで思い出せない。この感覚は間

違いなく夢の中での感じ方である。恐らく、今のオレは夢の世界にいるのだ。

　はたして、今日はどんな夢を見ているのであろうか。

　その時、背後の方から、オレを呼ぶ、可愛い女の声が聞こえてきた。

「清水さーん。ねえ、清水さーん」

　振り向くと、小柄な美少女が、満面の笑顔で、息を切らせながら、オレのそばまで駆けてきた

のだった。この子は、以前、夢の中で会った影子に間違いない。若干、この前の夢の時とは印象

が異なって見えたのだが、それは夢の中でのイメージは一定化してないからなのであろう。し

かも、今回の彼女は愛らしいセーラー服を着ていた。彼女の今回の役回りは女学生で、多分、年

齢の方もそれに微修正されているのだ。

「おはよー、清水さん」

　オレのそばにまでたどり着いた影子が、明るく笑いながら、挨拶した。

「えーと。君は本物の影子ちゃん？それとも、ボクのただの夢かな？」

　オレは真っ先にそう訊ねたのだった。

　何しろ、皆で夢を共有する現象など、そう度々実現するとは思えなかったからだ。むしろ、オ

レが影子に会いたがったものだから、単独で、影子が出てくる夢を見てしまったと考えた方が、

可能性が高そうな気もする。

「本物の影子よ。信じてよ。清水さんだって、本物の清水さんなんでしょう？」

　影子がおかしそうに答えた。

　きっと、本物の影子じゃなくて、オレの夢の中だけの影子だったとしても、同じ事を喋るかも

しれないだろう。オレは何だか、よく分からなくなってきた。今回の夢が、再度の夢の共有現象

かどうかは、目を覚ましてから、リアルで影子に訊ねてみれば、はっきりする話だ。

　今は、とりあえず、この夢の内容を楽しめばいいのである。本物の影子だろうと、オレの夢の

中で作られた影子であろうと、こんなに可愛くて、オレになついてくれているのだから。

「今日の影子ちゃんは、学生の役なんだね」

　と、オレは言ってみた。

「そういう清水さんだって、学生服を着てるわよ。今回のエコたちは、きっと、同じ学校の同級

生と言う設定なんだわ」

　影子が、嬉しそうに口にした。

　それで、オレはハッとして、自分がどんな服装をしているかに目を向けてみたのだった。確

かに、黒い学生服を着ている。何となく、オレも自分が学生のように思えてきた。

　もう一度、影子の方を見直してみる。昔ながらのセーラー服スタイルで、古めかしくもあるが

、影子はバツグンの美少女だから、やっぱり可愛く似合っちゃうのだ。



「えへへ。照れちゃうな。エコもセーラー服なんてはじめてなんだ。現実の学校じゃブレザー着

用だからさ。エコなんかが、こんな大人っぽいセーラー服着ても、なんかヘンチクリンでしょう

」

　オレに見つめられた影子が、恥じらいながら、身をよじらせた。

「そんな事ないよ。影子ちゃん、とっても可愛いよ」

「ありがとう」

　二人がとってもいい雰囲気になってきた時、やっぱりここでも邪魔者が介入してきたのだった

。

「こらー、二人でいちゃつくなー！」

　遠くから聞こえてきた声は、ほとんど確認する必要もなく、球異に間違いなさそうである。

　声の方に目をやると、案の定、学生服姿の男がオレたちの方めがけて走ってきている途中で

あり、さらに、その後ろからはセーラー服姿の女性も追いかけてきていた。これが、今回の夢の

中での球異と令子らしい。

「おーい。おいらも仲間に加えろ」

　オレと影子のそばにまでやって来て、ようやく立ち止まった球異が、ハアハア息を切らしな

がら、そう口にした。

「別に二人は逃げないわよ。そんなに急がなくても良かったのに」

　少し遅れて、皆のもとにたどり着いた令子も、あきれたような口調で、そう言った。

「だって、いっつも、先に清水と影子たんは二人っきりで悔しいんだもん」

　と、球異。

「私たちだって、最初は二人っきりなんだから、いいじゃない」

　令子が返した。

「おはよー。令子さん、球異さん」

　このような展開に、もはや驚きもしなくなったのか、すぐ溶け込んでしまった影子が、明るく

、二人に挨拶をした。

「おはよ。影子ちゃん、清水くん」

「おはよー。影子たん。ついでに、清水も」

　二人もすぐに挨拶を返してくれた。

「あ、おはよ」

　オレは、うっかり出遅れてしまった。

　学生服を着ていると言う事は、今回の夢では、この二人も、オレたちとは同級生なのだろうか

。確か、こないだの夢では、二人とも多少の年長者のように見えたのだが、あらためて学生服を

着ている姿を見直してみると、何となく二人の年齢が若返っているみたいにも感じられなくも

なかった。このへんの年齢が変化するあたりも、夢の世界ならではの特性なのだ。

　それにしても、令子の方は、大人っぽいせいか、古風な感じのセーラー服が見事なまでに似合

っている。可愛くセーラー服を着こなしている影子とも異なる、魅力的なかっこよさだ。そして

、球異の方はと言えば、学生服が似合ってるかどうかは別として、なぜか、またもや場違いなシ



ルクハットをかぶっていたのだった。こいつのファッションセンスは、一体どうなっているので

あろうか。

「よかったわね。また、こうして、皆で出会える事ができて。しかも、今回の夢は全員が学生

役よ。影子ちゃん、願いがかなったわね。今日は、学校でも、私たちは影子ちゃんの友達でいて

あげられるのよ」

　令子が言った。

「ほんとだ。ありがとう」

　影子が声を弾ませた。

　そうなのだ。よく考えたら、一番重要なのは、これからの夢の展開なのである。この流れな

らば、この先は、オレたちは一緒の学校生活を楽しめるはずなのだ。夢の中だとは言え、愛しの

影子と一緒の青春物語を楽しめるなんて、なんてステキな状態なのであろうか。

「さあ、今の私たちの置かれている立場は、きっと登校途中よ。皆で一緒に学校まで急ぎまし

ょう」

　令子が元気よく言った。

　すると、すかさず球異が、令子と影子の間に入り込み、真ん中で二人と手をつなごうとしたの

だが、すぐさま令子が球異を自分の方だけに引っ張ってしまったのだった。そして、少し不服そ

うな球異と手を握り合って、ゆっくりと先に歩き出した。

　あっ、そうか。こういう事もしていいのだ。

　オレは、立ち止まっている影子の方に目を向けた。影子は、うつむいて、顔を赤らめていたが

、あきらかに期待している表情をしていた。オレが右手を差し出すと、彼女も迷う事もなく左手

を伸ばしてきたのだった。

　ガールフレンド、それも、こんなにかわい子ちゃんの影子と手をつないでの登校である。夢の

中だけの話とは言え、オレは最高に幸せな気分を感じたのだった。



夢の理由

　夢の中に出てくる場所の地図は、なぜか、その夢を見ている人間の頭の中にはインプットされ

ている。たとえ、その夢ではじめて見たはずの、謎の空間であったとしてもだ。

　この時のオレたちもそうで、オレ、影子、球異、令子の四人は、お互いに訊ね合う事も、迷う

事もなく、一直線に学校の所在地向けて、歩き進んでいた。

　田舎道のようだった周囲の光景は、やがて、市街地にと変わってきて、周りにはオレたち以外

の人間が歩いているのも確認できるようになってきた。その中には、オレたちと同じ種類の学生

服を着ている、どうやら登校途中らしき子どもたちの姿も混ざっている。

　いよいよ、学校が近くまで迫ってきた時、ふとオレは些細な疑問をいだき始めた。

「ねえ、皆。そう言えばさ、この夢って、誰の夢なんだろう」

　オレは、一緒に歩いている三人にさりげなく振ってみた。

「さあ。私の夢ではないと思うわ。私はずっと女子校ばっかりで、セーラー服を着た事だって一

度もなかったし」

　令子が言った。

「エコも、さっき言ったとおり。エコの学校の制服はブレザーよ」

　と、影子。

「おいらも、探偵学校出身だから、学生服なんて着てなかったぞ」

　球異が言った。こいつはまた、デタラメを口にしてやがる。

「ボクんとこも、学生服じゃなかったよ。だったら、なんで、設定が学生服の学校なんだろう

？夢って、自分の記憶に影響したものを見るんじゃなかったっけ？」

　オレがさらに疑問を投げかけてみた。

「詳しい事は分からないけど、現実と微妙に一致してないから、それが夢ってものなんじゃない

のかしら。でも、きっと、この夢の中でも、誰かが主役のはずよ。学校についてからじゃない

とはっきりしないけど、誰がメインなのかが分かったら、他の人は、その人をきちんと立ててあ

げる事にしましょう。約束よ」

　令子が言った。

「じゃあ、この夢も、またベタなケータイ小説みたいな内容になるのかな」

　と、球異。

「ケータイ小説で学園ものと言えば、主人公がカッコいい転校生と劇的な恋に落ちて、いじめ

あり、事件ありみたいな波瀾万丈のストーリーになっちゃうのかしら」

　ウンザリ気味に、令子が口にした。

「え！いじめ！じゃあ、この夢って、もしかして、エコが主人公なの？エコは、夢の中でもクラ

スでいじめられちゃうの？」

　急に影子が、声を震わせて叫んだ。大きな可愛い目が早くも潤みかけている。

「影子ちゃん、落ち着いて！まだ、そう決まった訳じゃないんだから。それに、もし、そんな展

開になったとしても、私たちが影子ちゃんを絶対に守ってあげるからさ」



　令子が慌てて影子を落ち着かせた。

「ほんとに？」

　影子が心配そうに念を押す。

「トーゼン！おいらが得意の柔道で、いじめっ子なんてコテンパンにやっつけてやる」

　球異が柔道をできたなんて初耳だが、とにかく、球異もそう宣言した。

「も、もちろん、ボクだって影子ちゃんの事は守ってあげるよ」

　慌ててオレも言った。全く、どうしてオレはいつも、こう出遅れてしまうのであろうか。こ

こは、影子の彼氏としては、真っ先に発言して、かっこよく思われなくちゃいけない場面だと言

うのにだ。

「ありがとう。ほんとに皆、ありがとう」

　影子が、潤んだ瞳で、嬉しそうに皆にお礼を言ったのだった。

　やがて、そうこうしているうち、オレたちは学校の前にまでやって来ていた。それなりの大き

さで、何だかリアルでも見た事があるような、あるいは、やっぱりはじめて見たかもしれないよ

うな古ぼけた校舎である。

　しかし、そんな学校そのもの以上にオレたちを動揺させた事があって、校門のところで、また

もや、あの人物と出くわしてしまったのだった。

「ヘーイ、彼女。今日、予定あいてる？」

　と、そいつは、校門をくぐろうとしている女生徒たちに片っ端から声をかけていた。

　オレたちと同じ学生服を着ているので、こいつもこの学校の生徒の一人なのかもしれないが、

美しい金髪に、色白の顔に学生らしからぬサングラスをかけて、まるで外人にしか見えないルッ

クスだ。まさしく、この男は、前にオレの夢にも出てきた、あのビリヤである。なんで、こい

つが、この夢にも出てきたのであろう？オレの不安の象徴として、またしても、この夢の中でオ

レをいたぶってくれるつもりなのだろうか。

　夢の中だから、一人だけ、こんな場違いな外人キャラクターだったとしても、とりあえずは良

しとしてやろう。でも、今回の、このナンパ野郎と言う性格設定は、一体なんなのだ？

　オレたちが唖然としていた間も、ビリヤは自分の行動を止めようとはせず、なかなかナンパが

成功しないものだから、とうとうオレたちのそばにまで寄ってきたのだった。

　オレはまた追い回されるのではないかとギクッとしたが、彼の目当てはオレではなかった。

「ヘイ、そこのギャル。オレと付き合わない？」

　なんと、ビリヤは令子をナンパし始めたのだった。オレや球異の事は眼中にもないようだ。こ

ないだの夢の事は何も知らないのだろうか。いや、夢の中のみの人物だからこそ、設定が全て

リセットされていて、こないだの亜人類ハンターのビリヤとは全くの別人だったのかもしれない

。

「あんた、なに考えてんのよ。誰が、あんたなんかと」

　と、令子のキツい一言がビリヤにぶつけられた。

　しかし、ナンパ野郎のビリヤは、このぐらいではめげない。今度は、なんと、事もあろうか、

オレの影子を口説き始めたのだった。



「なあ、オレと遊ぼうぜ。お前のようなかわい子ちゃんは、オレにこそ相応しいぜ」

　令子と違って、気弱な影子はオロオロするだけで、すっかり困り果てていた。

　今度こそ、影子の恋人としてオレがビシッと彼女を守る番かと思ったのだが、またまた令子に

先を越されてしまった。行動的な令子は、全然、周囲の立場を考えて、譲ってくれるとかって発

想がないのである。

「ちょっと、あんた。嫌がってるんだから、止めなさいよ」

　令子は、影子にからむビリヤをムリやり引き離そうとした。

　ところが、ビリヤは全然こたえそうにないのだった。

「やや、お前！やきもち焼いてんのか。それなら、二人一緒に相手にしてやるよ。ほら、照れて

ないで、こっち来いよ」

　とんでもない勘違い野郎とでも言おうか、ビリヤは、嫌がる令子と影子の二人の手を引っ張り

だしたのだった。オレもあきれて、どう介入すればいいか、分からなくなってきた。

　その時だった。

「やあ、諸君、お困りのようだね」

　何やら、デジャ・ブを引き起こしそうな男の声が聞こえてきた。

　声の方に目を向けてみると、やっぱり、そこには、学生服の上に白衣を羽織った男子生徒がつ

っ立っていた。この前の夢の時とは違って、いかにも秀才っぽく見える眼鏡をかけていたが、こ

いつは所田に絶対に間違いない。

「お前、誰だよ！」

　と、ビリヤが白衣の男子生徒を怒鳴りつけた。

「私は、人よんでナンパ男ハンター」

　そうセリフを決めると、所田以外とは考えられない白衣の男子生徒は、どこから取り出した

のか、小型のミサイルランチャーを肩に担いでみせたのだった。

「ま、待てよ。そんなもの、本気でぶっ放すつもりかよ」

　ビリヤがおののきながら、訊ねた。

「もちろん」

　と、所田がミサイルランチャーの先をビリヤの方に定める。

　ビリヤは、その時、猛スピードで遁走を始めていた。

「逃げられやせんよ。目標捕捉！」

　と、所田がすまして言いかけた時、令子が彼の頭をポカリと叩いたのだった。

「所田くん、何やってんのよ。この夢は普通の日常世界よ。非常識なもの、出すんじゃないわよ

」

　ごもっともな意見である。

「あらら。せっかく助けてあげたと言うのに、それはヒドいお言葉じゃ」

　所田が、ミサイルランチャーをどこかにしまいながら、言った。

「いいから、きちんと夢の世界観に従いなさい。あなたも、学生役の一人なんでしょう。だっ

たら、何でもアリの発明家とかじゃなくて、その範囲内のキャラ設定で我慢しなさいよ。全く、



いつもいつも後から出てきて、話を引っかき回すんだから」

　令子がビシッと所田をたしなめた。

　なんだか、皆、すっかり令子に手綱を握られちゃってるような有様である。まあ、彼女が一番

気が強くて、筋も通っているから、仕方ないと言えば仕方ない話ではあるのだが。

「あ、あのう、令子くん。私よりも、あっちの方はほっといてもいいのかな」

　令子ににらまれて、うろたえている所田が、さりげなく球異の方を指差した。

　そう言えば、いつの間にか、皆のやりとりから離脱していた球異は、ビリヤのマネをして、す

ぐ近くで、せっせとナンパ活動に精を出していたのだった。球異のヤツも、ここは夢の中だから

、かなりハメを外した事をやっても、まるで問題がない事に気が付いたらしい。それとも、こい

つは、もとから、こんな女ったらしな日常を送っているのだろうか。

　あわてて球異を止めに向かった令子の姿を横目で流したあと、オレと影子は、お互いの顔を見

合わせたのだった。影子も、かなり呆れてしまったような表情をしている。

　恐らく、所田のヤツも、オレたちと同級生と言う設定に違いあるまい。せっかくの学園恋愛

ストーリーを楽しめるかと思ったのに、こんなトボケた連中と行動を共にしなくちゃいけないの

だろうか。全く、先が思いやられてしまうという感じなのであった。



転校生

　なんだか、校門のところで、よけいな時間を食い過ぎたような気もしなくはないのだが、とに

かく、オレたちは自分たちの教室へと入ったのだった。

　やはり、オレたち五人はクラスメートと言う設定だったようである。オレは廊下側のやや後ろ

の席にと着き、その隣に影子が座った。オレの真後ろの席が令子で、令子の隣が球異である。所

田はオレの真正面の席に座っていた。球異と所田は、教室の中でも、シルクハットと白衣を着用

したままだったが、どうせ、今は夢の中だから、それも許されるのだ。

　オレにとって、唯一ホッとした事は、この教室の中にビリヤの姿が見当たらなかった事で、あ

いつはこのクラスの生徒じゃなかったか、あるいは、あいつの出番自体が、この夢においては、

さっきの校門のシーンだけで終わりだったのかもしれない。

　ひとまず、夢の中の物語が、ようやく動き出そうとしているのだ。これから、朝のホームルー

ムが始まり、担任教師がこの教室に入ってくるはずなのである。

　予想通り、教室前方の戸を開いて、中年の男の先生が、この教室の中へと入ってきた。この先

生も、はじめて見るような、ひょっとしたら、昔、オレが授業を受けた事があったかもしれない

ような、微妙な印象の人物だった。

　しかし、皆の目は、その先生よりも、彼の後ろからくっついて入ってきた男子生徒の方に引き

つけられたのだった。スラッと背が高く、かなりの男前である。夢の中では、球異もビリヤも

デフォルメされて、なかなかのハンサムだったのだが、今現われた、この男子生徒は、さらに上

回るようなカッコいいマスクの持ち主だった。

「やっぱり、来たわよ。あの男子が、今回の夢の鍵となる転校生なんだわ」

　オレの後ろで、令子が楽しそうにささやいた。

「ダメだーい！令子たんは、あんなヤツには渡さないぞ」

　と、球異が慌てて怒鳴った。

　一見、令子の方が惚れているように見えて、意外と、球異も令子には固執しているようである

。

「心配しないで。私も、あの男子を見ても、今ひとつピンとこないの。やっぱり、今回の主役は

影子ちゃんだったのかしら」

　と、令子が言った。

　それだとオレが困る。確かに、影子に花を持たせてやりたい気持ちもなくはないが、オレとし

ては、この夢ではオレが影子の彼氏を演じたいのだ。あんな二枚目気取りなんかには絶対にこの

役は譲りたくない。

　オレのそんな気持ちを察してくれたのかどうかは知らないが、影子もこう言ってくれたのだ

った。

「エコでもないみたい。あの転校生さんはこれまでに見た事もない人だし、じわっと感じてくる

ようなものも何もないの。もし、あの転校生さんがこの夢の主人公だと言うのならば、エコたち

は全員、脇役だったのかもしれないわ」



「でも、そんなヘンな話、あるのかい？これは、ボクたちの夢だろう？」

　と、オレが言った。

「いやいや、意外と私たち以外にも、この夢を共有している人物がいるのかもしれないぞ。この

夢の主役はそいつで、あの転校生はそいつが夢で作り出した理想の産物なのかもしれない」

　オレたちの方に振り返った所田が、実に得意げにそう推測してみせたのだった。

　さっきからオレたちは、さんざん大声で私語を続けている訳なのだが、先生が注意しそうな気

配はまるでなかった。夢の中だからこそありえる、全く都合のいい状況なのだ。

「そんな。じゃあ、これは一体、誰の夢なんだ？」

　オレが首をかしげてみた。

「ねえ、周りを見てごらんなさい。クラスメートはどの人も知らないような顔ばかりでしょう。

でも、よーく目を凝らしてみたら、ちょっと存在感がある人も直感的に察知できるわ。そういう

人たちが、この夢の中では重要な役割を担っているんじゃないのかしら。たとえば、あの窓際の

席に座っている女子生徒。何だか、妙に目立って見えない？」

　影子が非常に貴重なヒントを述べてくれたのだった。

　影子の言う、窓際の女生徒とは、細めのスタイルのなかなかの美少女であった。髪は長く伸ば

していて、こめかみにはオシャレにヘアピンをつけている。

「私、あの子の名前が分かるわ。白玉京子と言って、この学校のアイドル的存在よ。うちのクラ

スじゃ、私とは特に親しい友達という間柄みたい」

　令子が唐突に口にした。

　それを聞いて、オレにも、その女生徒の事が、そのような人物であるように思えてきたのだ

った。

　これが、夢の世界ならではの面白いところである。場所の地図同様、登場人物たちさえもが、

それが重要人物である場合は、夢を見ている人間の記憶にすでに刻み込まれてしまっているもの

なのだ。ふとしたきっかけで、そうした情報が心の表面に思い出せてしまう仕組みなのである。

　どうやら、オレだけではなく、他の三人も、そんな気分になっていたらしい事は、彼らの不思

議そうな表情から確認する事ができた。

　これで、あの美人生徒が、この夢にとっては、重要な出演者の一人である事はほぼ間違いない

と確定したような感じなのであった。

「きっとね、あの京子さんが、このあと、あのハンサム転校生くんと恋に落ちる事になるのよ。

私たちはあくまで脇役に徹する事にして、二人の物語を応援してあげましょう」

　令子が言った。

　誰もその意見に異存はなかった。

　その頃、ようやく、教室の前の方で、あの転校生の自己紹介も始まったのだった。

「皆、聞いてくれ。今日から、このクラスの新しい仲間となる川上光一くんだ」

　と、担任の先生が言った。

「川上だ。よろしく」

　渋い声でそれだけ言うと、美男子転校生はぶっきらぼうに頭を下げたのだった。



　確かに、見た目は二枚目かもしれないが、どこか反抗的な、不良っぽい雰囲気が漂っており、

オレとしてはあまり好きになれない人物であった。



危機一髪の回避法

　今回の夢はやたらと長く、普通なら、そろそろ目が覚めてしまいそうな感じもする。あくまで

、今のオレたちは夢の中を漂っているのであり、本物の小説の登場人物になって、その世界を楽

しんでいる訳ではないのだ。とは言え、後味が悪いので、出来れば、いきなり目が覚めてしまっ

たりするのではなく、区切りのいいところまでは何とか見届けはしたいものである。

　そういう点で、現実と違って、夢の世界とは都合よく出来ている部分もあって、必ずしも一定

速度で時間が進んだり、時系列通りに物事が行なわれてゆくと言うのでもなく、いきなり別のシ

ーンが始まったりもするのだ。

　この時もそうで、朝のホームルームを終えたオレたちは、気が付くと、かったるい授業シーン

を全て、すっ飛ばしてしまい、いつの間にか放課後の状態にと突入していた。

　なんだか、すごく不条理な展開のはずなのだが、あまり気にならずに、あっさりと状況に順応

してしまえるあたりも、夢の世界ならではと言えた。

　席を立った所田、令子、球異は、さっさと姿をくらましていて、教室の中にはオレと影子だけ

が残っていた。すでに、掃除当番役のクラスメートたちが教室内の清掃を始めており、オレたち

も早く、ここから出て行かなくてはいけなさそうな雰囲気だった。

　オレと影子は、お互いの顔を見つめ合うと、うなずいて、教室の外へと出た。

　これから、下校である。所田たち三人がどこに行ったのかは分からないが、別にチームを組

んで、常に一緒に行動しなくてはいけないという決まりでもないのだ。オレとしては、影子と

二人っきりで色々遊べるだけでも十分に楽しいのである。

　オレと影子は、所田たち三人の事はかまわない事にして、二人で帰路につく事にした。オレた

ちの家が、この夢の中ではどこにあるのかは分からないが、例によって、帰宅のルートだけは、

きちんとオレたちの頭の中にインプットされているのである。その記憶に従って、勝手に歩けば

、きっと自ずと自分の家にたどり着き、その後のストーリーも展開してゆくのであろう。

　校舎の中では、人ごみが多かったので遠慮していたのだが、校門を出たら、また影子と手をつ

ないで歩こうとオレは考えていた。

　しかし、そう期待通りにはいかなかったのだった。

「あそこにいるの、京子さんだわ」

　と、校門を出るなり、影子が言った。

　彼女の指摘どおり、オレたちより、ほんの少し前のところを、見慣れた背格好の女生徒が先に

歩いていた。背後しか見えなかったのだが、身長ややせ具合、髪の長さなどから、まず京子に間

違いないと断言できる。何よりも、京子は、この夢では重要人物だから、感覚的に、他のエキス

トラ人物たちとは区別して見えるのだ。

「ねえ、ちょうどいいわ。声をかけてみましょうよ」

　と、影子がさらに言った。

「でも、いいのかな」

　オレが躊躇する。



「大丈夫。エコたちはクラスメートという設定だから、顔見知りなのよ。それに、物語を進める

、いいチャンスだわ」

　それだけ言うと、早くも影子は京子のそばに走り寄ってしまったのだった。

　最初はオレは気乗りしなかったのだが、よく考えたら、京子もなかなかの美人なのだし、両手

に花で下校すると言うシチュエーションも、なかなか楽しいかもしれない。

　オレの目の前で、影子と京子が軽く言葉を交わしたようだが、すぐ笑顔の影子がオレの方に目

を向けて、こっちに来るよう、手を振ってくれたのだった。

　オレは、影子のお膳立てに甘えて、美少女二人の下校シーンに混ぜてもらう事にした。

　京子は、令子とも異なる大人っぽさと、影子とも異なる可愛らしさの両方を備えた、思ってた

よりも魅力的な女の子だった。

　さあ、これから、この夢の中の学園ドラマも、少しだけ進展するはずなのである。

「ねえ、清水さん。今日、転校してきた川上さんの事、どう思う？」

　と、いきなり、影子がオレへと話を投げかけてきた。

「え、ボク？」

　オレは、何も考えてなかったので、つい口ごもってしまった。

　影子は、それとなく話を押し進めてやるつもりなのだろう。気弱な女の子だとばかり思ってい

たのだが、意外と大胆なところもあるようである。

「きっと、川上さん、知らないところに転入してきちゃって、内心はとっても不安じゃないかと

思うんだ。皆で親切にしてあげようね」

　影子は言った。

　実にうまく話の方向を作ろうとしているようである。

　しかし、そこで、ひょっこり京子が口を挟んだのだった。

「実はね、私、川上くんの事を知ってるんだ」

　その一言にオレはえっと思ったのだった。恐らく、影子も驚いていたに違いあるまい。オレた

ちの方で夢の内容を動かしてやるつもりだったのに、京子の方から新展開を提供してくれたのだ

。

「私と川上くん、小学校の頃は同級生だったんだ。けっこう、仲もいい方だったのよ。それが、

小学六年の夏に、川上くんの方が転校しちゃってさ、それっきり会った事も、どうしているのか

も知らなかったのよ。ところが、今日ね、いきなり再会して、びっくりしちゃった。確かに、幼

なじみの川上くんに間違いないはずなのよ」

「それで、それで！もう、お話はしたの？」

　影子が、興味津々で食いついた。

　このへん、やっぱり、影子も、恋愛話とかが好きな普通の女の子らしい。

　でも、京子は寂しそうに首を横に振ったのであった。

「声をかけてみようとしたんだけど、全然知らないフリをされちゃった。どうしたんだろう。川

上くん、この5年ほどの間に、何かあったのかしら。昔は、スポーツが好きで、明るくヤンチャな
男の子だったのよ」



　おお！運命の再会と、別れていた間に何か暗い過去ができてしまった彼氏って展開は、まさに

、このテの恋愛物語の王道的シチュエーションではないか。そう言えば、あの川上と言うヤツは

、どこか不良っぽい印象を臭わせていたが、やはり、それは、京子が知らない間に起きた出来事

に深く関わっているのであり、この不良くさいという彼の設定が、何となく、今後のストーリー

にも大きく影響してきそうな感じもする。

　オレの勝手な今後の物語予想はどんどん膨らんでいくばかりだったのだが、それはいきなり中

断させられる事になってしまったのだった。

　オレたちは、いつの間にか、あの川沿いの一本道、すなわち、今回の夢の出発点の場所にま

で戻ってきていたのだが、そこでイヤな人物に出くわしてしまったのである。

　道の少し前方には、またしてもビリヤのヤツがたたずんで、オレたちの事を待ち構えていた。

しかも、今度は彼一人ではない。ビリヤの隣には、助っ人に雇われたらしく、図体の大きい、ス

キンヘッドの男子学生もふんぞり返っていたのだった。

　影子と京子は立ち止まり、不安そうに彼らの方を見つめていた。

　オレの頭の中に、例によって、この大男の男子生徒の情報が浮かび上がってきた。彼の名は、

永山と言って、オレの高校の一番の不良生徒だ。古くさい言い回しかもしれないが、いわゆる

番長ってヤツらしい。ビリヤの野郎は、こんな男を味方につけて、オレたちに仕返ししようと企

んでいるみたいなのである。

　オレたちが困って、先に進むのをためらっていると、ビリヤの方から声を掛けてきた。

「ヘイ、彼女。なに止まってんだよ。ここを通りたいんだろう。だったら、早く、こっちに来

なよ」

　はっきり言って、これは危機一髪と言う状況なのではなかろうか。もし、現実ならば、このま

まヒドい目にあってしまうのかもしれないが、さいわい、今のオレたちが置かれているのは、ケ

ータイ小説のような夢の世界の中である。きっと、この最大のピンチの時に、最高のタイミング

で救い主が現われてくれるに違いあるまい。たとえば、あの転校生・川上とかがだ。ちょっとガ

ラの悪そうな川上だったら、ここで代理ケンカをしてくれるのには、恰好のキャスティングだ

と言ってもいい。そして、オレや京子を助けてくれた川上は、この事がきっかけで、また京子と

よりを戻してゆくと言う展開になるのであろう。

　ストーリーとしては、あまりにも月並みかもしれないが、この状況では、もはや他の筋書きは

とても考えられそうになかった。ここまで先の展開が分かっちゃいながら物語を進行できるな

んて、夢の世界って言うのは、ある意味、めちゃくちゃ面白いバーチャルリアリティなのではな

かろうか。そうなのだ。オレたちは、夢を共有する事ができるようになって、通信ゲームなんか

よりも、はるかに画期的なバーチャルゲームを手に入れたのである。

　非常にせっぱ詰った状態だったにも関わらず、オレは呑気にそんな事を考え続け、一人ほくそ

えんでいた。

「そっちから来ないんだったら、オレたちがそっちに行かしてもらうぜ」

　と叫ぶビリヤの一言で、オレの夢想は瞬時に打ち破られた。

　ビリヤと永山の二人組は、ほんとに、ぐんぐんとオレたちのそばへと近寄ってきたのだった。



　かわいい連れの女の子たちは、揃って、不安そうな顔をオレの方へと向けた。明らかにオレに

何とかしてほしいと言いたげな表情だ。でも、オレは、この夢では脇役男子生徒の一人に過ぎな

いではないか。何を期待なんかしているのだ。

　そして、とうとう、ビリヤたちはオレたちの目の前にまで迫ってきてしまったのだった。

「そっちの女、京子じゃねえか。オレ、前から、京子の事、好きだったんだ」

　大男の永山が、ドスのきいた声でボソッと言った。顔もちょっと赤らめていて、見た目のわり

にはシャイな奴みたいである。

「オレは、ロリコンだから、そっちのちっちゃな女の子と遊ばせてもらうかな」

　と、ビリヤも勝手な事をほざいた。

　その時、影子が肘でオレの背中を突っついた。明らかに、オレにどうにかしろと催促している

のである。確かに、この状態なら、男のオレが何とかすべきシーンなのかもしれないが、相手は

確実に強そうな大柄の不良学生だ。とてもじゃないが、オレみたいな文科系ケータイ小説オタク

の男子では太刀打ちできそうにはない。

　そろそろ、救いのキャラがさっそうと登場してもいい頃なのではなかろうか。オレはきょろき

ょろと周囲を見回してみたが、どうした事か、それらしき人影はまるで目に映らなかったのだ

った。

　こうなれば、もう、川上でなくてもいい。球異や所田でもかまわないのだ。このように、仲間

のピンチなのである。友達ならば、ひょっこり加勢に現われてくれたっていいのではなかろうか

。

「さあ、そんな訳だよ。そこの色男くん。男が三人で、女の子は二人。男の方が一人あまってる

のだから、君はさっさと退場してくれないかな」

　もたもたと状況の急展開を待っているうちに、とうとう、ビリヤからも、そんな屈辱的な事を

言われてしまった。

　ほんとに困った事態である。いっこうに、オレたちを助けてくれそうな存在は現われない。

一体、オレはどうすればいいのだろうか。

　その時、影子がオレの後ろに逃げ隠れるようなふりをして、オレの背後にまわったかと思うと

、そのままオレの体をビリヤたちの方むけて、押し飛ばした。おとなしい子だとばかり思ってい

たのに、いざとなると、とんでもないムチャな事をしてくれるものである。彼女は、本気で、オ

レにビリヤたちと戦えと言っているのだ。

　オレが、一歩前に飛び出した事で、ビリヤもそう勘違いしてしまったようである。

「なんだよ、きさま。オレたちとやる気か？」

　ビリヤは身構えて、強く怒鳴った。

　なんで、こんな事になってしまうのだ。これでは、もう本当にオレがこいつらとケンカするし

かないではないか。オレに勝てるのか？いや、絶対に勝てそうにない。永山のみならず、ビリヤ

にだって負けそうな気がする。夢の中とは言え、ボコボコにされるなんて、正直な話、いやだぞ

。

　もう一度、周りを見回してみたが、オレの助太刀をしてくれそうな人物の姿は相変わらず発見



できはしなかった。

　オレの後ろの方では、かわい子ちゃん二人が、オレがかっこよくチンピラを追っ払ってしまう

のを、期待いっぱいに見学している。

　そして、ビリヤと永山の悪者学生チームは、ぐんぐんとオレに迫りつつあった。

　このままだと、オレは彼らの容赦ない暴力のエジキとなって、ケガをする苦痛を味わわなくて

はいけないのであろうか。はっきり言って、これじゃ、とんでもない悪夢である。こんな夢だっ

たら、もう、これ以上は続けたくない。

　そう思った事で、オレは、はたとひらめいたのだった。

　確かに、今は夢の中なのである。だったら、リアルと違って、絶対に「続き」を体験しないと

いけない訳でもない。イヤなら、この瞬間で目を覚ましてしまえばいいだけの話なのだ。

　我ながら、なんて頭がいいのだろうか。

　夢を途中で中断させた事は過去にも何度か経験していた。夢を見ている時はレム睡眠と言って

、たいへん精神が不安定な状態なので、強い衝撃を与えれば、ムリやり目を覚ましてしまう事も

可能なのである。簡単に言えば、夢の流れに明らかに逆らうような行動をとれば、夢の内容が壊

れてしまい、夢から放り出されてしまうように覚醒する事ができるものなのだ。

　オレは、いきなり奇声を張り上げて、手足をぶんぶん振り回してみせた。まさしく、夢の中で

の現状をムシした、異常な行動である。

　オレが突然、そんな事をし始めたものだから、ビリヤたちもびっくりして、動きを止めたよ

うだった。もちろん、影子と京子も、オレの事をおののいた表情で眺めている。

　しかし、こうなったら、外見とか恰好とかを気にしているどころではないだろう。そもそも、

今は夢の中なのだし、夢の中でまで人目を気にするのは愚かな話だ。なによりも、暴力を受ける

ような悪夢からは、さっさと目覚めてしまう事こそが、今は一番優先すべき事柄なのである。

　オレの目論みは、どうやら、見事に成功したようだった。周囲の風景が次第にぼやけてきた

のだ。これは、夢が崩れ、目が覚め始めた兆しである。周りにいた連中の顔も薄れてきて、よく

見えなくなってきた。この夢が終わるのも、もはや目前みたいだった。

　もともと、今回の夢はやたらと長かったし、あとは、醒めようと思えば、わずかな衝撃を与え

るだけで十分な状態だったのだ。

　そして、次の瞬間、オレは覚醒した。周りには、もう川沿いの一本道も学生服を着た同級生た

ちもいない。オレは、暗い寝室の中で、布団をかぶって、ひっそりと横たわっていたのだった。



さんざんの顛末

影子　もう、清水さんなんて知らない！

 
　翌日、チャットに顔を出してみると、オレは影子にいきなり、そう怒鳴られてしまったのだ

った。

　最初は、理由がよく分からなかったのだが、思い当たる事があるとすれば、やはり、昨夜のあ

の夢である。どうやら、またしても彼女や皆との夢の共有現象が起こったのは間違いなかったよ

うで、そして、その夢の事で、彼女は怒っていたようなのだ。

 
清水　影子ちゃん、落ち着いて。何を怒ってるの？

影子　怒るに決まってるじゃない。昨日の夢に、清水さんも参加してたんでしょう。なんで、あ

んな事をしてくれたのよ。

清水　あんな事って？

影子　あのヘンな阿波踊りの出来損ないみたいなダンスよ。あんな、おかしな事をはじめたもの

だから、白けて、夢から目が覚めちゃったじゃないの。

 
　決してオレは阿波踊りをしたつもりはなかったのだが、この状況だと、その事を訂正するゆと

りはなさそうだった。

 
清水　それじゃ、昨日のあの夢は、また皆で一緒に体験した共有の夢だったんだね。また見ちゃ

ったんだ。不思議だな。

影子　話をそらさないでよ。

 
　影子にきつく叱られてしまった。いつもらしからぬ厳しさで、彼女はそうとう怒っているら

しい。

 
清水　でも、あそこで夢が覚めて、良かったじゃない。あのままじゃ、チンピラ学生とケンカに

なりそうだったんだし。

影子　なに言ってるの？京子さんと川上さんのドラマを最後まで手伝ってあげようって約束した

でしょう。それなのに、清水さんがムリやり、あの夢を中断させちゃったのよ。もう、あの二人

の恋愛ドラマの夢は永遠に続きが分からないかもしれないわ。

 
　そうか。その事で、影子は怒っていたのである。

 
清水　ごめん、あやまるよ。だけど、あのシーンじゃ、ケンカを回避するにはああやって、夢か

ら覚めるしかなかったんだよ。分かるよね？



影子　あやまって済む話じゃないでしょう。ケンカをしたくなかったのは、清水さんだけじゃ

ない。あたしは、あのシーンで多少はイヤな目に会ってもいいから、まだ話を続けたかったのよ

。

清水　ごめん、ごめん。しかし、影子ちゃんだって、ボクがケンカに負けて、情けない姿になる

の見たくなかったよね？

影子　たとえ負けたっていい。清水さんが、男らしく、あたしたちを一生懸命守ってくれる事を

期待してたわ。

清水　ごめん、ごめん、本当にごめんよ。ボクは夢から覚めると言う形で、影子ちゃんたちを守

ろうとしただけなんだ。

影子　もう、さっきからいい訳ばっかり！そんな話、これ以上聞きたくないわ。

清水　待ってよ。あやまるから、機嫌をなおしてよ。

 
　ここまで虫の居所の悪い影子を見たのは、オレもはじめてである。それだけに、オレもどうす

ればいいか分からず、ただひたすら謝り続けてしまったのだった。まるで、男の威厳ゼロである

。何よりも、オレは影子にべた惚れしてたし、こんな下らない理由で影子に嫌われたりしたくな

いと、その事だけで頭がいっぱいになってしまっていたのだ。

 
清水　そうだ。ボクだけが悪いんじゃないよ。あの重要なシーンで、球異とか令子さんはどこ

に行ってたんだ。あいつらがあの場に居なかったのも、絶対に良くないよ！

球異　おーい、清水。なんか、呼んだか？

 
　タイミングよく、球異がチャットにと現われた。

 
球異　どうした、清水。今日は、影子たんといちゃついてないじゃないか。（笑

清水　球異、嬉しそうに、何言いやがるんだ。あ、さては、お前、ボクと影子ちゃんの今のやり

とりを、ずっと覗き見してたな？

球異　どーだろな。盗み見は探偵にとってはお手のもんだし。（笑

清水　まあ、いい。それより、昨日の夢、お前も一緒に見てたんだろう？どうして、途中から別

行動をとったんだよ。ボクと影子ちゃんは、あのあと、大変だったんだぞ。

球異　知った事か。別にあの夢に筋書きがあった訳でもないんだし、あの時は、おいらも令子た

んと二人っきりで楽しくやってた最中だったんだから、それを途中で覚めさせられて、おいらた

ちだって被害者だぞ。

令子　球異ったら、ちょっと、あんまり喋っちゃダメよ。

 
　そこで、令子も慌てて姿を現わした。

 
清水　あのう、あんたたち。夢の中で行動を共にできる事にかこつけて、一体、何やってたの？



もしかして、二人っきりでこっそり、大人のお遊び？

令子　やだ、清水くんのエッチ！いいじゃないの！せっかく、夢の中でオフしてるんだからさ、

何したって勝手でしょう。

 
　照れ臭げな様子の令子からも責められそうになったので、オレは慌てて話題をそらした。

 
清水　そうだ、所田は？所田は、令子さんたちと一緒じゃなかったんだろう？あいつこそ、一体

、どこに雲隠していやがったんだ？

所田　やあ、諸君。私をお探しかな。

清水　おい、所田。君も、昨日の夢には参加してたんだろう？途中から、なんで、別行動なんか

をとったんだよ。ちゃんと説明しろよ。

所田　仕方ないだろう。放課後はクラス委員全員出席の会議があったんだから。

清水　クラス委員の会議？

所田　そうだ。

令子　なに、所田くん、あの教室のクラス委員だったの？

所田　そのとおり。クラス委員とは、普通、そのクラスで一番成績がいい子がやるものだろう。

清水　そんな事決まってないよ。てゆーか、自分が一番成績いいって決めつけるなよ！

球異　なんだ、こいつぅ。また自分だけ、おいしい役やろうとしてるぞー。（苦笑

 
　なにやら、皆で共有している夢の中で自由に遊べると分かった途端、どいつもこいつもやりた

い放題みたいな感じである。マジメな影子に付き合って、恋愛ドラマの脇役をせっせと演じ続け

ようとしたオレばかりが大損をさせられたような雰囲気だ。

　そこで、オレは、影子がすでに、このチャットにずっと混ざっていない事に気が付いた。

 
清水　そういえば、影子ちゃん。このチャット、今、覗いてる？まだ出てっちゃダメだよ。ねえ

、影子ちゃん、聞いてる？

 
　オレは焦って書きまくったが、影子の返事はそのままずっと無かったのだった。

　こんなにオレが困っていると言うのに、球異や所田たちはそのまま和やかにチャットの会話を

続けていて、勝手に盛り上がっていた。

　その後、オレは直接、影子にメールを出す事にして、ひたすら謝り続ける内容のメールを、そ

れこそ「ごめん」と書くこと100回以上で、ようやく影子に許してもらえたようで、どうにか、前
のように口をきいてもらえる関係を回復できたような次第なのであった。全く、楽しい夢の冒険

どころか、最悪な結末としか言いようがない話だ。

　その日の夕方、面接を受けたバイト先からは、不採用の通知が届いたのだった。



 

第3話　ホラー（呪いのクロスワード）
 
妹

おもしろ家族

死のクロスワードパズル

名探偵登場

ギャング団

家族の絆

 
 

　このエピソードは、本コンテンツでは未収納となっています。



 

第4話　アクションもの（人間ハンターの逆襲）
 
夢の共有現象の謎

謎の美女

自費出版はいかが?
小説を書く意味

亜人類大戦争



夢の共有現象の謎

所田　私たちの身に何が起きているのか、もっと慎重に検討した方がいいのかもしれないな。

 
　チャットの最中、いきなり、そう発言したのは所田である。

　今回のチャットでは、オレたち清水、影子、球異、令子、所田の仲良しケータイ小説家仲間の

五人は、その後も繰り返し発生する夢の共有現象の事を話題にしていたのだった。

 
清水　確かに、不気味かもしれないけど、今のところ、実生活には影響ないみたいだし。

球異　おいらは、いつも変わった夢を見られて、とっても楽しいぞ。

影子　あたしも、最初はオフ会みたいで面白いなと思ったけど、こう頻繁だと、夢のプライバシ

ーまで侵されているみたいで、ちょっと怖いかも。

令子　皆、そんなに全員で共有している夢を何回も見ているの？私は、あんまり記憶にないんだ

けど。

 
　令子が、困惑気味の発言をした。彼女は、本当に、覚醒後は、夢の内容をあまり覚えていない

らしい。夢と言うのは、ぼんやりとした幻のような時間帯だから、実生活で仕事やら学校やらで

忙しくて、ゆっくり夢の事を思い返している余裕の無いような人たちには、ほとんど夢の中身が

思い出せないようなのだ。

 
所田　最初に夢の共有があったのは、清水くんが見ていた追われる夢でだったかな。この夢に、

何か原因があったのだろうか。

清水　ああ。あの夢は、もう思い出したくもない悪夢だったな。

影子　清水さん、殺されかけたんだものね。

球異　令子たんは、あの時からとってもベッピンだったぞ。

令子　やだ、球異ったら。こんなところでのろけちゃって。球異だって、最高のハンサムじゃ

ない。

所田　わ、わ、私だって、まれにみる好青年だったよね？

球異　うんうん、この世のものとは思えない面構えだったぞ。

所田　お、おい。それは、どういう意味かなぁ？

 
　球異が好き勝手な事を喋るものだから、早くも話は脱線してしまったようだった。こんな感じ

では、恐らく、いつまでたっても、夢の共有現象の謎は解明できないに違いあるまい。

　しかも、この時は、さらにもう一人、厄介者が現われたのだった。

 
ラリー　ハロー！皆さん、お元気？私もチャットに混ぜてね。

令子　あら、ラリーじゃない。何しにやって来たのよ。



ラリー　いいじゃない。このチャットは誰でも出入り自由のフリーチャットでしょう。私も参加

したっていいはずよ。ねえ、そうよね、球異。

球異　もーちろんだとも！

令子　なによ、球異ったら、こんな女の味方をするつもり？

球異　おいらは、ジェントルマンの名探偵だから、全ての女性の味方なのだ。

ラリー　さすが、話せる！やっぱり、私が見込んだ球異だわ！

令子　わー、こら！また、私の球異に手を出そうとする！

 
　早くも険悪なムードになりつつあるが、この新参者もケータイ小説を書いている女性で、ペ

ンネームは「ラリー」と名乗っている。彼女の発表したケータイ小説に、たまたま、球異のヤツ

がレビューを書いてやったらしく、それがきっかけとなって、彼女もオレたちの友達グループに

接触してくるようになりだしたのだ。

　例によって、素性不明の人物ではあるが、球異や令子らと対等な口調で喋っているところを見

ると、彼らと同世代の年齢ではないかと思われた。オレは未読なのだが、ケータイ小説サイト

には、ものすごく独創性の強いファンタジーとかを連載しているらしい。

 
ラリー　ねえ、皆、何のお話をしていたの？

令子　あなたになんか話しても、分かるはずないわよ。

影子　ラリーさん、こんにちわ。皆で夢のお話をしていたところなのよ。

ラリー　影子ちゃん、こんにちわ。そう、夢のお話？

球異　そうなのだ。楽しい夢の話なのだ。

ラリー　私も夢ならいっぱい持ってるわよ。私の夢の話をしてもいい？

令子　そっちの夢じゃないわよ。

清水　夜に見る夢の方ね。

ラリー　私が夜に夢見る事は、ステキな男性と一夜を共にする事。そう、球異みたいな人と。

令子　だから、そっちの夢じゃないってば！さりげなく、私の球異の名前を出さないでよ。

ラリー　我が王子さま、球異探偵王よ。今宵は私と、朝までメルヘンチックなダンスを踊り続け

ましょう。

球異　よっしゃー！

令子　こら！球異も、調子に乗って、ラリーの自分だけの世界に付き合ってやるんじゃないわよ

！これは皆のチャットなのよ。ラリーさん、自分勝手な事ばかり書き込まないで！

所田　あ、あのう、最初の夢の話に戻してもいいかな。

ラリー　ねえ、皆。もっと、私の話を聞いてよ！さっき、すごいアイディアがひらめいたんだ

から。今度書く小説で使ってみようかと思っているの！ロマンチックな異世界ファンタジーよ。

皆にだけ、先に教えてあげる。だから、聞いて、聞いて、ねえ、聞いてってば！

 
　ラリーが、こんなハイな状態になったら、もう誰にも止められそうになかった。彼女がチャッ



トに加わった時は、いつもこんな感じでグチャグチャにされてしまうのが、最近のパターンな

のだった。



謎の美女

　その夜の夢では、オレは、いきなり、近未来世界風の長いコンクリートの廊下を走っていた。

一人で駆けていたのではない。オレの一歩先には、見知らぬ女性も、いっしょに走ってくれて

いた。SFチックな黒いレザースーツで身を固めた、とてもかっこ良い女性である。
　夢の予備知識では、この女性が誰なのかは何も思い浮かばなかった。つまりは、現実に存在す

るオレの身近な人間ではないと言う事なのだろう。この夢で初対面の存在だから、素性がまるで

記憶に浮かんでこない訳だ。

　そんな時、彼女が、はじめてオレの方に振り返り、自分の顔を見せてくれた。

「清水くん。あと、もう少しよ。頑張って」

　そう優しい声をかけてくれた彼女の顔を見て、オレは急にドキリとしてしまったのだった。

　ものすごい美人なのである。夢の中では、影子も令子もなかなかの美人であったが、この女性

の美しさときたら、彼女たちすらも比ではない。まさに最高に美しい女性なのだ。

　顔半分を隠すほど長い髪を振りかざしていて、顔全部が見えていなくても、彼女がそれほどの

美貌である事ははっきりと分かった。それだけではなく、背もスラリと高くて、モデルのような

鮮やかなプロポーションもしている。ここまで完璧な女性は、ちょっと見当たらないだろう。

　そこで、ある考えがオレの頭には浮かび上がったのだった。

　この女性は、オレのアニマなのではなかろうか、と。

　アニマとは、心理学者が提唱した用語の一つで、夢の中に出てくる見知らぬ女性の事を指す。

その夢を見ている人物の無意識的人格が、女性として現われたものなのだそうだ。つまりは、オ

レ自身の深層心理そのものだと言う事になり、オレがもっとも理想的と感じる女性の姿をしてい

たとしても、おかしな話ではないのだろう。

　こんな素敵な女性と会わせてくれるだなんて、夢とは全く何て素晴しい空間なのだろうか。

　しかし、ただ手放しで喜んでばかりもいられないようだった。彼女がオレの深層心理だと言う

のならば、彼女が出てきた、この夢にも、きっと、なにか深い意味があるに違いないのだ。オ

レも、そのメッセージを真摯に受け止めるべく、気を引き締めた方がいいのである。

　やがて、と言うか、例によって、夢の世界では時間や距離の感覚が曖昧なのであるが、オレた

ちは一つのドアの前にとたどり着いた。

「ここよ。はいって」

　と、ドアを前にして、美女は言った。

　そのまま、彼女がドアを開き、先に中へと入ってゆく。オレは、彼女の後ろをついてゆく形

となった。この状況になっても、まだオレの意識の方では、この夢の設定が理解できていなか

った。

　そして、ドアをくぐってみると、向こう側は、ちょっとした会議室風の小部屋になっており、

中央のテーブルには、すでに三人の男が適当な場所にと腰掛けていた。

　彼らの姿を見て、今度は、オレはギョッとさせられたのだった。一人は、我が怨敵、あのビ

リヤ・プライムである。さらに、もう一人はスキンヘッドの大男、永山だ。最後の一人は、こな



いだの夢ではじめて目にしたギャング団所属の科学者風の男だった。全員、お揃いの黒いレザ

ースーツを身に付けている。

　アニマは、一体、どんな思惑があって、オレをこんな嫌な連中の元へと引っ張ってきたのだろ

うか。

「脅える事はないのよ。彼らはあなたには手を出さないわ。これからは、あなたにも私たちの仲

間になってもらうのよ」

　アニマである美女は、オレの不安を察してくれたかのように、そう告げてくれたのだった。

　そして、この時点になって、ようやくオレの頭の中で夢の予備記憶が働き出したのであった。

　アニマの美女も含めて、こいつら四人は亜人類ハンターである。しかも、今度の夢でも、オレ

の方はまたもや亜人類の役だ。ただし、亜人類としてのオレの立場は、どうも新たなディテール

が付け加えられていたようなのだった。

　それにしても、なぜ、こんな亜人類の夢をまたしても見てしまったのだろう。やはり、チャッ

トで、夢の共有現象の謎を探るにあたり、さりげなく、この夢の話題にも触れてしまったのがい

けなかったのか。

「リーダー。こいつが、君の言う、使えそうな亜人類かね？」

　まずは、科学者風の男が、オレの姿をジロジロ眺め回しながら、そう口にした。

「清水と言う名前よ。仲良くしてやってね」

　美女が、勝手にオレの事を紹介した。

「あまり役立ちそうには見えないんだがな」

　そうケチをつけたのが、永山だ。

「彼の能力は、まだ未知数よ。長い目で見守ってちょうだい」

　美女が、さらに、オレの事をかばうような事を発言してくれた。

「まあ、いいか。私はビリヤだ。よろしくな」

　キザっぽく椅子から立ち上がったビリヤが、オレの方に右手を差し出してきた。オレに握手を

求めているらしい。どうやら、前回までの夢での、オレを追いかけ回していた亜人類ハンターだ

ったと言う設定の方はすっかりリセットされていて、初対面と言う関係になっているようだ。

　オレは、なんとも複雑な心境で、あの嫌いなビリヤと固く手を握り合った。

「オレの名前は永山。このチームの中じゃ、最強の戦士だ。手強い敵は、遠慮なくオレの方にま

わしてよこしな」

　次に自己紹介したのが永山である。もう、見た目通りの設定のキャラのようだ。

「私は、魔人。チームの科学装備面を担当している。愛称で＜教授＞と呼んでくれてもいいよ」

　科学者風の男も、名乗ってくれた。この男の名前は初耳である。やはり、この男も、このまま

ズルズルとオレの夢の中のレギュラー登場人物の一人になってしまうのであろうか。

「そして、私がチームのリーダーの山精よ。分からない事があれば、全て、私に聞いてちょう

だい。でも、私もA級ライセンスの亜人類ハンターだから、女だと思って甘く見ないようにね」
　最後に、あの美女がようやく自分の名前を教えてくれたのだった。

「あのう、なぜ、ボクはここに連れてこられたのですか。ボクは、あなたたちに狩られる対象の



亜人類なのでは？」

　さっそく、オレは疑問を山精へとぶつけてみた。

「確かに、亜人類は全て抹殺しなくちゃいけない。しかし、亜人類の数は増えてゆく一方であり

、ハンターが不足し始めているのも事実なの」

　山精がサッと髪を振り上げながら、そう答えた。

「つまり、毒をもって毒を制すだよ。リーダーは、亜人類に亜人類狩りをさせてみる事をひらめ

いたのだ。そのハンター候補生第一号の亜人類が君と言う訳だ」

　山精の言葉を引き継ぐように、魔人が歯切れよく説明した。

「私たちは、前線で戦っている亜人類ハンター四天王よ。最近は、突然変異した強力な亜人類も

出現しだし、私たちでも手こずる事が多いの。だけど、このメンバーに、亜人類自身の力、すな

わち、清水くんの事ね、これを加えれば、本当に無敵のチームになれるはずだわ」

　山精がビシッと話を締めた。

　これで、今回の夢の設定がだいぶ見えてきたのだった。

　この夢では、亜人類ハンターの方が主役なのだ。そして、集団主人公スタイルの物語なので

ある。

　とは言え、いつものケータイ小説タッチの夢同様、五人というメンバー人数は、あまりにもベ

タ過ぎないであろうか。なおかつ、構成員のキャラ設定が思いっきりステレオタイプだ。力持ち

、科学者、キザ野郎、女性に、最後の一人が、すなわちオレであるが、恐らくメインキャラと言

う事で、新入りという人物設定が与えられているらしい。集団主人公タイプの物語の場合、各メ

ンバーの特徴として、これらのような要素をそれぞれのキャラにと当てはめると、各人の性格に

見分けやすいメリハリがつくので、けっこう典型パターンとして定着しているマンネリの書き方

なのだ。

　夢の設定分析については、まあ、これぐらいでいいだろう。本当に気にかかる点は、今回の夢

にはオレのアニマも参加していると言う部分である。アニマが現われる以上は、この夢は何とな

く見てしまった平凡な夢などではなく、きっと、精神分析的解釈の深い意味があるはずなのだ。

　何よりも、今回の夢では、なぜ、今まではオレの敵として現われた登場人物たちが、皆、オレ

の新しい仲間として設定されているのであろうか。そのへんに、あるいは、重要な真実が隠され

ているのかもしれない。

　ただ、そんな謎究明の方はひとまず置いといておきたいほど、この夢では、アニマである山精

のインパクトが強烈だった。アニマとは、それほど麗しい存在なのである。山精の美しい姿を見

ていたら、それだけでも心が緩んでしまい、このままいつまでも夢から覚めたくないような気分

になった。影子には申し訳ないが、山精の女性的魅力は、誰とも比較できないほど完全なので

ある。

「さあ、清水くん。私たちのチームに加わる決心はついたわよね」

　オレが、ただボッと山精の事ばかりを眺めふけっていると、その山精から、いきなり、そう訊

ねられてしまった。

　どうやら、オレはまだ正式に彼女たちのメンバーの一員になった訳ではなかったようである。



ここで、オレが返事をする事で、ようやく亜人類ハンター組織の物語は本格的に始まる事になる

らしい。

　ホンネとしては、美しい山精とずっと同行できるのであれば、二つ返事で参加要請を受け入れ

てしまいたい気分だった。しかし、それが本当に正しい選択なのだろうか。山精はともかく、残

りの三人は今までオレと繰り返し敵対してきたヤツらである。夢の中の状況設定がこのようだか

らと言って、あっさりと仲良くしてしまってもいいのだろうか。

「清水くん。早く返事を聞かせて」

　山精がオレに詰め寄った。

　だが、これは何だか今後の人生にも関わってきそうな大事な決断のように思えて、オレは、な

かなか言葉を返す事ができなかったのだった。一体、どう答えるのが最良の正解になるのだろ

うか。

　オレは悩み続けた。実質上、夢が止まったような状況になってしまった。四人の登場人物たち

からじっと見つめられ、オレは焦ってきた。気持ちが高揚し、夢の中だと言うのに心は興奮状態

に陥ってゆく。なんだか、悪夢を見ている時のような気分だった。オレの意識は激しく動揺して

いた。

　そして、次の瞬間、オレは目を覚ましてしまったのだった。心が高揚し過ぎた為に、レム睡眠

の安定状態が壊れてしまい、生理的に覚醒させられてしまったのである。これで夢の答えの方は

お預けとなってしまった。

　アニマの甘美な印象が目覚め後もまだ続いていた一方で、後味の悪い気分もばっちり心の奥に

こびりついており、オレはしばらくは漠然とした心境で布団に横たわり続けていたのだった。



自費出版はいかが？

影子　清水さん。ねえ、清水さん。ちゃんと覗いてる？

 
　影子の呼びかけで、オレはハッとした。

　今はチャットをしている最中であった。昨夜見た夢の中のアニマの印象がなかなか忘れきれな

くて、翌日、皆とチャットをしていても、オレはまだボッとしていて、時々、書き込み参加から

離脱しがちになっていたのだった。

 
清水　きちんと、ここにいるよ。えーと、何の話をしてたんだっけ。

令子　今度、ケータイ小説サイトで開催されるコンテストの話よ。

影子　清水さんは、もちろん出品するんでしょう？

清水　ああ、あれか。どうしようかな。

所田　おやおや、いつもの清水くんらしくないなあ。このコンテストで入賞して、今度こそ作家

になってやるとか言わないのかね。

清水　そりゃあ、傑作を書く自信はあるけど、どうせ入選しそうにないし。

影子　どうしたの。そんな弱気になっちゃって。

球異　おいらは、しっかり参加するぞ。

令子　はいはい。参加する事に意義ありね。

影子　あたしも、今度は出品してみようかと思うわ。清水さんも一緒に参加しようよ。

清水　でも、どうせ、ボクの小説なんて誰も読みに来てないし、ケータイ小説のコンテストな

んて、結局はアクセス数の多い人気作品だけが入選争いをできる訳だから、ほんとに参加するだ

けで、何の収穫もないしな。

影子　ダメよ、そんな後ろ向きな考え方は。あきらめないで、もっと希望を持たなくちゃ。

所田　まあ、ケータイ小説と言っても、確かに、読まれている作品とそれ以外の作品では天と地

ぐらいのアクセス数の差があるからね。全く読んでもらえない作者が、書く気をなくして、脱落

していくのも分からぬではないかな。

令子　所田くんだって、人の事は言えないほどアクセス数は僅かじゃない。

所田　私は趣味で小説を書いているだけだからね。あんまり気にしちゃいないよ。でも、清水み

たいに本気で作家志望の人間だと、アクセス数を稼げない上、そのせいでコンテストでも、まと

もに扱ってもらえなかったりすると、だいぶこたえるものかもしれないね。

球異　おいらも趣味で、これまでの自分の探偵活動をケータイ小説に書いてるのだ。

令子　はいはい、楽しそうで良かったね。あまり話の腰をおらないでね。

影子　所田さん、ひどいよ。せっかく、清水さんを励まそうと思ったのに。

所田　ごめん、ごめん。でも、私が言ってる事も事実だしね。ケータイ小説で脚光を浴びて、そ

の流れで作家になりたいなんて考え方は、やっぱり甘いよ。もっと現実を正しく見つめて、あく

までケータイ小説はお遊び程度の気持ちでたしなんだ方がいいんじゃないのかな。



令子　でも、所田くんだって、今度のコンテストには参加するつもりなんでしょう。

所田　参加するよ。（笑

 
　所田は、時々、こんな感じで、良識人ぶって、作家になりたいと言うオレの夢をたしなめるよ

うな事をさらりと書いたりする。彼の言う事も分からぬではないが、それにしてもイヤな気分だ

。

　出版社主催の小説コンテストでも受からない、ケータイ小説でも相手にされないでは、オレが

作家になれる可能性は完全に閉ざされているではないか。それでも、オレは小説家になりたい

のだ。大卒後、就職浪人となり、普通の就職先からも見放されてしまったオレとしては、ますま

す作家になる事への憧れの気持ちが強まるばかりなのである。

　なんだか、本当に不愉快になってきたし、このまま別れの挨拶も書かないで、チャットから抜

け出しちゃおうかと思った矢先に、ラリーがチャットに現われたのだった。

 
ラリー　皆さん、ハロー。相変わらず、仲良く全員そろってるんだ。

令子　また来たあ。あなたこそ、他に友達いないの？

ラリー　ねえ、皆。自費出版で本を出してみない？

 
　令子の嫌みをあっさりかわして、ラリーはいきなりトンでもない話を持ちかけてきたのだった

。

 
影子　ラリーさん、こんにちわ。でも、自費出版って、お金がかかるんでしょう。

ラリー　今は印刷技術も進んでいるから、きちんとした本だって低コストで作れるようになって

るのよ。2、30万円でも可能かしら。
清水　それって、ほんと？

 
　思わず、真っ先にオレは食いついてしまった。

 
令子　ちょっと、清水くん。ダメよ、こんな話に乗せられたら。自費出版で本を出したところで

、本当の作家になれる訳じゃないのよ。

所田　自費出版で何百万円もお金を出したと言う話を、よく新聞で目にするけど。

ラリー　それは、出版元にぼったくられただけの話よ。自費出版は、皆が考えているよりも、ず

っと庶民の手が届くものに変わりつつあるんだから。

清水　本当に20万円で本が作れるの？
令子　だから、清水くん、こんな悪徳セールスみたいな声に耳を傾けちゃダメだってば。何百冊

も本を刷ってもらったところで、きっと、誰にも買ってもらえないよ。身内に配ったあと、残っ

た本は全部手元に置くはめになって、そんな売れない自分の本の山に囲まれたりしたら、ますま

す作家気分もズタズタにされちゃうから。



ラリー　そうとも限らないよ。最近の自費出版は、出版元の方で書籍登録の手続きもしてくれて

、全国の書店にだって置いてもらえるし。もちろん、ネット販売も可能。

所田　なに！それ、本当？

 
　オレより早く、ラリーの話に飛びついたのは、意外にも所田だった。

 
令子　あの、所田くん。あなた、趣味で小説書いてただけなんでしょう？

所田　本屋に並べてもらえるんだったら、話は別だ。おお、偉大なる発明家・所田和司の名前を

世に広める絶好のチャンスがいよいよ来たか。

球異　ついでに、名探偵の球異もよろしく！

令子　バカね。形として、本屋に置いてもらえたって、誰も買ってくれなきゃ意味ないじゃない

。ケータイ小説でも読んでもらえないような小説を、お金出して、わざわざ買ってくれる人が本

当にいると思う？

ラリー　自費出版で一番重要な部分は、「自分の小説をきちんとした本に出来る」というとこ

ろよ。最初っから金儲けしようなんて欲丸出しで手をつけたりしてはダメ、ダメ。そんなんだ

から、皆、もっと純粋に自費出版を楽しむ事ができないのよ。

影子　でも、お金はけっこうかかるでしょう。高校生のあたしには、20万円でも、まだ高いかな
。ほんとは、いじめを無くすメッセージを書いた本を出版してみたいところなんだけど。

ラリー　皆で共同出版して、割り勘にすれば、だいぶ安くなるよ。

球異　その話、乗ったー！

所田　私も、私も！

清水　わー、ボクも参加したいけど、その僅かなお金がないよー。

令子　もう、皆、バカ、バカ！特に清水くん、あなたは記念本を作りたいんじゃなくて、プロの

作家になりたかったんでしょう。自費出版で本を出したところで、出版社から原稿依頼をもらえ

る新人作家になれるって訳でもないのよ。目先の魅力に目がくらんじゃって、最初の目的が分か

んなくなっちゃってるんじゃないの。

ラリー　ケータイ小説にばかりしがみついてないで、人間、もっと冒険しなくっちゃ。

清水　そうか。何をやるのも、やっぱりリスクは必要なのかな。ケータイ小説は、いくらでもタ

ダで書けるかもしれないけど、人気作や注目作以外が出版関係の人にも読んでもらえて、ピッ

クアップしてもらえる可能性はほとんどゼロだもね。それなら、自費出版で自分の本を出して、

勝負してみるのも一つの手段かも。本にすれば、ケータイ小説を見ない人にも配布できるから、

色んなチャンスがいっきに増えるかもしれない訳だし。

令子　わー、完全にラリーに毒されちゃってる。出版業界の人に注目してもらえないのは、自費

出版の本にしても同じなんだってば。そりゃあ、自費出版で成功したケースだってあるかもしれ

ないけど、やっぱり、うまくいかない人の方が大多数なのよ。

ラリー　さあ、私と一緒に共同で自費出版したい人、名乗り上げてー。

令子　こらあ、ラリー。その自費出版の勧誘活動、いい加減やめなさーい！



 
　こうして、今日のチャットもまた、ラリーの乱入によって、何だか収拾のつかない状態のまま

で終了してしまったのだった。



小説を書く意味

　また夜がやって来た。

　布団についたオレは、いつの間にか深い眠りにと入り、今夜の夢を見始めたのだった。

　夢の中での意識がはっきりしだすと、オレは、薄暗くて小さなシェルターの中にとたたずんで

いた。だが、今回の夢では、オレ一人でそんな場所にいた訳ではない。オレの周りには、他にも

四人の人物の姿を確認する事ができた。

　これまでに何度も会ってきたので、オレにも、彼らが誰なのかはすぐに分かった。影子と令子

と球異に所田の四人である。今日の夢では、珍しい事に、はじまった時点ですでに全員が勢揃い

していたのだった。

　彼らが本物の影子たちなのか、それとも、オレの夢の中の産物なのかをいちいち確認するのは

止めておく事にした。最近の夢では、彼らと同席した場合は、ほぼ本物の彼らで間違いないのだ

。夢の共有現象もかなり定着してしまったようで、オレも他の皆も、あまり驚かないで、その現

実に流されるようになり始めていた。

　それにしても、今回の夢は、どういう設定なのであろうか。よく見ると、仲間の四人は全員、

不安そうな表情をしている。まるで地震でも起きているかのように、時々、部屋が小刻みに揺れ

たりもした。はっきり言って、かなりヤバそうな状況である。

「ねえ、皆。ここはどこ？一体、何が起きてるの？」

　かなりヤボな質問ではあるが、なかなか夢の予備知識がオレの頭の中に浮かんできそうになか

ったので、オレは一緒にいる仲間たちにそう訊ねてみた。

　答えてくれたのは、令子だった。

「ここは、私たち亜人類抵抗軍の隠れ家よ。でも、ここも、とうとう亜人類ハンターたちに見

つかってしまって、今は攻撃を受けている最中なのよ」

　彼女の説明を聞いた事によって、オレの頭の中の夢の予備知識もたちまち動き出したのだった

。

　そうだ、これは、つい前日見た亜人類の夢と同じものなのである。同じ内容の夢を、今、また

見直しているのだ。もっと正確に言うと、今の状況は、昨日見た夢のシーンをほんの少しさか

のぼった場面なのである。

　間もなく、この隠れ家は、亜人類ハンターの襲撃によって、完全に崩壊してしまう。気の毒

だが、仲間たちは皆、全滅してしまい、オレだけが生き残る。そこに、あの山精が現われて、オ

レだけを外へ連れ出してくれるのだ。そのまま、オレは彼女のあとをついてゆき、昨日の夢の内

容へとつながってゆく訳である。

　同じ内容の夢を二回見るなんて、あり得ないと思う人もいるかもしれない。しかし、夢見のシ

ステムなんて、けっこう単純なものだから、時と状況によっては、以前の夢の続きを見たり、さ

らには、以前見たのと同じ夢を再見する事も、それほど変わった出来事でもないのだ。面白い

事に、たいがいは、その夢を見ている最中に、強烈なデジャ・ブを感じて、この夢が前見た夢の

続きだとか繰り返しだと言う事に気付かされる。夢の中での自覚だから、もしかすると、前に同



じ夢を見たと言う記憶の方が思い過ごしだった可能性もあるのだが、夢においては、このような

奇妙な現象も起こりうるものなのだ。

　このように、この夢の今後の展開が分かってくると、オレはちょっと心が時めいてきた。また

、あのアニマの山精に会えるのである。彼女と再び同行できる事だけが、ひたすら楽しみであ

った。

　そんな自分だけの喜びに浸っている時、急に影子がオレのそばへと体をすり寄せてきた。

「今日は、エコも、清水さんと同じ亜人類よ。いっしょに戦おうね」

　声を弾まして、オレに話しかけてきた影子を見直してみると、彼女もやっぱりすごく可愛い。

亜人類役であろうと、あいかわらずの美少女ぶりである。

　しかし、とても残念ではあるが、この夢では、彼女は間もなく死んでしまう筋書きなのだ。彼

女だけではなく、他の三人の仲間にしてもである。その事を皆は知っているのだろうか。

「亜人類ハンターがこの部屋に侵入してきたら、おいらが必殺の探偵超能力で追い払ってやる！

」

「お前じゃムリだって。ここは、亜人類ハンターハンターの私に任せなさいって」

　いつもと変わらぬノリで、シルクハットをかぶった球異と白衣姿の所田は、そんな下らない会

話をかわしていた。恐らく、この先の惨状を何も思い出せないからだと思われ、少し彼らの事が

可哀相に見えてきた。

　その矢先、隠れ家が今まで以上に激しく揺れ出した。いよいよ、話が動き出すのだ。ついに、

亜人類ハンターの攻撃による被害が、この部屋の中にまで及んで、皆は惨殺され、同時に山精も

この部屋へと姿を現わすのである。

　オレが思い出せる夢の予備記憶によれば、確かに、そういうストーリー展開のはずだった。

　ようやく、あの愛しき山精と再会できるのである。

　突如、天井がバリバリと破られて、ぽっかり空いた穴から、一人の女性が、この部屋の片隅へ

と飛び降りた。皆は、彼女のいきなりの襲撃に少し動揺していたが、オレは、この筋書きを知っ

ていたので、何も驚きはしなかった。そして、この女性こそが、あの麗しき我がアニマ、山精の

はずだった。

　ところが、この出現した女性の姿を見て、オレはきょとんとした。昨夜の夢で見た山精とは、

雰囲気がかなり違うのである。

　確かに、この女性もなかなかの美人だ。髪の毛も長いし、モデルのようなスラッとした体型を

している。着ている服も、あの亜人類ハンターたちのチーム制服である黒いレザースーツだった

。でも、昨日の夢に出てきた山精とは、感じがだいぶ違うのである。何よりも、山精を見た時に

抱くときめきが、今は全然湧いてこない。

「さあ、清水くん。こっちにいらっしゃい。助けてあげるわ」

　と、彼女が、オレの方に顔を向けて、明るい口調で言った。

　声質すら、昨日の山精とは別人のように感じられた。そんな風に声をかけられても、昨夜の山

精の時のような、つい引っ張られちゃいそうな気分には、全くならなかった。

　それとも、アニマとは、見た夢によって、コロコロと姿が変わってしまうものだったのだろ



うか。

「ねえ、清水さん。この馴れ馴れしい女の人、一体、誰なの？」

　オレの隣にいた影子が、オレの体をつついて、少しきつい声で、そう訊ねてきた。

　影子の方を見てみると、声ばかりではなく、表情もかなりきつくなっている。どうやら、嫉妬

した時の女の顔だ。ちょっと嬉しいような複雑な心境だが、影子のヤツは、オレの事でヤキモチ

を焼いてくれてるらしい。

「この女の人は亜人類ハンターの一人」

　オレは説明しかけたが、そこで喋るのをストップした。もし本当の事を全部教えてしまったら

、影子の心はヤキモチどころか怒りに変わってしまうのではなかろうか。何たって、他の皆は殺

されてしまうのに、オレだけはアニマに導かれて、救済されるなんて、この夢はあまりにもオレ

ばかりがいい目にあい過ぎている。

　ここで、タイミングよく、令子が叫んでくれたのだった。

「あなた。ひょっとして、ラリーじゃない？」

　令子のこのセリフで、オレも急に頭が働き出したのであった。確かに、令子の直感は間違い

ない。この謎の女性は、オレのアニマと言うよりも、どうも顔見知りの一人のような感じがして

ならなかったのだが、何となく、オレにもラリーみたいな気がしてきたのだった。もちろん、本

物のラリーの事を、直接会って、知っている訳ではない。しかし、他のケータイ小説家仲間たち

の事も、夢の中ではじめて接触した時、すぐに誰が誰なのか分かったように、雰囲気で見分けが

つくのである。

「そうよ。あたしはラリーよ。亜人類ハンターの女リーダー、ラリー。そう言うあなたは、もし

かして、令子さんじゃない？」

　謎の女性は、全く自分の正体を隠そうともせず、それどころか、きょとんとした表情で、オレ

たち全員をきょろきょろと眺め回したのだった。

　なんて事であろう。どこで設定が狂ってしまったのだ。オレのアニマが出てくるべきシーンで

、なぜか、あのラリーが現われてしまったのである。しかも、この調子だと、このラリーもまた

、夢の中の産物などではなく、オレたち同様、本物のラリーがこの夢を共有している可能性が

強い。夢の共有現象は、ここまで広く皆に波及していたのか。

　オレが狼狽している最中に、突然ラリーはおかしそうに笑い出して、はしゃぎ出したのだった

。

「わあ、この夢、おもしろーい。清水くんだけ出てくるのかと思ったら、他の皆も全員、登場す

るんだ。そっちの女の子は影子ちゃんね。向こうで、シルクハットをかぶっている男の人が、我

が愛しの球異探偵王で、ついでに所田くんまでいるんだ」

　ラリーに次々に名前を言い当てられると、影子はペコリと初対面のお辞儀をして、球異はニヤ

ツキながらピースをした。

「あ、あのう。ついでは、ちょっと、ひどくない？」

　所田は、顔を引きつらせながら、そう言い返した。

「やれやれ。この女ったら、状況を何も分かってないみたいね。いいわ、説明してあげる。この



夢はね、あなた一人で見ている夢じゃないのよ。私たちも一緒に見ている夢なの。皆で、同じ夢

を同時に体験しているのよ。私たちは、あなたが今日、この夢に参加した時よりも、ずーっと前

から、この現象を知ってたんだから。あなたなんかよりも、私たちの方が、この世界ではずーっ

と先輩で、仲良し同士なんだからね！」

　なぜか、令子が、積極的に、今の状態の事をラリーに解説した。チャットをしている時みた

いに、ラリーに対しては、激しい対抗意識を感じているらしく、優位に立とうとしていたらしい

。

　令子の説明をポカンと聞いていたラリーは、別に引け目を感じたような素振りも見せず、唐

突に、こんな事を言い出したのだった。

「それって、最高！めっちゃくちゃ楽しいじゃない。これからは、あたしも堂々とメンバーの一

人に加わった訳ね。それなら、これから、あたしたちの事はドリームウォーカーと名乗る事にし

ましょう。夢の世界を歩き遊ぶ素敵な人種と言う意味よ」

　まるで不思議とも思わずに、あっさり順応してしまうあたりが、ラリーの凄いところである。

「私たちは、この状態を夢の共有現象と呼んでたんだけど」

　おろつきながら、所田が口を挟もうとした。

「ドリームウォーカーとしては、私たちの方が先駆者なんだからね。ラリーさん、あなたはまだ

新入りなんだから、あまり出しゃばらないでよ」

　所田のセリフをさえぎって、令子がきつく怒鳴ったのだった。ラリーの事を快く思ってないわ

りには、早くもラリーの提案した造語を取り入れてしまっている。どうやら、この夢の共有現象

については、このままドリームウォーカーという呼び方が定着しそうなムードだ。

「あら、夢の中で先輩も後輩もないわよ。夢の中で重要なのは、一体、自分がどんな役回りを担

当しているか。小説と同じで、あとから登場した人物でも、主役クラスなら、早くから登場して

いたキャラよりもオイシい思いをしてもいいものなのよ」

　ラリーはあっさりと言い返した。

「まあまあ、二人とも、あまり熱くならないで。もっと穏やかに」

　所田が冷静に二人をなだめようとしたが、相変わらず、令子とラリーの目には所田の姿は写っ

てないようだった。

「たとえば、この夢。あたしの役は亜人類ハンターで、あなたたちは狩られる亜人類の役。どう

考えても、あたしの役の方が有利よね。もう、これは仕方のない話なのよ。最初の段階で、一番

面白そうな役を選んじゃう、まさに要領のいい人間がドリームウォーカーでも主導権を握れるっ

て事よ。年功序列みたいな古くさい発想にとらわれ続けてちゃダメ、ダメ。世の中を楽しく渡り

歩きたければ、一つの場所に固執したりせず、色んな事にも目を向けなくちゃ！」

　ドリームウォーカー初心者とは思えないほど饒舌に、ラリーは、ドリームウォーカーを満喫す

る発想を快活に披露してみせた。オレたちは、ドリームウォーカーを体験しだしてから、なかな

かすぐには溶け込めなかったと言うのに、彼女ときたら、恐るべき順応の早さであり、オレたち

とはやはりどこか違ったタイプの人間であるように思えた。

　さて、令子とラリーの言い争いで、すっかりストーリーが脱線している最中に、オレの後ろに



隠れていた影子が、こっそりとオレに話しかけてきた。

「ねえ、清水さん。ラリーさんは、はじめに、清水さんの事を助けてあげるとか言っていたけど

、あれはどういう事なの？」

　それは、ちょうどうまく、夢の中の物語を元の軌道に戻してくれそうな良い質問だった。

　でも、オレの口からは、とても上手には説明できそうにない。

　オレが口ごもっていると、まるで地獄耳のラリーが、しっかりと影子の小声も盗み聞きして

いて、オレの代わりに勝手に設定説明をし始めてしまったのだった。

「あなたたちって、本当に気の毒ね。この夢の今後の展開が、全く何も分かっちゃいないのね。

この夢の主人公は、実は清水くんなのよ。そして、清水くんのサポートをつとめるサブキャラ

クターは、あなたたちなんかじゃなくて、このあたし」

　ラリーもそこまで認識していると言うのならば、やはり、山精の代わりにラリーが登場したと

言うのは、どうも間違いではなかったようである。

「ちょっと待って。それって、どういう意味よ。ラリーさん、あなたは亜人類ハンターで、清水

くんは亜人類役なのよ。なんで、二人が手を組むのよ」

　令子が叫んだ。

「だって、そういう設定なんだもん。仕方ないじゃない。ついでに教えてあげると、もうすぐ、

この隠れ家はあたしたち亜人類ハンターの手で爆破されてしまうわ。その時点で、あなたたちの

出番はおしまい。皆、死んでしまうわ。そのあとは、あたしと清水くんだけで、楽しく、この夢

のストーリーは進めさせてもらう事になるのよ」

　ラリーは、あっさりと言いのけた。

「なによ、それ。勝手すぎるわ。そんな夢、エコは断固反対だから！」

　温厚な影子も思わず叫んだ。彼女の場合は、オレとラリーが接近し過ぎる事にも強い不平を感

じているようである。こんな風に、女の子に奪い合いされるなんて事は、オレにとっては今まで

になかったような事態だから、ちょっと嬉しいような気もしなくはない。

「おいらも、あっさり死ぬなんて、やだぞ。まだまだ、令子たんといっぱい遊びたーい」

　球異も怒鳴った。

「私もだ。死ぬんだったら、あとは幽霊役で、化けて出てきてやるからな」

　所田も訴えた。普段は科学だの合理的発想だのと言ってるくせに、こいつは、なにを急に幽霊

役などと非現実的な事を口走っているのだろうか。

「なんなら、球異探偵王だけでも、清水くんと一緒に助けてあげようか。球異は、あたしのお気

に入りだからさ」

　ラリーが、夢の筋書きにない、トートツな事を提案してきた。

　一瞬、球異の表情がぱっと明るくなったが、横から令子にギロリと睨みつけられて、球異はす

ごすごと令子の後ろに引っ込んだのだった。

「もう、これじゃ話が進まないわ。肝心な清水くんは、どう思ってるのよ。ほんとに、ラリーさ

んとここから逃げ出したいの？この夢の主役が、実際に清水くんだと言うのならば、夢の予備知

識で先の事も分かってるんでしょう。一体、どうなのよ」



　令子が、いきなりオレに話を振ってきた。

　皆が勝手に激しく口論しあってくれているので、すっかり傍観者になりかけていたオレは、急

に渦中に連れ戻されて、何も考えていなかっただけに、よけい困惑したのだった。

「じれったいな。清水くん、こんなヤツらはさっさと見捨てて、こっちに早く来なさいよ。あな

たは、この夢の今後の展開は分かってるはずなんでしょう。だったら、きちんと、自分の役どこ

ろを遂行しなくっちゃ」

　ラリーも、オレに催促してきた。

　令子とラリーと言う、気の強い女性二人に挟まれてしまって、オレもかなり弱った状態である

。いや、それだけではない。背後からは、もう一つの強い圧力もひしひしと伝わってくるのだが

、これは影子が放っているものだ。影子も怒らせちゃうと、やたらに怖いのである。女性陣皆か

ら睨まれて、オレは本当に気まずい心境になってきた。

「清水くん、よーく考えなさい。ドリームウォーカーの夢の物語だって、しょせんは、自分が書

いている小説と同じようなものなのよ。面白い話にしなくちゃダメなんだから。狩られる立場の

亜人類の話なんて、誰が喜んで見てくれると思う？ダメよ、やっぱり亜人類ハンターが主役じゃ

なくっちゃ。皆は、亜人類ハンターがかっこよく亜人類を退治する話をこそ望んでいるのよ。清

水くんは、その主役をやらせてもらえる幸運な立場なんだから、きちんとそれに従わなくちゃ」

　ラリーは、まるで当然であるかのように、オレをそう諭し始めたのだった。

　しかし、ラリーの言い分を聞いているうちに、逆にオレはたまらなく不快な気分がこみ上げて

きたのであった。

　確かに、オレを救済する存在が、ラリーなどではなく、オレのアニマである山精だったら、ほ

とんど無条件でついていっていたような気がする。しかし、ラリーでは、今ひとつ、従いたくな

るような魅力が足りない。さらに、連れていかれた先にいる仲間が、従来ならオレと敵対関係

にあったイヤなビリヤや永山や魔人たちだと言うのならば、ますますラリー側につくメリットが

見つからなかった。

「ボク、亜人類のままでいいよ。このまま、影子ちゃんや令子さん、球異や所田と一緒に居続け

たい。たとえ、このまま、皆殺しにされてしまう展開だったとしても」

　決心がついたオレは、そう意思表明したのだった。

　オレの最終判断を聞いて、令子や影子は勝ち誇ったような嬉しそうな表情をしていた。

　一方のラリーは、夢の筋書きに逆らうようなオレの決断を告げられて、かなり狼狽していたよ

うだった。

「清水くん、自分が何を言ってるのか分かってるの？そんな事をしたら、この夢の正しいスト

ーリーがグチャグチャになっちゃうじゃない。それでいいと思ってるの？あらかじめ用意されて

いるストーリーこそが絶対なのよ。作者が、自分の好みや自己主張ばかりを優先して、小説を書

いちゃったら、その小説はどんなものになってしまうのか、分かってる？自己満足で、他人が読

んでも全然面白くない作品になっちゃうものなのよ。それじゃ、誰にも相手にしてもらえないわ

。夢の中でのストーリーだって同じよ。清水くん、あなたは今、この夢をそんな自己満足でつま

らない話に書き直そうとしているのよ」



　ラリーは、オレを説得しようと、そう訴えた。

　しかし、彼女のそんな言い分を聞かされていると、ますますオレの正直な気持ちが強まってき

たのだった。

「確かに、そうなのかもしれない。でも、ほんとはボクは他人に認めてもらいたくて小説を書い

ていた訳じゃないんだ。小説を書くのは、手段なんかじゃない。ボクは、小説を書く事が大好き

だから、これまで小説を書いてきたんだ。誰にも相手にしてもらえなくてもいい。自分が面白い

と思えないような小説だったら書かない方がいいよ。だって、これはボクの物語なんだから」

　オレは思いっ切り言い返したのだった。

　いつの間にか、夢の話ではなく、すっかり小説の話になってしまっていたようである。考え

たら、これこそが、ここ最近、オレがずっとモヤモヤと思い悩んでいたリアルでの問題だった。

いくら書いても、賞すら取れないオレの創作活動の現実のせいで、この頃のオレは自分の能力さ

え疑い始め、執筆の方もかなり滞り出していた。今度こそ、きっぱりと小説家になる夢も捨てよ

うかと思いかけていたのだが、どうしても決心ができかねていた。それは、実は、今オレが自分

で口にしたような理由ゆえだったのだ。

　オレは、純粋に小説を書く事が好きな人間だったのである。自由な内容の小説を書くのはオレ

に許された権利だ。たとえ、皆から面白くない、自己満足だと言われてもいい。それでも、オ

レは、自分が楽しいと思える小説を書き続けたいのだ。オレは、他人の考えとかとはいっさい関

係なく、心から小説を書く事を愛しているからである。

　このドリームウォーカーの夢にしたって、本質的には同じだ。主役はオレなのである。それだ

ったら、オレ好みの内容にしてもいいではないか。この夢を見ているのは、オレなのだから。

「どうやら、分かってくれないみたいね。それなら、仕方ないわ」

　ラリーが冷ややかな口調でつぶやいた。

「ラリーさん、ごめん。でも、君とこうして話ができて良かったよ。ボクも、ようやく、自分が

何をしたかったのかが分かってきたような気がする」

　オレは、感謝の気持ちも混ぜて、ラリーに言葉をかけた。

　しかし、ラリーの返事は意外にも非情なものであった。

「あなたが何を悟ろうと別に知ったこっちゃないわ。あなたが主役をやりたくないと言うのなら

、この夢はあたしがいただいちゃうまでよ。依然として、この夢の基本ストーリーが、亜人類ハ

ンターが亜人類を狩る物語である事は変わりないんだからね。だったら、あたしまでオイシい亜

人類ハンター役を捨ててしまう義理はないって事よ」

「え」

　と、オレは絶句した。

　迷いが吹っ切れたため、何となく、全てが解決したような気がしていたが、よく考えたら、夢

そのものはまだ続行中なのである。この夢を悪夢にしたくなければ、やはり、ラリーと一緒に亜

人類ハンターと合流した方が正しい選択だったのだろうか。

　オレはいつだってそうなのだ。自分の我を通そうとするものだから、常に大事な場面で重大な

失敗をやらかしてしまう。イヤだと感じた事から逃げ出してしまったり、気に入らない面接官や



審査員にムリに話を合わせる事ができなかったり。こんな性格だから、なかなか就職の方もうま

くいかないのだろうか。いや、今は就職の話をしているんじゃない。今見ている夢の事を問題に

しているのだ。

　オレがいじいじと後悔している最中も、周囲では夢のストーリーが勝手に進行していた。

「清水くんがついて来てくれないのなら、あたしはもう出て行くわ。この隠れ家も、もう時期お

しまいだからね」

　ラリーは、そう捨てゼリフを残すと、ピョンと空に舞い上がり、自分が開けた天井の穴から外

へと出て行ってしまったのだった。

　これでもう、オレも完全に後戻りは出来なくなってしまった。

「清水、ちょっと見直したぞ。運命に逆らって、よく残る気になってくれたな」

　所田が、笑顔で、オレの肩をポンと叩いた。

「おいらもだ。ちょっと感動したぞ」

　と、球異も言う。

「エコもよ。さあ、このあとは、皆で頑張って、苦難を乗り切ろうね」

　影子もそう声をかけてくれた。

　皆は口々にオレの事を褒めてくれていたのだが、肝心のオレは、判断を誤ってしまったかもし

れない事を、まだクヨクヨと悩み続けていたのだった。大体、このいつものメンバーで本当にこ

の先に起こるであろう壮絶なバトルをうまく乗り切れるのだろうか。どう比較しても、ビリヤや

永山たちの方がはるかに強そうである。しかも、連中は亜人類狩りのベテランと言う設定なのだ

。

「皆、まごまごしている余裕はないわ。ラリーが言ってたでしょう。この隠れ家も、もうすぐ爆

破されちゃうのよ。急いで避難しましょう」

　令子がビシリと言った。

　そうなのだ。早くも、最初の危機が迫っていたのである。こんな場所でオタオタしていたら、

すぐにオレたちの物語は終了してしまうのだ。

「よし。私たちも、あの天井の穴から外の空間へと脱出よ」

　リーダーシップを発揮する令子が叫んだ。

　しかし、オレはちょっと戸惑ってしまったのだった。

　あの天井の穴から逃げ出すと言っても、どうやって、あの穴の元まで飛び上がればいいのだろ

うか。ラリーの奴は、きっと、亜人類ハンターの装備として、飛行装置か何かでも持っていた

から、自由に天井を出入りできたのだろう。だが、丸腰のオレたちの場合はどうなのだ？

　あ、そうか。確か、亜人類はそれぞれ特殊能力を持っていると言う設定だから、もともと、空

を飛んだりも出来るのかもしれない。そう思ったオレは、ちょっと夢の予備知識が浮かび上がっ

てくるのを待ってみたのだが、オレが飛行超能力を持っていると言う設定とかはいっこうに思い

出す事はできなかった。そもそも、今回の夢でも、オレが亜人類としてどんな特殊能力を持って

いるのかは、まるで分からないままなのである。

　オレがこうやって弱っている一方で、周囲を見回すと、所田も、球異も、影子さえもが、すで



に飛び上がる気満々で身構えていた。

「さあ、皆。私が合図を出すから、同時にジャンプするわよ」

　令子が声を張り上げた。

「待って、ちょっと待って！ボクは飛べないよ！」

　オレは慌てて叫んだ。

　すると、皆は、きょとんとした顔で、オレの方を見つめたのだった。

「なに言ってるのよ。飛べるわよ」

　令子があっさりとオレに言い返した。

「それはさ、皆は、亜人類役として、そういう能力をもらっているからなんだろう。でも、ボク

には、そんな能力は無さそうな感じなんだ。きっと、ボクはろくな特殊能力も使えない落ちこぼ

れ亜人類と言う配役だったんだよ」

　オレは、オロオロと真面目に説明したつもりだったのだが、それをジッと聞いていた令子がお

かしそうに笑い出したのだった。

「そんなの関係ないわよ。夢の中では、誰でも空を飛べるものなのよ。清水くん、もしかして、

知らなかったの？」

　今度はオレがきょとんとさせられる番だった。

「まあ、いいわ。案じるより生むが易しよ。清水くんも、ここで皆と一緒に初飛行してみまし

ょう。心配しなくても、本当に飛べるからさ」

　令子は言った。

　当惑しているオレの右手を握ってくれて、影子が優しく微笑んでくれた。彼女も、夢の中では

誰でも飛べると言う話を知っていたのだろうか。きっと、オレの横について、飛行ビギナーであ

るオレをサポートしてくれるつもりなのだ。

「じゃあ、皆、いっせいにジャンプするわよ。いち、にのさん！」

　令子が叫んだ。

　オレは、まさかと思いながらも、言われたままに飛び跳ねてみた。

　すると、驚く事に、確かに、オレの体は信じられないほど高く舞い上がり、まさしく空を飛ん

でいる状態にとなったのだった。隠れ家の天井の高さなど目ではなく、軽く天井の穴をくぐり抜

けてしまうと、オレは大きく広がる夜空の中へと飛び出していったのである。



亜人類大戦争

　空を飛ぶ夢と言うのは、比較的、誰でもよく見る夢の一つらしい。なぜ、そんな空想世界のご

とき非現実的な夢を見てしまうのかは、古くから心理学者の間では議論されていたようで、空を

飛ぶ夢ではなく、本当は水中を泳いでいる夢なのではないかと言う説まで提唱されていたようで

ある。

　しかし、夢の仕組みさえ分かってくれば、夢の中ではなぜ飛べるのかも意外と簡単に説明でき

てくるものだ。そもそも、夢の中に出てくる景色や空間とは、記憶の作り上げた疑似世界なのだ

。夢を見ている本人にとっては、本当の物質世界のようにも見えるかもしれないが、実のところ

は実体のないバーチャルな空間なのであり、たとえ触れたり、歩き回れたとしても、覚醒時に滞

在している現実空間とは大きく異なるものなのである。

　たとえば、夢の中の世界では、現実空間のような物理的法則が一定化していない。時間の流れ

方も曖昧だし、距離や物の固さなども不安定だ。何よりも、引力がしっかり根付いてないので

ある。パソコンで作った3D空間ならば、必ずしも底面部からばかり周囲を眺める必要はなく、さ
まざまな位置に視線を置く事ができるだろう。夢の中の空間も、記憶が作った疑似空間にすぎな

いので、夢を見ている本人は、その気になれば、自分の視線を地表部以外の場所、天高くとかに

置く事も可能なのだ。これが、夢の世界では、引力を無視して、なぜか空も飛べてしまう真相で

ある。ふとしたきっかけで気が付きさえすれば、夢の中の空間はどこへでも行けるという訳な

のだ。

　このように、夢のシステムとは全くもって奥が深く、分かってくれば、それだけ色々な楽しみ

方も増えてくるものなのである。

　オレが空を飛べる爽快さに感動していた時、ちょっと周りを見回してみると、他の仲間たちも

、同じようにオレのそばで優雅に飛躍している最中だった。皆は少しでも遠くまで飛び続けて、

ひとまずは亜人類ハンターの追跡の手から逃げ切るつもりなのである。もちろん、オレもその案

には反対ではなかった。

　さりげなく隣に目を向けると、オレの真横では、愛らしい笑顔を浮かべながら、影子も飛んで

いた。跳躍時に握り合った手もそのままである。オレと影子は、さながら、空中デートでも楽し

んでいるかのような状態なのだ。夢の世界とは、なんてロマンチックで、素晴しい場所なのだろ

うか。

「さあ、皆、そろそろ着地するわよ。ここまで逃げれば、もうハンターにも見つからないでし

ょう」

　相変わらず、リーダーシップをとっている令子が、そう叫んだ。

　よく見ると、彼女もしっかりと球異と手を握り合っている。所田だけが、連れもなく、一人淋

しく宙に浮かんでいた。男三人、女二人と言う友達構成も良くないのかもしれないが、つくづく

不憫なヤツである。

　オレたちは、真夜中の天空からゆっくりと地表部へと降下していった。着地したところは、何

やら、廃墟のような場所である。



　何となく、夢の予備知識が働き出して、どうやら、ここは以前に人間と亜人類が激しい闘争を

繰り広げて、今は放棄された無人都市らしかった。

　しかし、オレたちに一息つく余裕はなかった。

「愚かな亜人類の諸君、逃げ切れるとでも思ってたの？」

　オレたちが地面に降りてすぐさま、そんなラリーの鋭い声が聞こえてきたのである。

　声の方に目を向けると、案の定、そこにはラリーが超然とした態度で立っていた。彼女だけで

はない。彼女のそばには、ビリヤ、永山、魔人の亜人類ハンターたちも勢揃いしていた。全員お

揃いの黒のレザースーツで統一していて、敵ながらも、やたらとかっこいい。それに比べて、オ

レたちときたら、相変わらず、いつもの服装で、一貫性がなく、球異はシルクハットをかぶって

いるし、所田は白衣を着ていて、オレや影子にしても平凡な普段着のままで、ぜんぜん華やかさ

がなかった。これが、主役とやられ役の差と言うものなのであろうか。

　オレがそんな事をぼんやりと思いふけっていると、影子がそっとオレにしがみついてきた。よ

く考えると、悠長にしていられる状態ではないのだ。これから、とうとう、彼ら亜人類ハンター

による狩りが始まるのである。それが、この夢の大筋である以上、オレたちが逃げ切ろうなどと

するのは最初っから不可能な事だったのかもしれない。

「やはり、戦うしかないのね。皆、ベストを尽くしましょう」

　真剣な表情で、令子が言った。

「はっはっは。諸君、安心したまえ。私が亜人類ハンターハンターであった事を忘れたのかね」

　突如として、所田が体をぐいと乗り出した。前回の夢と同様、今回の夢でも、彼は、自分勝手

な亜人類ハンターハンターというキャラなのらしい。その実力のほどは知らないが、本人が任せ

ておけと言うのだったら、とりあえず、この戦い、あずけてみるのも良さそうだった。

「おいらだって、亜人類名探偵だぞ。おいらの得意の柔術で、こんなヤツら、ひとひねりさ」

　球異も、そんな事を豪語しだした。亜人類と探偵がどう結びついているのかはよく分からな

いが、球異が柔道を出来ると言う話は前にも聞いたような気がする。ここは、彼の知られざる才

能に期待を賭けてみるのもいいかもしれない。

「さすが！やっぱり、アクションは男の人の方が得意ジャンルなのかもしれないわね。二人とも

頼んだわよ」

　嬉しそうに、令子が叫んだ。

　ふと、オレは、自分にも鋭い視線が注がれている事に気が付いた。ハッと後ろを振り返ると、

影子がオレの方に熱いまなざしを送っている。彼女は、オレにも戦えと、目で催促しているのだ

。そりゃあ、恋人としては、相方の活躍をぜひ応援したい場面かもしれないが、オレは、書くの

は好きでも、自分自身では全く実戦した事のない、根っからのインドア派人間である。それは夢

の中だとしても同じであり、とてもオレには暴力的な戦闘などはできそうにない。

「ボクは、まだ戦いには参加しないで、ここで影子ちゃんの事を守っているよ」

　うろたえつつ、オレは、そう小声でささやいたのだった。

　さて、オレたち亜人類とハンターチームの間では、いよいよ、戦いの幕が切って落とされよう

としていた。



「こしゃくな亜人類たちめ。我々亜人類ハンター四天王の強さを思い知らせてあげるわ」

　すっかり敵キャラになりきっているラリーが、強い口調でうそぶいた。

　先手をとって、攻撃を仕掛けたのは所田の方である。

　所田は、例によって、いずこからかミサイルランチャーを取り出すと、肩に担いで、その矛先

をラリーたちの方へと向けた。

「見よ。必殺の亜人類ハンター抹殺ミサイルだ。これで君たちも一撃でオダブツだよ」

　得意げに所田が叫んだ。

　しかし、亜人類ハンター側でも、一歩前に進み出たのは、科学者キャラの魔人だった。

「亜人類科学者のドクター所田。あなたの手のうちはすでに分析済みだよ。あなたなど、すで

に我々の敵ではない。亜人類ハンター抹殺ミサイル反射バリア発生！」

　魔人が、所田に対抗するように叫んだ。次の瞬間、魔人たち亜人類ハンターの周りには、半円

状の光のバリヤが広がったのだった。

　はっきり言って、なんだか、やばそうな展開である。

　だが、何も考えもせずに、すでに勝利を確信していた所田は、さっさとミサイルを発射して

しまったのだった。

「ファイヤー！」

　と、所田の掛け声自体は威勢がいいものの、ランチャーから飛び出したミサイルは、あっさり

魔人のバリヤによって弾き返されてしまった。それどころか、反射されたミサイルは、所田の方

めがけて、まっすぐ戻ってきたのである。

　慌てたのは、所田だ。彼は、これまでの余裕はどこへやら、びっくりして逃げ出したのだが、

ミサイルは誘導式なので、どこまでも彼のあとをついていった。とうとう、ミサイルが所田に着

弾して、小規模な爆発とともに、所田は黒焦げになって、地面にぶっ倒れてしまったのだった。

　このミサイルは、ギャング抹殺ミサイル同様、亜人類ハンターにしか効果がないミサイルなの

ではなかったのだろうか。それとも、しょせんは、所田が夢の中で考えだしたご都合主義の発明

品なので、思いどおりには作用しなかったのかもしれない。それ以前に、夢の中の話だから、け

っこうデタラメで、希望したような結果はうまく得られないと言う事も考えられうる。

「おのれ。所田の仇、おいらがとってやるぞ！」

　今度は、球異が勢い良く、亜人類ハンターたちの方へ突っ込んでいった。こちらもまた、例の

ごとく、何か策をあって行動しているようには、とても感じられない。

　すると、亜人類ハンター側では、今度は巨漢の永山が、前の方へと踏み出したのだった。

「肉弾戦なら、我らがエース・永山の出番よ」

　ラリーが叫んだ。

　球異と永山の格闘は、わずか数秒でけりがついてしまい、ボコボコにされた球異が地にと伏し

てしまったのだった。

　あまりにも弱すぎる。と言うか、もともと、この夢は亜人類ハンターが主役だから、我々亜人

類では絶対に勝てないような仕組みにでもなっているのかもしれない。それでは、あまりにもミ

ジメすぎる。わざわざ、主役側の亜人類ハンターに加わるのを止めて、亜人類サイドに残ったオ



レは、とんだ阿呆だった事にもなってしまう。

「さあ、次は誰が戦う？清水くん？それとも、影子ちゃん？」

　すっかりオレたちの司令塔のごとき存在となってしまった令子がさらりと言った。

「待って！令子さんは戦わないの？」

　バトルを押しつけられたくなくて、オレは慌てて言い返した。

「あら、私の役割は皆の治癒ですもの。言い忘れてたけど、私の亜人類としての特殊能力は回復

魔法（ヒーリング）なのよ。ほら、見ててごらん。生命の神秘に感謝して、球異くんも所田く

んも、何事もなかったように、ただちに立ち上がりなさい」

　令子がそう唱えると、本当に、ボロボロになっていた球異も所田も、一瞬にして元通りの姿に

なり、すっくと立ち上がったのだった。

　なんて、便利な超能力なのであろう。なるほど、令子のヤツが、恋人の球異がメタメタにされ

ても、まるで動揺してなかったはずだ。

「よーし、元気になったぞ。リベンジしてやる。憎き亜人類ハンターめ。今度こそ、お前たちの

最後の時だ」

　ほんのさっきまでコテンパンになっていたとは思えないほどケロッとした態度の所田が、今

度は、どこからともなく、大型の光線銃を出現させて、がっちりと両手で構えた。

「おいらもだ。さっきは油断しちゃったけど、今度は得意の一本背負いを見せてやる！」

　と、球異も叫んで、永山の方へ飛びかかっていった。

「これは、亜人類ハンター抹殺レーザーなのだ。さあ、覚悟しろ」

　そう怒鳴って、所田は光線銃の先からイナズマ状の光線を発射させた。しかし、またしても、

その光線は魔人の光波バリヤによって弾き返されてしまい、反射した光線がまっすぐに所田を直

撃して、再び黒焦げになった所田は地面にひっくり返ったのだった。

　球異の方に目を向けてみると、こちらもやはり、あっけなく勝負がついており、再び永山にケ

ーオーされた球異が、永山の足元にぶっ倒れていた。

「もう、二人とも、ワンパターンなんだから！同じ事したって、また同じ方法でやり返されちゃ

うに決まってるじゃない。マンネリ化した連続ストーリーが、読者に先の展開を読まれちゃうの

とおんなじよ。そんなんだから、あなたたちは、ヘボな小説しか書けないんだわ」

　令子が呆れるような口調で叫んだ。

「まあ、いいや。また生き返らせてあげる。死んでも、二回は復活できるように、まとめて魔法

をかけておくわね」

　令子は、まるでテレビゲームのコンティニューみたいな形式で、再度、所田と球異を再生させ

たのだった。このトボケた二人組では、何度やってもゲームオーバーの繰り返しみたいな気もす

るのだが、少なくても時間稼ぎにだけはなりそうだ。こうやってグタグタと続けていれば、夢の

中の時間がうまく消化されていき、もしかしたら、そのうち、夢の半ばで目が覚めると言う、ラ

ッキーな展開も期待できそうであった。

　しかし、必ずしも、そう望みどおりにいくとも限らなかったのである。

　令子の前に、ラリーがスッと詰め寄った。



「ちょっと、あんた。あんたの超能力って、思いっきり反則よ。これじゃ、全然先に進まないじ

ゃないの」

　敵側なら当然思いそうな事を、ラリーはいきなり怒鳴ってきた。

「なによ、そんなの勝手じゃないの」

　と、いつものごとく、令子もきっぱりと言い返す。

「あのさ。あんたがやってる事って、物語の禁じ手みたいなものよ。3回しか使えない魔法で、最
後の一回で、また3回魔法を使えるようになりたい、とお願いするのと同じようなものじゃな
くて？」

　ラリーがそう主張した。皆、ネが物書きだから、どうしても、たとえ話をしても、ついつい小

説技法の比喩になってしまうのだ。

「あら、いいじゃないの。それって、頭のいい人の発想だと思うわ」

「いやね、そう言うのって使い古されちゃってる、って指摘してあげてるのよ。読んでる人も、

きっと、あくびをしちゃうと思うわ。頭も顔も古くさい人って、これだから困るわね」

「待ってよ！なんで、顔の事まで悪く言われなくちゃいけないの！」

「ごめんなさーい。あたし、発想力もルックスも現代的なもんで」

「うそつき！あなたこそ、本当はおばさんのくせして。私には分かるのよ。本物の若い子と、若

いフリしてるだけの年増の違いぐらいは」

「なによ！あたしの、どこが年増だって言うのさ！」

　令子とラリーは猛烈な勢いで口げんかをおっ始めたのだった。女同士のいがみ合いは、これだ

から怖い。

　しかし、この展開を見ていて、オレはちょっとマズい事に気が付いたのだった。

　令子はすっかりラリーとの言い争いに夢中になってしまっている。と言う事は、所田と球異が

また倒されたとしても、回復させないといけない事に気が付かないのではあるまいか。

「ねえ、令子さん」

　と、オレは試しに令子に声をかけてみた。

「うるさいわね。私は、今、このナマイキ女をやっつけるのに忙しいのよ。ちょっと話しかけな

いでちょうだい」

　悪い予想どおり、令子はオレにそう言い返してきたのだった。

　恐る恐る、所田と球異の方も見てみると、またしても二人は亜人類ハンターチームによってボ

ロボロにされている。せっかく令子にまとめて回復魔法をかけてもらっていても、これでは、す

ぐに残り復活回数を使い切ってしまうであろう事は、火を見るよりも明らかだった。

　ラリーが、こうなる事まで計算して、令子に突っかかっていったとは思えないのだが、結果的

には、彼女はうまく令子も封じ込めてしまった事になる。

　その時、まだバトルに加わってなかった亜人類ハンターの最後の一人、ビリヤがスタスタとオ

レと影子のそばにまで歩み寄ってきたのだった。

「さてと、私はロリコンだから、そっちの童顔の女の子と遊ばせてもらう事にするかな」

　と、すまして、ビリヤがつぶやいた。



　こいつは今回は亜人類ハンター役のはずなのに、どっかで、またナンパ野郎のキャラも混ざり

込んでしまっているらしい。

「清水さん、助けて」

　オレの後ろに隠れた影子が、震える声でオレの耳元にささやいた。

　考えたら、この夢の本来の筋書きでは、オレは亜人類ハンター側にいるはずのキャラだった。

その為、今の亜人類ハンター組には、オレと対になるライバルキャラとかは存在しないのだろう

。だから、連中はオレの事などは眼中にもないのかもしれない。それならば、オレはバトルに参

加しなくてもすむかもしれない訳で、それなら嬉しいのだが、こうして影子を守りたいのならば

、影子と対になっているビリヤとは戦わなくてはいけない事になり、ちょっと弱った状況になっ

てきた。

「エコの持つ亜人類の特殊能力は、伐採された禿げ山をお花でいっぱいにしたり、家電製品の消

費電力を半分におさえたりとか、プラスチックゴミを一瞬で分別すると言う、地球に優しいもの

ばかりなの。だから、戦いとかはできないわ。清水さん、お願いだから、エコを守って」

　影子が言ったが、なんだか、彼女の超能力って、環境保全事業みたいである。

「彼女ォ、そんな事言ってるのは今のうちだけさ。きっと、お前を惚れ殺してやるぜ」

　ビリヤが、かっこつけて、ささやいた。こいつは、ハンターとは言っても、どういう殺し方を

するつもりなのだ？

「あなたみたいな人は大っ嫌いよ。エコは、学校じゃ、あなたに似た感じの不良にいじめられて

るんだからね。あなたと付き合うぐらいなら、ボッとしてて、頼りなさそうな清水さんの方が、

まだまだずっとマシよ！」

　オレの後ろに隠れながら、影子がそう叫んだのだった。

　ビリヤよりオレを選んでくれたのは嬉しいが、ボッとしてるだの、頼りないだの、オレはそん

な風に影子には見られていたのだろうか。確か、夢の中では、オレだって、それなりに美化され

ているはずだ。にも関わらず、それでも情けないイメージで見えているオレって、一体？

　おっと、また考え事にふけってしまったようだが、今はそれどころではなかった。影子の一言

は完全にビリヤを怒らせてしまったようだった。非常に不愉快そうに唇を歪めたビリヤが、オレ

たちの方をキッと睨んでいた。正確には、ビリヤはサングラスをかけているので、目元はよく見

えなかったのだが、ほぼ間違いなく、そんな感じの状況だった。

　いよいよ、ビリヤと戦わなくてはいけないのである。こんな展開が、これまでも夢の中で何度

繰り返されてきた事か。今までは、何とか、実際の戦闘は避けてこられたものの、今度こそは逃

れる事はムリかもしれない。

　オレの体に、影子がさらに強くしがみついてきた。

　こんな可愛い影子の前で、みっともない姿だけは晒したくなかった。せめて、オレにも何かの

亜人類の特殊能力でも備わっていれば、少しはマシな事だってできるかもしれないのだ。それな

のに、どんなに頭をひねってみても、夢の予備知識によって、オレの持っている特殊能力が思い

浮かぶ事はなかったのである。

　しかし、その時だった。



「ちょっと！あなたたち、何者？」

　と、いきなりラリーがすっとんきょうな声で叫んだ。

　その悲鳴のおかげで、オレも新しい事態に気が付いたのだった。

　いつの間にか、オレたちの周囲は、沢山の人間によって、取り囲まれていたのだ。少なくても

、四、五十人はいるみたいである。夜中の為、遠くの方で群がっている彼らの姿はシルエット状

になってしまっていたが、それでも、やたらと存在感があり、ただのエキストラのようには思え

なかった。

　次の瞬間、ビリヤ、永山、魔人の亜人類ハンターたちが急にわめき出し、苦しそうにもがき暴

れだした。それだけでは何が起きたのかは分からないはずなのだが、オレは、急激に夢の予備知

識が働きだして、全ての真相が分かったのだった。

　今、亜人類ハンターたちは念力による一斉攻撃を受けているのである。その念力を放っている

のは、この周りにいる人物たちだ。彼らの正体は、亜人類だったのである。彼らは、オレたち亜

人類仲間のピンチを救うべく、駆けつけてくれたのだ。

　さすがの亜人類ハンター最強チームも、この大人数の攻勢の前には歯が立たなかったらしく、

たちまち、ビリヤ、永山、魔人の三人は、地に倒れてしまった。彼らがくたばったのか、ある

いは、気絶しただけなのかまでは分からない。

　しかし、これで、残された敵は、なぜか一人だけ念波攻撃を受けなかったラリーだけとなった

のだった。

「どうやら、形勢逆転みたいね」

　令子が、嬉しそうに、ラリーに言い放った。恐らく、彼女も、夢の予備知識を得られたらしく

、今の状態が把握できてるような感じである。

　そして、令子のそばには、復活した所田と球異も立ち上がり、オレたちメンバーの方は全員、

元通りに揃ったのだった。

　悔しそうなのは、ラリーである。しかし、彼女は全然うろたえてはいなかった。

「面白くなーい。こんな夢、さっさと終わらせてやるわ」

　ラリーは、いきなり、そう怒鳴った。そして、続けざま、手足をバタバタ振って、体を揺らし

だしたのである。

「あっ。阿波踊りだわ！」

　と、影子が叫んだ。

　だから、これは阿波踊りではないのだが、この夢からの緊急覚醒テクニックは、オレとしては

不本意ながらも、ドリームウォーカー同様、「阿波踊り」と言う呼び方が、このまま正式用語と

して定着しそうな雰囲気であった。

「じゃあ、皆さん、明日のお昼のチャットで、また会いましょう」

　それが、ラリーの最後の捨てゼリフだった。そう言い終えると同時に、彼女の姿は、この夢の

世界からはパッと消えてしまったのであった。ドリームウォーカーの最中に先に覚醒してしまっ

た人間は、どうも、こんな風に消滅してしまうらしい。

「来なくていいわよ」



　と、消えたラリーの方角むけて、令子はきつく言い返した。

　ともあれ、これで、この夢は予想外の形のハッピーエンドで終わってくれたようなのだった。

いや、一つだけ、大きな疑問が残っていた。この沢山の亜人類たちは、なぜ、この場所へオレた

ちを助けに現われてくれたのだろう？夢のご都合主義のおかげの一言では片付けられないような

気もする。

（それは、清水くん、君が招いたからだよ）

　そんな声になってない言葉が、オレの頭に響いてきた。言うまでもなく、これは超能力の一つ

のテレパシーだ。今度はテレパシーを使える亜人類が、オレたちに話しかけてきてくれたので

ある。

「ボクが招いたって？」

　テレパシーを使えないオレは、つい声を出して、聞き返した。

（そうだ。君の持っている、亜人類としての特殊能力は、仲間を引き寄せると言うものだった

のだ。それで、君がピンチを訴えた時、我々はここへと集まってきてしまったのだ）

　テレパシーの使い手が、そう説明を続けた。

「なるほど。分かったぞ」

　と、急に所田も声を張り上げた。

「わ。いきなり、なんだよ」

　所田の横にいた球異が、驚いて、身をのけぞらせた。

「なぜ、私たちが夢を共有できるようになったかだよ。全ては清水くんの特殊能力のせいだった

んだ。私たちも、清水くんに引き寄せられて、同じ夢を見れるようになったんだ」

　と、所田は得意げに発言した。

「待ってよ。それって本末転倒じゃない。清水くんの超能力は夢の中での設定なのよ。なぜ、現

実の人間である私たちが招き寄せられちゃうのよ」

　令子が反論した。

　何だか、訳が分からなくなってきた。でも、オレには、もう、そんな事はどうでもいいような

感じもしてきたのだった。

　オレの隣には、今、影子がいる。彼女は、オレにニッコリとほほえんでくれた。

「ありがとう。助けてくれて」

　彼女は言った。

　どのような形であれ、オレは彼女を守ってやる事ができたのである。

　そして、周りにいる亜人類キャラたち、彼らもまた、もしかするとドリームウォーカーなのか

もしれなかった。きっと、彼らも、オレ同様に、物語を書くのが大好きで、ついつい、こんなケ

ータイ小説まがいの夢を見ちゃうような連中ばかりなのだ。愛すべき仲間たちなのである。

　周囲の景色が、じょじょに薄れだしていた。ラリーが強引に目を覚ましちゃった事もあって、

この夢もそろそろ終わりを告げようとしているのであろう。別にオレも十分に満足できたから、

目覚める事に異論は無かった。

　周りにいた亜人類仲間たちも、夢の終わりに気付いたらしく、ぞろぞろと解散をし出していた



。そんな彼らの間に、ふと、オレは山精の姿も混ざっていたような気がした。山精は、安心して

くれたらしい、とても優しい笑みを浮かべていたように、オレには見えたのだった。



 

第5話　恋愛もの（ケータイ小説なんていらない）
 
願い

実名公開はいかが?
夢の中でも格差社会

影子ちゃんは誰のもの?
壊れゆく世界

終章・誰でも主人公になれる

 
＜特別収録＞第5話 別バージョン　ーー本コンテンツでは未収録



願い

いじめっ子って、その子自身が何かの悩みを抱えている場合が多いんだ。

家族と仲が悪かったり、その子も別の場所ではいじめられてたり。

だから、いじめっ子も可哀相だと言う人たちがいるけれど、でもね、いじめをしていても大目に

見てしまうのは違うんじゃないのかな。

だって、その子にいじめられちゃったら、いじめられた子だって、おんなじぐらい可哀相にな

っちゃうんだから。

いじめっ子がどんなに不幸な身の上でも、いじめが許されるわけじゃない。

いじめをした時点で、その子ももう悪者なんだ。

いじめをした事についてはきちんと叱って、反省させなくちゃいけないんだ。

その子自身の悩みについては、いじめとは別物と考えて、いろいろと手を差し伸べてあげるもの

なんだよ。

子供に冷たくする親に、自分の妻を叩く旦那さん。

大人になってからも、いじめをする人はいっぱいいるよ。

皆、小さい頃に「いじめは良くない事なんだ」としっかり心に学ばなかったから、そんな大人

になっちゃったのかもしれない。

いじめだらけの世の中なんて、ほんとに嫌だよね。

だから、キミたちはいじめが良くないって事を今からきちんと覚えようよ。

そして、キミたちが大人になった頃には、いじめのない世界になってたらいいかもしれないね。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（間野影子「かげこの玉手箱」より）



実名公開はいかが？

令子　なんですって！影子ちゃんの作品が入選したですって！

 
　チャットの途中で、いきなり、叫ぶような口調で、令子がそう書き込みをした。

　いや、同じ事を書き込みたかったのは、彼女だけではあるまい。オレも、他に同席していた球

異と所田も、似たような心境で驚いていたはずだ。

 
影子　ごめんなさい。あたしだけが抜け駆けしちゃったような形になっちゃって。

令子　そんな、謝らなくてもいいのよ。入選できたのは、影子ちゃんの実力じゃない。

 
　申し訳なさそうな雰囲気の影子の事を、令子はしきりに立てていた。

　事の発端は、チャットの最中に、影子がためらいがちに重大発表したシーンにまでさかのぼる

。その重大な発表と言うのが、こないだ、ケータイ小説サイトで開かれたコンテストで、影子の

作品が特別賞に選ばれたと言うものだったのだ。

　入選した影子のもとにだけ、先に通知がきたらしい。それで、困惑しながらも、影子はその吉

報をチャットでオレたちに真っ先に告げてくれたのである。

 
所田　すごいじゃないか。影子くん、おめでとう。

球異　影子たん、良かったね。おいらも自信あったんだけどなあ。

令子　あんたは絶対ムリよ。（苦笑

影子　あたしが受かるぐらいだもん。今回のコンテストだったら、清水さんだって、入選できた

かもしれないのにね。

 
　影子が、いきなりオレへと振ってきた。

　そうなのだ。今回のコンテストは、オレだけが参加しなかったのである。コンテスト開催中、

ちょっと小説を書く事に迷いが出てしまった為、ついつい出品しそこねたのだ。しかし、その

結果、こんな展開になってしまうとは。

 
令子　まあ、コンテストは、やっぱり参加しておいた方がいいのかもしれないわね。

所田　確かに、ごもっとも。私もコンテストに出品したおかげなのか、はじめてアクセス数が100
突破したよ。

球異　おいらも、作品に初レビューをもらっちゃったぞ。しかも、女の子からだ。「なんだか、

よく分かんなーい」だって。どうだ、すごいだろう！

 
　所田も球異も、やたらとみみっちい事で派手に喜んでいるようだ。そんなレビューをもらって

、それほど嬉しいものなのだろうか。



 
令子　いよいよ、影子ちゃんもプロデビューかもね。うらやましいな。

影子　やだ、令子さんったら。あたしみたいなヘタクソじゃ、本物の作家なんて絶対になれな

いよ。

清水　応募規定を見たら、特別賞は複数の人が受賞できるみたいで、作品も書籍化はしてもらえ

ないみたいだね。名前は特別賞でも、実質は努力賞みたいなものなのかな。

令子　ちょっと、清水くん。そんな言い方はないでしょう。賞を取れたんだから、やっぱりすご

いわよ。

清水　ボクは本当の事を書いたまでだよ。

影子　そうよね。あたしみたいなシロウトが、いきなり上手な話を書けるはずないもの。清水さ

んの言う通りだと思う。ごめんなさい。あたし、ちょっと、うかれちゃってたのかも。

令子　待ってよ、そんな事ないってば。影子ちゃん、もっと自分に自信を持たなくちゃ。清水く

んも、なんで、へそ曲がりな事を言ったりするのよ。

 
　オレは決して自分が悪いとは思っていなかったが、何となく、令子とのやり取りが険悪な空気

になってきた。

　そんな気まずくなりかけた時に、ちょうどタイミングよく、ラリーがこのチャットに顔を出し

てくれたのだった。

 
ラリー　はーい。皆、元気？

令子　なによ、また来たよ、この女。

ラリー　今日は、皆で何のお話をしていたの？

球異　影子たんが、こないだのケータイ小説コンテストで特別賞をもらっちゃったのだ。

ラリー　わあ、すごい。それなら、影子ちゃんも、これからは、ぜひ実名で作品を書かなくちゃ

！ペンネームなんか使ってたら、ダメ、ダメ。

令子　ちょっとぉ、なんで、急にコンテスト入賞が実名公開の話に結びついちゃうのよ。

ラリー　ちなみに、私の本名は光明寺りつ子よ。皆、覚えといてね。

令子　あんたの本当の名前なんて、どうでもいいわよ。それより、賞を取ったら、どうして、実

名で書かなくちゃいけないと言うの？

ラリー　ネット上を偽名でうろついているのなんて、しょせんはお化けみたいなものよ。肝心な

時に、自分の書いた文章の事で、権利を主張できないかもしれないんだから。やっぱり、なんで

も本名で書いて、自分の財産を守る事は大切なのよ。

所田　なんだか、えらく大げさな雰囲気だけど、何かあったのかな？

ラリー　何かあったどころじゃないわよ。事もあろうか、私の書いた傑作ファンタジー小説の悪

口を好き放題に広めているキモーカーが現われたのよ。しかも、卑怯な事に、私の小説に直接コ

メントしないで、某巨大掲示板にスレを立てて、そこで勝手に盛り上がってやがるの。腹が立つ

ったら、ありゃしないわ。



令子　呆れた。そんな事で騒いでるの。それと、実名がどう関係してるのよ。

ラリー　ネット上の中傷誹謗行為は、被害届を出しても、なかなか警察にまともに扱ってもらえ

ないものなのよ。被害者側が匿名だったら、尚更よ。しかし、実名被害者に対する嫌がらせだっ

たら、名誉毀損だとか脅迫罪などの罪状が、より当てはめやすくなってくるの。だから、ネット

では、実名も公開しておく事が大切なのよ。

所田　おいおい、ラリーくんったら、そんな物騒な事を考えてたのかね。（苦笑

球異　よっしゃー。探偵のおいらがラリーたんの悪口を書いた奴らを全員見つけ出して、まとめ

て警察に突き出してやる！

令子　球異ったら、こんな下らない話に、まともに付き合ってやるんじゃないわよ。どうせ、匿

名で悪口書くヤツなんて、それこそ、自分の正体を明かせない臆病者たちなんだから、ほっと

いて、ムシすればいいじゃない。

ラリー　と言う事で、有名になれば、それだけ悪口を言われる可能性も増えてくるわ。影子ちゃ

んも、これからは実名で勝負しましょう。

令子　あの、ラリーさん、私の話、きちんと聞いてる？

ラリー　さあ、影子ちゃん、ここで皆の前で思いっきり本名を大公開しよう！

影子　でも、あたし……。
ラリー　ほら、思いきって。勇気を出して！

影子　だけど、あたし、本当の名前は、その……。
 
　ラリーに詰め寄られて、影子はかなり困っていたようだった。そりゃあ、自分の本名をネット

で発表してしまうのは不安も多い事だろう。豪快に生きているラリーには、そんな弱い側面を持

つ人間の心はよく分からないのかもしれない。

　しかし、オレ個人としては、影子の本名は、ちょっと知りたいような気もした。夢の中では、

あんなに美少女の影子が、実際はどんな名前なのだろうか。あのルックスにふさわしい可愛い名

前なのか、それとも、不釣り合いなトンデモない名前なのかは、非常に興味がある。

　だから、ラリーに迫られて、戸惑っている影子が可哀相に思えたにも関わらず、あえて、オレ

はかばうような書き込みはしなかった。

 
令子　もう、ラリーったら、いい加減、止めなさいってば！

 
　と、オレの代わりに、影子を守るように割り込んだのが令子だった。

 
ラリー　なによ。私は影子ちゃんの為に言ってるのよ！

令子　何が影子ちゃんの為よ。実名を使うか、ペンネームを使うかは、個人の自由じゃない。

もう、こんな話、やめよ、やめ！ラリーも、うっとおしいから、さっさと、どっかに行っちゃえ

！

ラリー　わあ、ひどいな、その言い方。訴えてやるわ、絶対に訴えてやる！捕まってから、後悔



するんじゃないわよ！私、絶対に令子さんを訴えてやるんだからね！どうだ、怖いだろ。私には

、警察や弁護士の知り合いだって居るんだからね。必ず訴えてやるんだ！

 
　ラリーが取り留めもなく騒ぎだした。こうなると、もう手のつけようがなかった。

　こうして、この時のチャットも、何のよい収穫も得られないまま、グチャグチャになった状態

で終了してしまったのだった。



夢の中でも格差社会

　夜になって、また夢を見る。

　その日の夢では、オレはこぎれいな控え室のような場所につっ立っていた。自分がどういう役

なのかは思い浮かばないのだが、どうやら、ここはテレビ局の控え室みたいである。もちろん、

そんな場所に足を踏み入れた事は過去に一度もないのだが、夢の予備知識のおかげで、そのよう

な設定だと言うのが、うっすらと分かるのだ。

　これまた、おかしな夢を見てしまったものである。

　実際のテレビ局の控え室というのも、こんな場所なのだろうか。オレには、昔見た事のある部

屋の内部のようにも感じられたのだが、例によって、夢の中の空間なので、記憶はかなり歪曲さ

れているみたいで、一体どこで見た部屋だったのかは、うまく思い出せなかった。

　そう言えば、オレ以外には、この部屋の中には誰もいないようである。はたして、今回の夢は

、どういう内容になるのであろうか。

　オレが、そんな事を思いふけっていた矢先、部屋の片隅に設置されていたドアを開いて、影子

が中へと入ってきたのだった。

　彼女の姿を見て、オレは思いっきり驚かされた。夢の中の彼女がとびっきりの美少女なのは、

いつも通りの事なのだが、今回の夢の彼女は、目に焼き付きそうなほどセクシーな恰好をしてい

たのである。ケープやティアラなど、多少の飾りも付けてはいたものの、セパレーツ水着なのか

レオタードなのか、はたまた、バニーちゃんとでも呼ぼうか、要するに、メインで身に付けてい

るのは、体にぴったり張り付いた一枚のボディスーツだけで、体の線はくっきりと浮かび上がり

、四肢も完全に剥き出しだったのだ。はじめて見た影子の生足だけでも十分に眩しすぎたのに、

黒いボディスーツ衣装は影子の足の付け根すれすれまでしか覆っていない大胆さで、ますますド

キリとさせられた。おチビちゃんの割には、影子のヤツがまた、なかなかスタイルがいいのだ。

胸も張っているし、腰もくびれている。その上で、今説明したように、足の付け根ギリギリまで

素肌を晒しているものだから、夢の中とは言え、可愛い女の子のとびっきり色っぽい姿を拝ませ

てもらった気分になってしまった。

　同時に、オレの頭の中には、今回の彼女の夢の中でのキャラ設定が急速に思い浮かんできた

のだった。今回の彼女は、アイドル歌手なのである。だから、こんなセクシーでオシャレな衣装

を身に着けていたのだ。それなら、納得も出来ると言うものである。

　あまりの感激ぶりで、オレは、さっそく影子に声を掛けようとしたのだが、それはうまく出来

なかった。彼女は、まるでムシするように、オレの目の前を素通りしてしまい、部屋の中にあっ

た回転チェアの一つに腰掛けてしまったのである。彼女の冷たい態度にちょっと不快も感じたの

だが、今回の彼女の設定はスター歌手なのだし、若干、役に徹していた部分もあったのだろう。

オレは、ひとまず彼女に自分からちょっかいをかけるのはやめ、様子を伺う事にした。あまりに

も可愛すぎた今回の影子は、こうして、傍観者となって眺めているだけでも、十分に楽しかった

のである。

「疲れた。やっぱり、エコは歌手なんて向いてないのかもしれないな」



　気だるそうに椅子に座った影子は、壁にかかった大きな鏡を見つめながら、そうつぶやいた。

「そんな事ないよ。めちゃくちゃ似合ってるよ」

　と、オレは後ろから彼女へささやいた。

　今は、舞台で歌ってきて、戻ってきたところと言う場面なのだろうか。影子が、この可愛い衣

装で一生懸命、歌って、踊っている姿こそ、ぜひ拝見したい気持ちになってきた。

「影子ちゃん、もっと自信を持たなくちゃ。あなたは、うちのプロダクションの看板スターな

のよ」

　今度は、そんな女性の声が聞こえてきた。

　声の方に目を向けると、入り口から、令子が入ってきたところだった。今回の彼女は、クリー

ム色の背広で上下をビシッと決めていた。大人っぽい令子には、スーツ姿がはまりすぎなぐらい

、よく似合っている。夢の予備知識によって、彼女の役柄が影子のマネージャーである事はすぐ

に分かった。

「ありがとう、令子さん。でも、いいのかな。エコなんかがアイドルになっても」

　令子の方に顔を向けた影子が、申し訳なさそうに言った。

「影子ちゃんなら、十分過ぎるわよ。地球環境保護キャンペーンのイメージソング＜エコリズム

＞も各国で大ブレークして、今や全世界的なアイドル歌手じゃない。それに比べて、うちの芸能

プロの他の連中ときたら」

　令子が顔をしかめながら、部屋の別の一角の方に目をやった。

　そこには、いつの間にか、球異のヤツが立っていた。エレキギターなど持っていて、やかまし

く鳴らしていやがる。恰好の方も、いつものスーツ姿ではなく、ヒラヒラしたものが一杯ついた

派手なタレント衣装で、それでもシルクハットだけはしっかりと被っていた。思いっきりダサ

クて、ヘンなスタイルである。

「♪おいらは、探偵ロックンローラー。どんな事件も解決さ。地元が生んだ名探偵とは、おいら

の事よ。推理もピカイチ、捜査もオーケー。全て、おいらに任せとけ。内緒のしょーで、どっこ

いしょ」

　ほとんど話の流れを無視して、球異は、ギターを弾きながら、そんな歌をガンガン歌い出した

のだった。しかも、ご推察どおり、聞くに堪えない音痴ぶりだ。

「へっへーい。女の子のファンからも『なんだか、よく分かんなーい』って、声援をもらっちゃ

ったんだぜーい」

　球異が嬉しそうに口にした。

　正直言って、オレは呆れ返っていたのだが、その時、さらに訳の分からない不協和音みたいな

ものが聞こえてきたのだった。

　音の方に目を向けると、そこには、今度は所田が立っていた。彼の方は、いつも通りの白衣姿

のままである。しかし、例のミサイルランチャーを肩に担いでいて、天井目がけて、平気でバン

バン発射しまくっていた。その発射音が、おかしな音楽みたいな音を放っていたのだ。夢の中の

話だからなのか、それとも、このミサイルランチャーがおもちゃだからなのかは知らないが、い

くらぶっ放しても、室内が破壊されている様子はない。所田のヤツは、このミサイルランチャー



を楽器に使用した前衛ミュージシャンらしかった。

「私も、とうとう、ファンが100人突破だ」
　所田が、得意げにうそぶいた。

　どうやら、昼間のチャットの会話が、思いっきり反映されてしまっているらしい。なんとも、

デタラメで、ひどい内容の夢を見ているようである。

　ここで、また一人、登場人物が増える事になったのだった。ラリーである。

「皆さん、お疲れさま。視聴率もバッチリで、今日のステージも最高だったわよ」

　と、笑顔を振りまきながら、ラリーが入り口から入ってきた。

　今回のラリーは、ちょっと派手めな配色のドレス姿である。オシャレな感じの眼鏡もかけて

いて、ややインテリっぽい雰囲気を漂わせていた。夢の中なら、理想の恰好になれるので、どん

なタイプの人間にもなり放題なのである。

「ちょっとぉ。ラリーさん、なんで、こんな所に現われたのよ。ここは関係者以外立入り禁止よ

」

　さっそく、令子がラリーに突っかかっていった。

　しかし、ラリーはすました顔で言い返したのだった。

「あーら。あたしは立派な関係者よ。このテレビ局に出資している大企業の宣伝部長で、いわ

ゆる、スポンサーってヤツ。今は、皆が、しっかり人気番組作りをしているか視察にきたって訳

」

「ス、スポンサーですって？」

「そう。令子さんは、このタレントたちと比べたら、マネージャー役で一番エラいのかもしれな

いけど、それよりエラいのが番組プロデューサーで、そのテレビ局の人間すら頭があがらない存

在が、このあたしって事。つまり、この夢の中では頂点のキャラなのよ」

「なによ、それ！今度の夢こそ、ラリーさんより上位の役回りだと思ったのに、また負けちゃっ

たじゃないの。どうしてよ」

　令子が悔しそうに歯ぎしりした。

「要領よく、一番オイシい役を見つけるのも、一種の才能って事ね。さあ、マネージャーの令子

さん、しっかり働いてね」

「うるさい。光明寺りつ子の命令なんて聞くもんですか」

「あ、こら。ドチケットに違反するような事を言わないでよ」

　ラリーが、また奇妙な造語を口にしたのだった。

「ドチケット？何よ、それ」

　と、当然ながら、令子が聞き返した。

「ドリームエチケットの略で、ドチケット。ドリームウォーカー中のマナーとして、やってはい

けない行為の事よ。人の本名を暴露しちゃうのは、絶対やってはいけないルール違反よ」

「あのさ。自分の事、本名で呼べって言ったのは、あんたじゃない」

「それは、ネット上での話。ドリームウォーカー中は別よ」

「もう、ああだこうだと、うるさいわね。だから、おばさんは嫌いなのよ」



「わー！また、あたしの事を年増呼ばわりする。それもドチケット違反なんだから。許さない、

セクハラで訴えてやるんだから。あたしには警察や弁護士の知り合いだっているのよ」

「実際、おばさんなんでしょ？本名が、りつ子だなんて、明らかに今どきの若い子じゃないわよ

。名前に『子』がついている時点で、昭和世代って事がバレバレよ」

「そういうあなただって、令子ってペンネーム、使ってるじゃない」

「あーら。令子って名前は、今も昔も、かっこいい女性の代名詞なのよ」

「なによ、それ！」

　さっそく、令子とラリーの間で激しい口論が始まってしまったのだった。

「あのう。まあまあ、二人とも落ち着いて」

　さっきまで、アホな演奏を行なっていた所田も、さすがにミサイルランチャーを射つのをや

めて、うろたえながら、二人の仲裁に入ろうとしたのだが、全く相手にされてなかったのだった

。

　椅子に腰掛けた影子も、困惑した表情で、令子とラリーの二人のケンカを眺めている。

　まだマイペースに、呑気に、おかしな歌を歌っていたのは球異だけであった。

　そんな最中に、次の登場人物が、入り口から、この部屋の中へと入ってきた。

　その人物と言うのが、あの夢の中の我らが仇敵・ビリヤである。例によって、金髪サングラス

の美形外人スタイルだったが、ここはテレビ局内と言う事で、それほど場違いのようには見え

なかった。服装の方も、ヨミノとかで売っていそうな、若者の流行ファッションであり、どう

やら、彼もまた、タレント役の一人かと思われた。

　そんなビリヤは、現われるなり、いきなり、つかつかと影子の元へと歩み寄っていった。

「芸能界ナンバーワン男優のオレと釣り合うような女は、やっぱり、アイドル美少女の影子しか

居ねえよな。おい、彼女ォ、今夜はオレと付き合えよ」

　ビリヤは、影子の前につっ立つと、自信満々に、そんな事をうそぶいたのだった。

　おとなしい影子は、突然言い寄られても、案の定、戸惑って、困ってしまっている。

　そんな状況をうっかり見逃すような令子ではなかった。

　ラリーとの口ゲンカをピタリとストップした令子は、きつい表情で、さっとビリヤのそばにま

で走り寄ると、すぐさまビリヤの頬をパチンと平手打ちした。

「な、何するんだよ！」

　叩かれた勢いで、床に倒れ座ってしまったビリヤが、大声でわめいた。

「おかしな事してるのは、あなたの方よ。うちの大切な商品である影子ちゃんにヘラヘラと近づ

かないでちょうだい」

　令子が厳しくビリヤを叱りつけた。

「な、なんだよ、このドケチ！だったら、いいよ。それなら、スポンサーの宣伝部長さんに今夜

の相手をしてもらうからさ。なあ、ラリー部長、いいだろう？オレは、全国の女性の憧れの的で

あるスター俳優のビリヤさまだぜ」

　令子に怒鳴られたぐらいでは全然へこまないビリヤは、そのまま立ち上がると、気障っぽい動

作で、今度はラリーのそばへと接近していった。



　しかし、ラリーも、次の瞬間、平気でビリヤの頬を平手打ちして、ビリヤはまたまた床に崩れ

倒れてしまったのだった。

「ごめんなさーい。あたしの好みは球異探偵王だから」

　人を叩いておきながら、ラリーは笑顔でそう言い返した。

「もう！一体、何なんだよ、お前たちは。とことん、オレの事をコケにしやがって！」

　床に座りこんだビリヤが、ヒステリックにそうわめいたのだった。毎度の事ではあるが、夢の

中だけのキャラクターとは言え、相変わらず不憫なヤツである。

　それにしても、こうして、いつもの夢のメンバーが早くも勢揃いしてしまったみたいだった。

　同じ事は、令子も感じたらしい。

「やれやれ。今回の夢も、何だかんだと、皆、集まっちゃったみたいね。清水くんだけ来ていな

いのが、ちょっと淋しいけど」

　令子は、ちょっと奇妙な事を言ったのだった。

　オレは、最初っから、ここに居たはずだ。なぜ、そんなヒドい冗談を言うのだろうか。

「まあ、絶対に同じ夢を見なくちゃいけないって事でもないし。清水のヤツも、ドリームウォ

ーカーに飽きてきたんじゃないのかね」

　所田すらもが、令子に同調するような事を述べたのだった。

「代わりに、あたしが新メンバーに加わったからいいじゃない」

　ラリーまでもが、そんな事を言う。

「あなたこそ、さっさと出て行きなさいよ」

「なによ、その言い草。ひどいわ、ひどいわ」

　令子がラリーにきつく当たった事で、またもや二人はケンカになりそうな気配だった。そばで

見ている所田も、うろたえながら、二人の悶着を止めようとしている。

　そして、この短い間に、けっこう色々な事があったにも関わらず、ずっと呑気に音痴な歌を気

持ち良さそうに歌い続けていたのは球異ぐらいなものであった。

　さて、こんな有様を眺め続けているうちに、オレはハッと気が付いたのだった。よく考えたら

、オレは最初からこの部屋に居たにも関わらず、まだ誰とも会話はしていない。触れ合うような

行動すらしていないのだ。もしかしたら、本当に、皆にはオレの姿は見えていないのではなかろ

うか。

　ショックな事実だが、どうも、オレはこの夢に参加していなかったみたいなのである。



影子ちゃんは誰のもの？

　夢にも、さまざまな種類があって、必ずしも、夢を見ている本人が、その夢の内容に絡んでい

るとも限らない。時には、夢を見ている最中の人が、その夢の世界と全く接点を持たないような

場合もあるのだ。言わば、夢を見ている主観者が、完全に傍観者と言うか、その夢の物語の観客

と化してしまっているのだ。これを、劇場型の夢とでも呼べばいいのだろうか。そもそも、夢と

言うのは、意志とは関係なしに、その人の記憶が無作為に構築して発生する現象なので、このよ

うな本人を置き去りにした夢だって見てしまう事になるのだ。

　この時、オレが見ていた夢も、そのような劇場型の夢だったらしい。もっとも、これはドリー

ムウォーカーの夢なので、オレが見ていた夢とも言い切れない部分はあるのだが。

　それにしても、あまりにヒドい夢ではなかろうか。リアルでの出来事がそっくり反映されてい

るようだが、ケータイ小説のコンテストに参加して、そこそこの賞を獲得した影子はアイドルに

、参加しただけの球異や所田もタレント役で、そして、コンテストに参加しそこねたオレは、完

全に蚊帳の外に置かれてしまい、夢そのものにも加えてもらえないだなんて。リアルでの差別状

態が、こうして楽しいはずの夢の中にまで持ち込まれてしまって、本当に息苦しい、嫌な気持ち

になってきた。

　オレが、このように、一人で辛い思いを噛み締めて、落ち込んでいたというのに、そばにいる

他の連中は、相変わらず、オレを無視した状態でストーリーを進めているようなので、オレはま

すます悲しい気持ちになってしまった。

　こんな場所に、もはや一秒たりとも居たくはないし、オレはもうガムシャラに走って、この部

屋から飛び出してしまったのだった。

　夢の中の空間が曖昧な構造で良かったと実感するのは、こんな時だ。オレは、部屋から出てい

っただけで早くもテレビ局の外にまで足を踏み出していたし、さらに、このテレビ局からさっさ

と遠のく事も簡単だった。こないだ、皆から教えてもらった夢の中の飛行術を利用すればいいの

である。

　オレが軽くジャンプすると、早くもオレの体は空高くに舞い上がっていた。その状態で、地に

降りてしまう前に二段ジャンプすれば、ますます高く飛び上がる事も出来る。それを繰り返せば

、大気圏にまで登り詰める事もできそうな感じもしたが、今は、とりあえず、仲間たちの居るテ

レビ局のそばから急いで離れたかった。

　ジャンプした体勢から、そのまま空を遊泳し続ける。こないだの夢の夜空の飛行とは違って、

今回は真昼の晴天時での飛行だ。周囲がよく見える状態での飛行も実にすがすがしい。オレの移

動速度は、列車やジェット機よりも早くて、たちまち嫌なテレビ局の建物は見えない場所にまで

遠のいていった。オレの方は、なおも飛びながら逃げ続ける。眼下の景色も、都会風のものから

自然のある田舎っぽい所へとじょじょに変わりだした。

　ここまで来たら、もう十分だろうか。

　オレは、ようやく、地面へと降下していったのだった。目の前に広い川が流れている、なん

だか、土手らしき場所である。やはり、過去に見た事があるような感じのする風景だったが、と



りあえず、思い出す事に深く頭を使う気にはなれなかった。

　今の傷心のオレには、土手に座って、ぼんやり川を眺めてたりしているような行動が一番似合

っているであろう。オレは、今の自分にもっとも相応しい場所に、うまくたどり着いてくれたぐ

らいにしか思っていなかった。

　だから、もちろん、オレは自分が考えた通りの行為を実行した。夢の中で一人悲しく、いじけ

ているだなんて、何ともマヌケな感じもするのだが、夢を見ている時では、一度そうしなくちゃ

いけないと決心した場合は、そのようなヘンな行為であろうとも、案外、おかしいような感じも

しなくなってくるものなのである。

　一人、落ち込みながら、川の方を眺めていたオレの横に、ちょこんと座りにきた人物が現わ

れた。顔を向けると、その人物とは影子である。

　影子は、オレの方を見つめると、ニコリと笑ってみせた。テレビ局の中に居た時のようなオシ

ャレなアイドル衣装は着ていない。ひどく地味な庶民風のTシャツとジャージに着替えていた。
「良かった、見つける事ができて。エコも、清水さんのあと、ついてきちゃった」

　影子は、可愛らしく笑いながら、そうオレに告げたのだった。

「え？影子ちゃんは、ボクがあの部屋に居た事を知っていたの？」

　オレが訊ねる。

「皆、気付いていたわ。でも、あの夢の設定では、あそこに清水さんは居ないと言う事になって

いたから、声をかける事ができなかったのよ」

「だけど、なんで？影子ちゃんは、あっちの夢ではアイドル役で楽しくやってたのに、どうして

抜け出してきちゃったの？もったいないよ」

「全然、惜しくなんかないよ。エコがアイドルだなんて恥ずかしいだけだもん。それよりも、こ

うして清水さんと一緒に遊んでいる夢の方がずっと楽しいから」

　そう言ってくれる影子の姿を、オレはあらためて、じっと見つめてみたのだった。

　平凡な服装にチェンジしてしまって、さきほどのアイドル時のようなカリスマ的魅力は失せて

いたものの、それでも、やっぱり、こんな影子の事が無性に可愛く感じられたのだった。何よ

りも、オレの事を見つめてくれている影子の大きな瞳が宝石のように奇麗に光っていた。

　そこで、オレは、ハッと気が付いたのだった。

　影子の持つ長所とは、この他人思いの優しさなのだ。その優しい心が表出されているから、夢

の中の影子はいつも可愛い美少女となって現われるのである。そして、彼女の書く作品だって、

そんな彼女の優しい気持ちがいっぱい込められていたに違いなく、もしかしたら、その純粋な心

の部分が素敵だからこそ、影子はコンテストで入賞できたのかもしれない。

　そう悟った時、オレはようやく影子の受賞を素直に喜んであげれそうな気持ちになったのだ

った。

　しかし、ロマンチックな場面は、そう長くは続かなかった。

　オレが、影子の肩に手をかけようとした時、いきなり、彼女は立ち上がってしまったのである

。彼女の視線は、土手の上の一本道の方に向けられていた。

「あ、法鬼さんだわ」



　と、声を弾ませて、影子が言った。

　影子が見ている方にオレも目を向けると、そこには、一人の青年が、ちょっと気取ったポーズ

で立っていた。夢の中では、はじめて見る人物だったが、やっぱり、なかなかの男前で、服装も

流行のカッコいいものでビシリと決めていた。

「誰、あの人？」

　オレは影子に訊ねた。

「人気アイドルユニットのボーカル、法鬼高二郎さん。実はね、さっきのテレビ局の中で、偶然

、知り合っちゃったの」

　影子が、頬を赤らめ、そわそわした態度で教えてくれた。

　彼女の、この妙な態度は一体、何なのだろうか。

「エコね、彼の大大大ファンという設定みたいなんだ。それで、さっき、彼と出会った時、彼の

方からエコに声をかけてくれたの。オレと付き合わないか、ってさ」

　影子は衝撃的な事を告白したのだった。

　それって、ケータイ小説の恋愛もので、よく見かけるパターンの一つではなかろうか。

　ケータイ小説と言う場所は、どんな私情を含んだフィクションを書いてもいい為、時には、作

者の願望や欲望がストレートに描かれた作品が展示されたりもする。そのせいか、好きな実在ア

イドルと自分（あるいは、自分をモデルにしたヒロイン）が恋に落ちるようなストーリーを露骨

に書いてしまうような女性作家もけっこう多いのだ。少し前に、ロックアイドルと平凡な女性が

恋をするマンガが大ヒットしたのも影響しているらしく、皆、そのテの作品を堂々と書いてもい

いんだと確信してしまった結果とも思われる。

　とにかく、今、影子がかかわっている出来事は、そういうケータイ小説的シチュエーションみ

たいなのだった。

「法鬼さんが呼んでるわ。ちょっと行ってくるね」

　影子が、嬉しそうな笑みを浮かべたまま、さっと走り出し、あのアイドル青年・法鬼の元へ

向かっていった。

　あらたな展開に直面して、オレはただただ、がく然と立ちつくしていた。



壊れゆく世界

　土手の上では、影子と新キャラの人気アイドル・法鬼が、いちゃいちゃとお喋りを続いていた

。影子のヤツは、とても楽しそうにはしゃいでおり、あんな嬉しそうな影子を見たのはオレもは

じめてである。そんなに、好きなアイドルと仲良く出来る事が幸せなのだろうか。

　一方の法鬼の方は、そこまで影子に好かれているにも関わらず、クールな表情は崩そうとは

せず、かっこいいアイドルの風格を保ち続けていた。ヘタにデレデレしないから、よけい異性か

らは魅力的に見られるのかもしれない。ちょっと影子に甘い言葉をかけられただけでも、すぐニ

ヤケてしまうオレなんかとは、まさに大違いだ。

　夢の中では、時間のたつ速度が一定化していない。影子と法鬼が親しく戯れている時間はやた

らと長く感じられた。またしても、オレだけがほったらかしにされているような気分だ。いや、

この夢の設定では、オレは完全な脇役なのだから、確かに今は放置されているのかもしれない。

　そんな風に考えていると、無性に不愉快になってきた。

　それほど、あのアイドル青年が好きならば、勝手に、そうやって遊び続けていればいいので

ある。オレの知った事じゃない。そもそも、オレと影子は、本当のところは恋人でも何でもない

のだ。これまでのオレが影子に寄せていた思いも、実際にはオレの一方的なものであり、影子の

方は何とも思ってなかったのかもしれないのである。彼女は、オレの事をただの友達ぐらいにし

か考えていなかったのかもしれないのだ。

　しょせん、女なんて、そんな生き物である。誰にだって愛想を振りまいて、相手にその気にさ

せておきながら、いざ接近しようとしたら、急によそよそしい態度を取ったり、冷たくなったり

するものなのだ。彼女たちは、要するに、男たちからチヤホヤされて、自分がヒロインになった

優越感を満たしたいだけなのである。

　影子なんて、その典型と言えるだろう。やたらと優しい女の子のようなフリをしてやがるが、

それはきっと、皆からかまってもらう為の芝居なのである。本当は自分がステキな女の子に見ら

れたいだけなのであろう。こんな女にずっとうつつを抜かしていたオレがバカだった。

　そもそも、影子はリアルでは学校でいじめられていると言う話ではないか。夢の中だからこそ

、美少女を装っているが、リアルの彼女は、きっと、いじめられるのが納得できちゃうようなご

面相かもしれない。まさに、サギもいいところだ。

　もう、影子の事なんか忘れよう。女なんて大っ嫌いだ。勝手に、自分だけ満足なヒロインの夢

を見続けていればいいのである。

　オレが、そう思いながら、いじけて、影子たちの方から目を背けて、再び川の方をぼっと眺め

ようとした時だった。

「清水くん、お久しぶり」

　オレに話しかけてくる、そんな女性の声が聞こえてきた。

　女性不信状態に陥っていたにも関わらず、女の人から声を掛けられると、やっぱりオレは即座

に振り向いてしまった。

　そこには、セーラー服を着た高校生ぐらいの美少女が立っていた。



「ありがとう。この場所に、また戻ってきてくれて」

　と、ほほえみながら、彼女が言った。影子に負けない、魅力的な美少女の笑顔である。

「えーと、あの、君は」

　オレは口ごもった。この少女、見た事があるような気もするのだが、いまいち思い出せない。

夢の中の登場人物だから、本当の再会なのか、デジャ・ブなのか、初対面なのに以前会ってる設

定なのかが、さっぱり見当がつかないのだ。

「私よ。京子よ」

　その少女が、おかしそうに自己紹介した。

　おかげで、オレの頭の中の夢の予備知識が急速に動き出し、すぐさま、彼女の事が思い出せた

のだった。いや、彼女とは、本当に前に夢の中で会っていたので、この場合は、夢の予備知識の

おかげではなかったのかもしれない。

「京子さん？わあ、お久しぶり」

　驚いて、少し喜びながら、オレは言った。

「あなたが、この場所に戻ってきてくれた。だから、私も、この夢の続きを再開する事が出来

たわ。本当にありがとう」

　京子の言葉で、オレははっと気付いたのだった。そうなのだ。この場所は、京子と同席した夢

に出てきた、あの土手の上の通学路である。オレ自身は、意識していなかったが、テレビ局から

逃げているうちに、たまたま、こんな場所にたどり着いてしまったのだ。

　そして、オレには、どういう訳か、ドリームウォーカーを覚醒させる能力があるらしい。ドリ

ームウォーカーだった京子の事も、再び、この地へ呼び戻したようである。

「おかげで、今度こそ、川上くんと波瀾万丈だった恋を成就させる事ができたわ。人を愛する事

って、本当に素敵ね」

　京子の後ろから、すっと学生服姿の川上が現われた。照れ臭そうに、オレたちの方にはそっぽ

を向けているが、いつの間にやら、京子相手のラブストーリーを完結させてしまったらしい。

　うらやましく感じる反面、同時に、オレはちょっと微笑ましい気持ちにもなった。

「あら。清水くんの方は一人なの？いつも一緒に行動していた影子ちゃんはどこ？」

　京子がオレに訊ねた。

「影子だったら、あそこに居るよ」

　オレは、土手の上に居る影子を指差した。

「あら。恋のライバル登場って訳？面白くなってきたじゃない」

　京子が笑顔で言う。

「全然、面白くないよ。どうせ、ボクと影子の間には何にも無かったんだし」

「あら。あんなに仲良かったじゃないの」

「そりゃ、あくまで友達としてね。向こうは、ボクの事なんて、男として意識してなかったんだ

ろうし、今は本当に好きなアイドルにすっかり夢中さ」

「あのね、清水くん。それは違うと思うわ」

「どうして？見てごらん。あんなに二人で楽しそうにしてるんだよ」



「清水くんは、あのままでいいと思ってるの？本当に影子ちゃんを取られちゃって構わないの？

」

「だって、この夢は影子とアイドルが恋するストーリーなんだよ。邪魔しちゃダメだよ。どうせ

、ボクは脇役なんだから」

「お前！もっと素直になれよ」

　と、いきなり、今まで黙っていた川上がオレを怒鳴りつけたのだった。

　凄みの利いたハンサムガイだから、こうやって怒鳴ると、なおさら迫力がある。

「川上くんの言う通りよ。私たちも、いろいろと障害はあったけど、今はこうして一緒になった

んだもん。押しつけられた物語に従ったりするんじゃなくて、自分の物語は自分が満足できるも

のを選ぼうよ」

　京子も、そう言葉を続けた。

　よく考えたら、前の夢では、京子と川上は口もきかないほど冷めた関係だったのである。今の

オレと影子以上にだ。それが、このように結ばれたところを見ると、短い間にきっと色々な出来

事があったのに違いあるまい。

「いい事を教えてあげるわ。女の子と言うのはね、好きな男の子の気を引きたくて、ついつい、

他の男性にまで愛想を振りまいたりしちゃうものなのよ。影子ちゃんが一番好きな男性もね、本

当は清水くんよ。きっと間違いないわ」

　京子が澄んだ声でオレにささやいてくれた。

「でも、今の影子はアイドル相手に、あんなに嬉しそうだよ。影子のヤツも、あのアイドルが好

きなんだってさ。一番好きな男は、やっぱり、あのアイドルに違いないよ」

「バカね。アイドルなんて、どこまでも、しょせんは、ただの憧れの人。本当に意中の人物は、

実際は別にいるものよ」

「でもぉ」

「じゃあ、清水くんは、影子ちゃん以外に好きになった人はいないの？」

　オレの頭の中に、ふと山精の姿がよぎった。いや、あれを好きな女性に含めてはいけないだ

ろう。彼女はオレのアニマなのだ。普通の女とは、立場も存在も違うのである。

「あのな、男ならあきらめるな。欲しいものは、努力してでも、手に入れろ。お前は、影子の事

が本当は好きなのか？どっちなんだよ。よーく考えろ！好きなら、自分の気持ちをきちんと伝え

てみたらどうなんだ！」

　また、川上がオレの事を怒鳴りつけた。

　優しい京子の言葉と、ガンと響く川上の叱咤のコンビネーションは、不思議と強い説得力があ

ったのだった。

　オレは、もう一度、そっと影子の方を見上げてみた。

　とっても可愛い影子に対して、確かに、オレが最後まで想いを伝えてみた事はなかった。それ

をした結果、彼女に振られて、これまでの良好な関係が壊れてしまうのが怖かったからでもある

。

　でも、それはオレの一方的な臆病だったのかもしれない。影子は、オレに、いつだって優しく



接してきてくれた。彼女がオレの事を裏切った事とかは一度も無かったではないか。彼女が時々

見せる、期待したような態度だって、本当はオレに望んでいたからなのかもしれない。不幸な結

果が怖くて、逃げてばかりいたせいで、オレはこんな身近にあった幸せを掴む事ができずにいた

のかもしれないのである。大切なのは、あきらめずに、何度でも立ち向かってゆく勇気だ。言い

訳して自分をごまかし、納得させたりするのではなく、自分の気持ちに素直にならなければ、い

つまで経っても、自分が真に満足できる物語（ドラマ）なんかは始まらないのである。

　意を決したオレは、影子と法鬼がいる場所へと、ゆっくりと歩き出したのだった。

　後ろでは、応援するかのように、京子と川上が見守ってくれている。

　土手を上り、影子と法鬼がいる場所にまでたどり着いたオレは、静かに影子の方へ体を向けた

のだった。

「影子ちゃん。本気でボクと付き合ってください。ボクなんか、ぜんぜん影子ちゃんと釣り合わ

ない人間かもしれない。でも、ボクは本当に影子ちゃんの事が好きなんです」

　突然のオレのプロポーズで、当たり前だが、影子は驚いていたようだった。

　影子だけではない。彼女の隣に居た法鬼も、オレのぶっ飛んだ行動に不快を感じたみたいだ

った。

「お前。今、自分が何をしてるのか分かってるの？」

　と、法鬼は言った。

　渋い、ゾクッとするような低音の声である。こんな魅力的な声で話しかけられたら、確かに、

女性なら一発で惚れてしまうのだろう。なるほど、人気アイドルのはずだ。

　しかし、だからと言って、オレもここであっさり引き下がる訳にはいかないのである。

「夢の中だけではない。現実でも付き合おうよ。ネットだけではなくて、直接会って。結婚を約

束してもいい。影子ちゃんが相手だったら、ボクも十分に幸せだから」

　オレは、一生懸命に言葉を続けたのだった。

「ダメだよ、そんな事を言ったら」

　戸惑いがちに影子が口にした返事は、オレの心に不安をよぎらせたのだった。

「やっぱり、影子ちゃんはボクみたいなダメな人間は嫌い？」

「違うの。エコには分からないの。そんなに熱心に好きだなんて言ってもらえた事がなかった

から」

　影子の目が少し潤んでいた。それを見て、オレは、彼女が正直な気持ちを口にしていると確信

したのだった。

「ボクは、目が覚めてからも、同じ事を言うつもりだよ」

　オレは、声を落ち着かせて、影子にそう告げた。

　オレの言葉で、影子の顔に笑みが戻りかけた時、いきなり法鬼が邪魔に入ってきたのだった。

「お前たち、ちょっと、いい加減にしろよ。今は楽しい夢の最中なんだぜ。つまらないリアルの

話は止めろよ。影子だって、いじめられている現実が辛かったから、今はこうして、アイドルと

交際している至福の夢を見ているんだろう。だったら、そんな脱線に構ってないで、もっと夢に

集中しろよ。嫌な事は忘れて、ロマンチックな夢想の世界を楽しみな」



　うそぶく法鬼の方に、影子はそっと顔を向けたのだった。

「エコも、法鬼さんみたいな素敵なアイドルさんと恋愛できて、とっても嬉しいわ。できれば、

リアルでも、こんな関係になってくれたらと思う。法鬼さんは、目が覚めてからも、エコと付

き合ってくれますか」

「それはムリだな。オレが人気アイドルなのは、この夢の中だけでの設定だからね。リアルじゃ

、こんな感じの付き合いは出来ないさ。だからこそ、はかない夢の中でだけこそ、思いっきり甘

いラブストーリーを楽しむ事にしようぜ」

　この法鬼と言う青年も、ドリームウォーカーだったらしい。彼は、その容姿にふさわしいカッ

コいいセリフをビシリと決めてみせたのだった。

　しかし、暗い表情になった影子は、オレの方にソッと寄り添ってきた。

「おい、なんで、そっちを選ぶんだよ。オレたちの恋愛は、この短い夢の時間でしか楽しめない

んだぜ。残った時間を、もっと有意義に使おうと思わないのか？」

　予想外の展開に、法鬼がうろたえつつ、訴えた。

　しかし、影子はもはや彼の方には振り向こうともせず、オレの方へと顔を見せてくれたのだ

った。弱々しいけど、本当に愛らしい表情を浮かべていた。

　オレも言葉をかけるのは止めて、代わりに、影子の手をしっかりと握ってやったのだった。

　面白くないのは、法鬼である。彼は、いきなり怒鳴りちらした。

「なんだよ、お前たち。本来の夢の設定をすっかりグチャグチャにしやがって。そんなシケた

ストーリーで満足できると言うんだったら、それでもいいんだぜ。別に世界はここだけじゃない

。オレも、他の場所で、違う物語でもエンジョイしてくるまでだ」

　次の瞬間、オレたちのそばから離れた法鬼は、ちょっと驚くべき行為をしてみせたのだった。

　彼が手刀でサッと空を切ってみせると、なんと、そこにポッカリと裂け目が開いてしまった

のだ。まるで、風景の写真が破れて、穴ができてしまったような感じだ。これも、夢の世界が、

記憶の構築物であるからこそ起こりうる現象なのだろうか。

　裂け目の向こう側は、何やら、どす黒く真っ暗で、どうなっているのかは、よく分からなか

った。

　その裂け目に、法鬼は両手を突っ込むと、自分の体がくぐれるようにと、さらに押し広げて、

裂け目を大きくしたのである。

「じゃあ、あばよ」

　そう捨てゼリフを吐くと、法鬼は裂け目の中へひょいと飛び込み、向こうの空間へと去ってい

ってしまった。

　そんな呆気にとられるような光景を、オレと影子は、きょとんと眺め続けていた。

　しかし、事態はそれだけでは済まなかったのである。

　法鬼がムリやり作った空間の裂け目はいつまでもそのままで、閉じる事は無かった。いや、そ

れどころか、周囲には、ひどく不安感を煽り立てるような鈍い地響き音が広がりだしたのだ。同

時に、空間の裂け目が勝手に大きくなっていくのも、はっきりと分かったのだった。

　この夢の舞台が崩壊しだしたのだ。法鬼が、空間を壊して、この場所から出てゆくようなマネ



をしたものだから、想定外の形で夢が壊れだしたのである。



終章・誰でも主人公になれる

「逃げよう！影子ちゃん」

　どんどん拡大してゆく空間の裂け目を目の当たりにしながら、オレは隣にいる影子に叫んだ。

　影子も、怯えた表情で、すぐにうなずいてくれた。

　あの空間の裂け目の向こうは、夢の外なのだ。あんなところに落ちてしまったら、我々はど

うなってしまうのだろうか？自分から、あの裂け目に飛び込んでいった法鬼はともかく、無関係

のオレたちが巻き込まれてしまったら、恐ろしい事になってしまうかもしれない。それこそ、現

実でも死んでしまうとか、夢から覚めれなくなってしまうとか、どんな異常事態が起きるか分か

らないだろう。

　とにかく、裂け目の向こうの暗黒は、言いようのない恐怖をオレたちの心に抱かせてくれた。

　そして、裂け目は急速に広がって、この夢の中の景色を浸食しているのである。こんなとこ

ろで、ボッとつっ立っていたら、たちまちオレたちも飲み込まれてしまう事だろう。

　手をつないだオレと影子は、土手の上の一本道を、空間の裂け目とは反対の方向にバッと走り

出した。今はもう、逃げる事しか頭になかった。

　裂け目の方も、どんどん膨らんでゆく。まるで、夜の闇が後ろから迫っているみたいにも感じ

られた。この土手の上の一本道という景色が、どんどん塗りつぶされているのだ。

　オレと影子は、並んで、一生懸命に走った。しかし、裂け目が広がる速度は早く、本当に逃げ

切れるかどうかは分からなくなってきた。それどころか、ヘタすると、この夢全体が裂け目に食

いつぶされてしまって、どこにも逃げ場が無くなってしまうかもしれないのだ。

　ふと、隣に目をやると、そこでは京子と川上も、オレたち同様に、必死になってペアで走って

いた。こんな場所に同席したばかりに、不幸にも、彼らもこの災難に巻き込まれてしまったので

ある。

　お互いに、逃げるのに精一杯で、口をきくゆとりは無さそうだった。京子と川上は、オレたち

へと、無事を祈ると言いたげな目配せだけをすると、オレたちよりもぐんと先に出て、走り去っ

ていった。オレも影子も走るのは苦手らしく、夢の中でも、彼らに先を越されてしまったようで

ある。

「急ごう、影子ちゃん」

　と、オレは、自分よりさらに遅れ気味だった影子に声をかけた。

「ダメよ。エコ、これ以上は走れそうにない」

　影子が泣きべそをかきながら言った。

「何を言ってるの。がんばらなくちゃ。あの裂け目に飲まれたら、どうなるか分からないよ」

「清水さんだけで逃げて。エコはあきらめるから」

「いやだよ！ボクは影子ちゃんと一緒に居たいんだ。夢の中でも、現実の世界に戻っても。だ

から、そんな事言わないで。あっさり投げ出したりしないで！」

　真っ暗な空間の裂け目は、もうオレたちのすぐ真後ろにまで迫っていた。オレたちの背後の景

色は、ほぼ完全に空間の裂け目によって塗りつぶされてしまっている。夢の中の出来事とは言え



、本当に恐ろしい滅びの光景だった。

　オレが懸命に励ましたにも関わらず、とうとう影子は走るのを止め、立ちすくんで、座り込ん

でしまった。きっと、彼女は精神的にもう限界なのだ。

　影子だけ置いて、オレだけが逃げるなんて事は、とても出来そうになかった。オレも立ち止ま

ると、そっと守るように、影子の上に自分の体を覆いかぶせた。こうなれば、影子と一緒だっ

たら、死ぬ事になったとしても、本望である。その時のオレは、そこまで決意を固めていた。

「間に合ったみたいだな。二人ともあきらめるんじゃない」

　そこで、そんな所田の声が聞こえてきたのだった。

　オレは、つい瞬きした。そして、気が付くと、周りの風景は、裂け目の暗い闇ではなく、全く

濁りのない真っ白になっていたのだった。たとえるならば、映画が終了したあとのスクリーンの

ような味気ない白さだ。

　これは、一体、どうした事なのであろう。

　次の瞬間、周りの風景は再び戻ってきたのだった。すなわち、先ほどの土手の上の一本道の景

色が、何事も無かったように、周囲にと現われたのだ。見回しても、あの忌まわしい空間の裂け

目はどこにも無かった。完全に元の風景が復活したようである。

　そして、オレのすぐそばでは、これまで通りに影子も座り込み、たたずんでいた。彼女も、

助かった事は理解できたようだが、何が起きたかは分からなかったようで、不思議そうな顔をし

ている。

　さらに、オレたちの周りには、所田をはじめ、令子や球異、ラリーといった、いつもの仲間た

ちが、いつの間にか全員揃っていたのだった。皆、ほほえんで、オレたちの方を優しく見つめて

くれている。

「一体、何が起きたの？」

　と、オレはすぐに所田に訊ねてみた。

「ドリームウォーカーの初心者が、アブナい方法で、この夢を壊しかけたのだよ。でも、大丈夫

。事態に気が付いた私が、すぐに夢の中にいたドリームウォーカーを全員、回収した。なに、簡

単な事だよ。パソコンデータをメモリに取り込むようなものさ。夢の方は一度、完全に壊れてし

まえば、あとは自動的に再生してくれる。修復した夢の世界に、私たちはまた自分たちを戻した

訳さ」

　所田が、まるで当たり前の話のように、あっさりと説明した。でも、そんな事を実行できるな

んて、ちょっと凄いような気もする。これまで所田の事はデマカセ科学者だとばかり思ってきた

のだが、本当はもっと尊敬してやった方がいいのかもしれない。

「お前たちが、ここにいた事は、名探偵のおいらが見つけ出してやったんだぞ。感謝しろよ」

　と、今度は得意げに球異が言った。何だか、マズいヤツにも借りを作っちゃったみたいである

。

「そうだ。京子さんと川上くんは？この二人もボクたちの近くに居たはずじゃ」

　ハッと思い出したオレは、声を張り上げた。

「大丈夫。二人も無事に救出したわ。あの二人に久々に出会えて、私たちも何だかホッとしたわ



。無事カップルになれたみたいね。二人は、もう、どこかへ行ってしまったわ」

　令子が答えてくれたのだった。

「良かった。ほんとに良かった」

　と、影子もようやく小声で嬉しそうにささやいた。

「良かったのは、あなたたちもでしょう。おめでとう、清水くんに影子ちゃん。あなたたちも、

この夢で正式なカップルになったんでしょう」

　突然、令子は、にっこりとほほえみ、オレたちの事を祝福してくれたのだった。

　オレと影子は、急に照れ臭く感じながらも、それでも互いに近くへと寄り添い合った。

「おいらも、影子たんの事は好きだったんだぞ。絶対に幸せにしてやらないと、許さないからな

」

　と、球異も冷やかすような口調で言った。

「今夜は最高の夢が見れたね。おめでとう。いや、夢ではなく、最高の現実と呼ぶべきなのかな

」

　所田もキザっぽく、オレたちの事を祝福してくれる。

「うらやましいな。あたしも今度は甘い恋愛を経験したくなっちゃった」

　と、ラリーもお茶目に肩をすくめてみせて、喜んでくれたのだった。

「皆、ありがとう」

　オレは、影子と手を握り合ったまま、お礼を言った。

　皆は、優しい笑顔でオレたちを見つめ続けてくれたのだった。

「我々は、やはり、現実の為に生きていかなくちゃいけないんだ。あきらめなければ、夢はか

なう。たとえ、くじけそうになっても、そう信じ続けてね」

　所田が、ここぞとばかりに、かっこいいセリフを吐いてみせた。

　オレは、そっと影子の方に顔を向けてみた。彼女もオレの方を見てくれている。とっても可愛

い笑顔を浮かべていた。

　夢の中では、これで終わりなのかもしれないが、本当のオレたちの物語はこれからが始まりな

のである。

「ところでさぁ、影子ちゃん」

　と、急に令子が猫なで声を出して、オレたちのそばに近寄ってきた。

　令子の隣には、なぜか、あの仲の悪かったラリーもピッタリと寄り添っている。

「あのあと、私とラリーさんで話をしてゆくうち、いきなり意見があっちゃってさ、ユニットを

組んで、アイドルグループを結成する事を決めちゃったんだ。それで、ぜひ、影子ちゃんも参加

してくれないかしら？私たち三人が力を合わせれば、絶対に最高のアイドルチームになれるわ」

「ねえ、お願い。ボーカルは影子ちゃんに任せていいからさ」

　笑顔のラリーも、そう詰め寄ってきた。

「ダメぇ！」

　と、慌てて怒鳴ったのはオレだった。

「もう、この夢は十分にハッピーエンドなんだから、これ以上、ヘンなストーリーを続けない



でよ」

　そして、オレはあらためて、影子の手を力強く握りしめると、彼女の顔を見てみたのだった。

弱った感じの表情の影子も、間違いなく、オレと同じ事を考えているらしい。

　オレたちは、うなずき合うと、皆に背を向けて、バッと走り出したのだった。

「あー、待ってよー」

　と、後ろから令子たちが追いかけてきていたが、もちろん、止まる気はさらさら無い。

　オレは、走りながら、もう一度、影子と顔を見合わせた。

「ねえ。一緒に、この夢から覚めちゃおうか」

　オレは、影子にささやいた。影子は、嬉しそうに頷いてくれたのだった。

　オレと影子は、手を離すと、走りながら、同時に阿波踊りを始めた。あれほど阿波踊りを嫌が

っていた影子も、なんだか、とても楽しそうに見えた。

　阿波踊りの効果は絶大で、たちまち夢の世界はぼやけてゆく。もはや、今のオレたちには、こ

の夢に固執し続ける理由はなかったのだった。

　こうして、夢から覚めたあとは、オレにとっても、新しい生活が始まる事になったのである。

　その後も、影子とはチャットやメールで連絡を取り合ったが、この夢の内容は、彼女もよく覚

えていたらしく、オレたちはリアルでも親しい友達から正式な恋人同士へとしっかり昇格したの

であった。もっとも、影子はまだ、高校生だ。オレともっと深い交際を行なうのは、学校を卒業

してからにしたい、と告げてきた。彼女がそう望むのであれば、オレも別にそれで構わないので

ある。オレはいくらでも待つつもりだし、やがて、彼女と直接会える日が来る事を楽しみに生き

てゆきたいと思う。オレにとっても、現実の人生でかけがえのない目的が出来て、リアルの生活

が何だか、とても楽しく感じられるようになってきたのだった。

　もちろん、実際に影子と会うまでには、オレももっと、彼女に相応しいような、しっかりした

人間になっているべきであろう。オレは、長い事、中断していた就職活動をあらためて再開する

事にしたのだった。プロの作家になる夢の方をあきらめた訳ではない。しかし、もし、影子と本

当に夫婦にでもなれたとしたのならば、やはり、一定の収入を手に入れて、彼女をきちんと安心

させてあげたいものだ。そう考えるならば、やはり普通に仕事に就くのが無難であるし、そんな

人生設計図が心の中にあると、就職活動の方もがぜんとやる気が出てきたのだった。

　最近、死んだ伯父の事を、また時々思い出すようになっていた。オレが小説家になりたいと考

える事を否定し、自分は過労死するまで働き続けた伯父であったが、近ごろでは、なんとなく、

伯父が何を考えていたのかが分かるような気持ちになってきたのだった。伯父は仕事が好きだっ

たのではない。きっと、愛する家族が居たからこそ、仕事を頑張る気になれたのだ。伯父は、小

説家と言う職業を否定していたのではなく、オレにも、そのような気持ちで働く人間になっても

らいたかったのであろう。本当は、オレの人生を心配してくれていた、とても良い伯父だったの

かもしれない。伯父のような生き方も悪くはないような気もする。この頃はそう感じる事もあ

って、今ごろになって、伯父の事が理解でき、ようやく和解できたようにも思えてくるのだった

。

　さて、今日も新しい雇用者募集の面接を受ける為、スーツを着て、我が家の玄関から出て行こ



うとすると、自分の部屋から出てきた妹のミユとばったり顔を合わせてしまった。

「お兄ちゃん、今日も面接があるんだ」

　ミユは、オレの方を見て、にやつきながら言った。ミユの奴は、オレが頑張って就職活動して

るのが、やたらと嬉しそうな様子なのである。

「まあね」

　と、短くオレは答えた。

「頑張ってね。今回がダメだったとしても、続けていれば、いつかは必ず採用してもらえるはず

だから。やはり、現実の為に生きていかなくちゃ。あきらめなければ、夢はかなう。たとえ、く

じけそうになっても、そう信じ続けてね」

　ミユは、そうオレにエールを送ってくれると、再び自分の部屋にと戻っていった。

　でも、なんか、ヘンだぞ。このメッセージって、前にも同じものを聞いたような気がする。

そう、確か、夢の中で、所田が即興で口にしたもののはずだ。だけど、まさか？なぜ、ミユがこ

のメッセージを知っているのだろう。単なる偶然なのだろうか。もしかして、ミユもあの場所に

いたとか？

　あるいは、今この時間ですら、まだ夢の中なのだったりして……。
　なんだか釈然とせず、オレは、不思議な気分で、その場に立ちつくしたのだった。

 
おしまい
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