


夜汽車とこねこ

　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　夜汽車が街を通りすぎてゆきます。

「こら、みーこ。さっさとねろよ。明日は入学式だろ」

「だって、みーたにいちゃん、ねむれないんだもん」

　みーこは、みーたのふわふわの背中から顔をあげると、両の耳

をぴんとたてました。

 
　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　みーたとみーこは、線路わきの物置小屋に住むノラねこの兄妹です。

「お前が校長先生に手紙なんか書いたもんだから、今日は、にいちゃんまで、ねむれやしない」

　それは数日前のこと。みーこのもとへ校長先生から、みーこが出した手紙の返事がとどいたの

です。

 
『　みーこ君へ

　きみがわしの小学校へ入学したいという手紙を読んで、わしは本当に驚いた。こねこなのに、

きみは人間とお話もできるし、字だって書くことができるんだね。そして、先日、わしは、きみ

と会って実にかんげきした。ひげはきちんと切りそろえてあるし、毛並みもとてもうつくしい。

きみは、ノラねこといっても、実に身なりのととのった、ねこだった。

　ここに、入学式の案内を同封する。きみは、新入生として、私たちの小学校へ入学するのだ』

 
　みーたは、校長先生の手紙を思い出して、目をかがやかせている妹を見ているうちに、ふと妹

をいじめてやりたくなりました。

　みーたは、みーこが、人間の子どもたちと、お話したり、遊んだりすると思うと、みーこを人

間にとられるような気がして、なんとなくいやでした。また、そんなみーこが、ちょっぴり、う

らやましくもあったのです。

 
　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　みーたは、みーこの耳元に鼻先をよせると、声をころしてささやきました。

「みーこ、あの夜汽車にだれがのってるか、しってるか？」

「あの夜汽車って、向こうからやってくるあれ？　知らない……だれ？」
「お化けさ。お昼の汽車とはちがって、夜汽車には、こわ〜い、こわいお化けがいっぱい、乗っ



てるんだぞ」

　みーこは、みーたの言葉を聞いて、ぶるぶるとふるえました。

「みーこ、お化けくらいで、こわがってちゃだめじゃないか。小学校には、お化けよりこわ〜い

先生がいっぱいいるんだぞ。生徒の中にだっているぞ。とくに６年生は体も大きくてすごくこわ

いぞ」

「ほ、ほんとう？　お化けよりこわい生徒がいるの？　小学校に？」

「そうさ、ねこはみーこだけだから、いじめられてもだれも守ってなんてくれないぞ」

 
　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　その時、夜汽車が二ひきがいる小屋に近づいてきました。

「にいちゃん、は、はやく、にげよう！」

　みーこは、体中の毛をぴんとさかだてると、ゴムまりみたいに、かけだしました。

「お化けこわいよ。私、もう、小学校になんて行かないっ！」

　みーたは本当にびっくりしました。みーこがこんなにこわがるなんて、思ってもみなかったの

です。

　みーたはとりかえしのつかないことをしてしまったと、心がうづきました。

「みーこ、まって。ちがうんだ。ちがうんだよっ！」

　みーたは、みーこのあとを追うと、線路のちょうど真横で、みーこにだっと飛びつきました。

　二ひきは、ちかくの原っぱに毛糸玉のように、ころころと転がりました。

「みーこ、にいちゃん、うそついたんだ！　夜汽車には、お化けなんて乗ってやしない。小学校

にだって、みーこをいじめる人なんて、だれもいないんだよ！」

 
　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　ふたたび、通り過ぎる夜汽車の窓の明かりが、二ひきの頭の上をよぎりました。窓には、二つ

の姿がうかびあがっていました。

　一つは、大きな瞳を泣きぬらして、べそをかいている、みーこ。もう一つは、口をへの字に曲

げた、みーたの姿でした。

　みーことみーたは、夢を見ているような気分で、遠くへ消えてゆく夜汽車を見送りました。

「あの夜汽車には、泣き虫みーこと、意地悪なおいらが乗っていたんだ。でも、だいじょうぶ。

もう、夜汽車はとおくへ行ってしまったから」

　みーたは、切れ長の目を、なお、細くしていいました。

「みーこ、ごめん。にいちゃん、意地悪だった。あしたは、おいらも小学校へ行くよ。みんなに

お願いするんだ。みーこをよろしくって」

　みーこは、みーたの言葉をきいて、うれしくなって、のどをごろごろ、鳴らしました。

　



　遠くで、ポーと夜汽車の汽笛が鳴っていました。

 
　　がったん、ごっとん、がったん、ごっとん

 
　　この夜、みーこの夢の中を通りすぎた夜汽車には、校長先生と生徒たちが、にこにこ笑っ

て座っていました。

　みーたの背中を枕がわりに眠るみーこは、その夢の中で、夜汽車に向かって、何度も何度も手

をふりました。

 
 



白兎雪譜（はくとせっぷ）

　吹降山(ふきおりやま)の天辺には、今日も凍りついた風が舞っていました。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　雪おこしの雷鳴がなると、雪羅(せつら)は、手足をしなやかにたわませ、麓の村に、若者らしい
、しんと、澄んだ瞳を向けました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　雪羅の体は雪でできていました。瞳は氷で、銀色の髪は霧氷で。暖かな血のかわりに、体の中

には、身をきるような風がめぐり、その心はいつも寂しく凍りついていました。

　それは栓ないことだったのです。春から秋にかけて、優しく麓を見守っていた山は、冬にはい

ると、村人にかたく道をとざし、雪羅は冬の間は、山神さまに代わって、一人でこの山を守らな

くてはならなかったのですから。

「あのこは、くるかなぁ、雪羅のところにくるかなぁ」

　おともの雪うさぎが、南天(なんてん)の実のような赤い瞳をくるくると輝かせて、雪の青年にい
いました。

　少しだけ眉を動かしましたが、雪羅は北風に吹き上げられた銀にかがやく前髪をもどしもせ

ずに、黙りこんだままです。

「もうっ、じれったい。おいら、あの子をむかえに、ふもとの村まで行ってくる」

　白い姿が、雪につけた足跡が遠ざかってゆくのを見て、雪羅は、一瞬、氷の瞳を曇らせました

。けれども、思い直したようにに小さく笑みを浮かべ、また、麓の方へ、しんとした目を向ける

のでした。

* *

　麓の村には、止むことを知らないような雪が降り続いてます。

　屋根から、いくつもの氷柱を垂れさせた家の中で、６つになる詩多(うた)は、窓ガラスを白く凍
らせた雪の欠片を見つめていました。

　暖かに燃えるストーブの火が、かたかたとたてる音を、双子の弟の友望(とも)は、つまらなそ
うに、姉のベッドのそばで聞いていました。今年の冬は、前から悪くしていた詩多の胸から、た

くさん、咳が出て、友望は、ちっとも一緒に遊べなかったからです。

「詩多と外であそびたいなぁ」

　お母さんが、二人に買ってくれた赤と青の手袋。

　まだ使われないまま、テーブルの上に置かれた赤い手袋を見るたびに、友望は悔しいような、

悲しいような、はがゆい思いがしてなりません。



「もう、少し。もう、少しのがまんなんだって」

　寂しそうに、微笑んだ詩多の肌の白さが、窓ガラスの雪の欠片よりも、はかなく、透きとおっ

て見えて、それが友望の心をきゅっと締めつけました。

　だって、おとなたちがいってた。次の冬には、詩多はもういないって……。

　口をへの字に曲げた弟の不機嫌な顔に困って、詩多は、かたかたと音をたてている、窓ガラス

の方へ目を移しました。すると、

「あっ、白うさぎ！」

「えっ、白うさぎ？」

　こんもりと積もった雪野原で、南天の実のような赤い目が、くるりと輝きました。それは、窓

ガラスごしに、こちらにおいでと、誘いかけてくるような不思議な光でした。

「友望、ゆこう！」

　迷わず、ベッドからとびだし、テーブルの赤い手袋を手にとった詩多に、友望は驚き、叫びま

した。

「待って、詩多！　おかあさんにしかられるよ！」

* *

　詩多のあとを追って、家を飛び出した友望は、真っ白な雪の中を、踊るように歩いてゆく姉に

大きく眉をしかめました。手には赤い手袋をし、その足下には、同じような赤の南天の目をした

白うさぎが、はべるように身をすりよせています。

「詩多、そっちに行っちゃ、だめ！　もどってきて！」

　けれども、吹きつけてくる吹雪をかきわけて、友望が、姉の手をひこうとした時、

　するどく吹きおろしてきた風が、二人を引き裂いたのです。友望は、突然、目の前に現れてて

、詩多を包みこむようにかかえた、若者の姿に、あっと驚き、後ずさりました。

　それは、しなるからだに、雪の欠片を煌めかせ、氷の瞳に厳しい光を蓄えた山守り　－山の精

霊－　雪羅。

「詩多をつれてゆかないで！」

　知らず知らずのうちに、友望の口から溢れ出た言葉に、

「連れてゆかねば、この冬さえ、のりこえられない命」

　そう答えた雪羅の胸に、白うさぎを腕に抱えた詩多は、蝋細工のように生気のなかった白い

肌を、白桃のように瑞々しく輝かせて、夢うつつのまま身を任せていました。

　雪羅から迸る強い力に、押しつぶされそうになりながらも、やっと友望は声を出しました。

「行けば、詩多は生きれるの？」



　泣き出しそうな顔をして、睨みつけてくる少年に、雪の精霊は、一瞬、口を閉ざしました。…
…が、
「それならば、連れていってもいいか」

「……ぼくは詩多にまた会える？」
　すると、雪羅は、透きとおるような笑みを、頬に浮かべたのです。

* * *

　あの時、何故、僕はうんと言ってしまったんだろう。

　詩多が消えてから１０年が経ち、１６歳になった友望は、吹降山への山道の入り口で、また、

同じ問いを繰り返していた。

　”姉さんのことは、もう諦めなくてはならないよ。神隠しに遭った子供は、あの世とこの世の結
界を超えて、神域に入りこんでいったのだから”

　大人たちの言葉を飲みこめないまま、また冬がめぐり、吹降山からの寒風が厳しく村に吹き下

ろしてくる度に、友望は、山守りに抱かれた双子の姉の水密糖のように輝いた頬を思い出してし

まうのだ。

　麓から山道に続く道にある道祖神は、あの世とこの世を隔てる道標なのだよ。

　村の年寄りたちが言う場所から、遠くに見える吹降山を見上げて、友望は、白い息を吐いた。

……その時、吹降山から吹く風が突然ぴたりと成りを潜めたのだ。しんと研ぎ澄まされた不思議
な感覚に、耳を澄ませると、

　とも……

　その鈴の鳴るような声に、はっと上げた顔の真横に通り過ぎる白い影。

「白うさぎ！」

　南天の赤い目をした純白の兎。

　友望は、血相を変えて兎の後を追いかけた。だが、追いついたと思って手を伸ばした瞬間に、

それは、深く積もった雪の中に、姿を消してしまった。……とその時、



　とも……

　とも、とも、友望。

　雪の中から、響いてきた鈴を鳴らすような声に、友望は、形振り構わず、白兎が消えた雪の後

を素手で掘り返した。払いのけた雪の中から、赤い手袋の手を差し出して、微笑みかけてきた

のは、白桃のような頬の少女。

「詩多！」

　その手に手を伸ばした瞬間、６つの姉と１６歳の弟の異なる世界は刹那に交わり、

　身を切るような風が、姉弟を繋ぐ赤の手袋を吹き飛ばした瞬間に

　二つの世界はまた隔たった。

　白い吹雪が舞う道に取り残され、手に触れた柔らかな余韻に唇を噛みしめる。頭上に飛び去る

のは、雪の山守りに抱かれながら、吹降山へ去ってゆく、少女の面影を脱ぎ捨てた乙女。

　その時、友望は、　－１６歳の詩多－　の姿を虚空に見た。

「あの雪の野郎は嘘つきだ！　詩多を返せ！」　

　悔しげに空を見つめる友望の足元に、雪間から現れた南天の実の目をした白兎が、そっと温か

な体を寄せた。

　ごめん。

　でも、あのこは、雪羅のところへきたんだよ。

　さみしそうな顔をした、あのこと雪羅がわらって

　ぼくは、うれしくてたまらなかったのさ。

　一筋の煌めく光が温かな手触りで、友望の頬をなぜて通り過ぎてゆく。

　そして、雪おこしの雷鳴が今年も鳴り始めた。

　長い冬の間、吹降山はかたく人に道を閉ざすのだ。



「畜生！　取り返してやる。絶対に！」

　１７歳になった友望が白い兎に導かれ、道祖神の神域に踏み込む、雪解けの春が来るまでは。

  



波のささやき

　六年生の夏休みのおわりに、

　さとるは、同級生のみかと家族たちといっしょに海にやってきま

した。

　さとるが、海辺であそんでいるときです。さとるの右のくすり指に

、

がちりと痛みがはしりました。

「あっ、いててっ」

　痛いはずです。小石くらいのカニが、さとるのくすり指をはさんだ

のです。それもつよく。

「カニめ！　こらしめてやる」

　かっとなったさとるは、手もとにあったバケツをカニに向かって、ふりおろそうとしました。

がつんとにぶい音がしたのと、さとるがどきっとしたのは、ほとんど同時でした。

　さとるが振りおろしたバケツの下で、みかが、うずくまっていました。みかの水着のスカート

のひだには、さとるをはさんだカニが、もそもそと動いていました。

「ばか、なんで、飛び出してくるんだよっ」

　みかは、バケツがあたった頭をかかえると、えっえっえっと、しゃくりあげるように泣きだし

ました。

「だ、だって、さとるくんが、カニをこらしめるなんて、いうんだもん」

「だって、あのカニは、おれの指をはさんだんだぞ！」

　さとるの指は、まだ、ずきずきとうずいていました。

「カニに、わるぎはないわ。びっくりして、はさんでしまっただけなのに」

　みかのせめるような目は、さとるの心をきずつけました。

「ばかやろう、おれは、悪くないのに！」

　さとるは、みかのひざから、カニをひきはがすように、うばいとると、だっと駆けだしました

。

（カニにはわるぎはなくて、おれには、あるのかよ！）

　岩場までくると、さとるはカニをたたきつけてやろうと、手をふりあげました。そのときです

。

 
　”ご、ごめんなさいっ。きみの指をはさんだこと”
 
　さとるのこぶしの中から、声がきこえたのです。さとるは、びっくりして、手のひらをひろげ

ました。

　声をだしたのは、たしかに、カニだったのです。さとるは、岩にこしをおろすと、手の中のカ

ニをみらみつけました。すると、あわてたように、カニは、ぶくぶくと白いあわをふきました。



 
　”ごめんなさい。ぼくのせいで、あの女の子をおこらせてしまったこと”
 
「そうさ、おまえのせいで、おれは、みかに、きらわれちまった。もう、おべんとうだって、わ

けてもらえないんだ」

　すると、カニは、大あわてで、また、あやまりました。

 
　”ごめんなさい。あの女の子のおにぎりをかじってしまったこと”
 
　さとるは、それをきいて、あきれてしまいました。

「こら、いったい、いくつ、いたずらした？　ぜんぶいえっ、いわなきゃ、やっぱり、たたきつ

ぶすぞ」

　カニはびっくりして、口をあぐあぐと、うごかしました。

 
　”ごめんなさい。きみんちのビーチマットの上で、おもらししてしまったこと。それから、きみ
の海水パンツをみて、ぶかっこうだとおもったこと。それからね……あの女の子をちょっぴり、
すきになってしまったこと”
 
　さとるは、おこっていいやら、わらっていいやら、おかしな気分になってしまいました。けれ

ども、ぶすっとしていいました。

「なんで、おまえが、みかのことが、すきになったからって、あやまらなきゃならないんだよ」

　カニはわらって、いいました。

 
　”だって、きみはあの女の子がすきなんでしょ”
 
　そのひとことが、さとるのかんにさわりました。

「あやまったからって、なんでもかんでも、ゆるしてもらえると、思うなよ！」

　さとるが、カニをぎゅっとにぎりしめたときです。大きな波が、さとるの上に、ざぶんと、の

しかかってきました。さとるは、あっというまに、海の中にひきこまれてしまいました。

　海の中で、さとるが、ばたばたと手足をうごかしていると、あのカニが、おろおろと、およぎ

まわっているのが見えました。

 
　”ごめんなさい。きみをおこらせてしまったこと”
 
　カニの目がかなしげに、水の中でゆれていました。

（カニにわるぎはなかったんだ……ゆるしてやれば、よかったなぁ……）
　海の水のしょっぱいあじが、さとるののどに、ながれてきました。さとるのこころの中までが



、しょっぱいあじにそまりました。

 
*  *
 くすり指が、ちくちくといたんで、さとるは、はっと、目をしばたたかせました。さとるが、た
っていたのは、さいしょにあそんでいた海辺でした。

「あれ……？　カニは？」
「どうしたの？　カニは海にかえしたでしょ」

　そのとき、しゃらしゃらと、波のおとが、海のほうからひびいてきて、さとるは、あれっと、

耳をすませました。

「みかちゃん、あのう……」
「え？　なぁに？」

　さとるは、いぶかしげな、みかの顔をみて、ちょっとわらいました。

「ううん……やっぱり、なんでもない。こっちのはなし」
「なによ、へんな子ね」

　さとるは、カニの声をきいたのです。

 
　”ごめんなさい。ふたりをけんかさせたこと”
 
　それは、さとるだけがきいた、波のささやきでした。



ミカエルへの哀歌

 それは、１９４２年の１２月。欧州の小さな村から始まる物語。
  木製の扉が軋む音。
 
　その響きとともに拘置所の中から出てきた神父は、雨から雪に変わりだした空を見上げ、小さ

な吐息を１つ吐いた。

「明日の朝、また、こちらへ参ります。寒い朝になりそうですが、あの方に神のご加護がありま

すように、祈りを捧げさせていただきます」

　看守たちに軽い会釈をしてから、去っていった神父の後姿が、寒々とした景色の中に消えて

ゆく。北の風に煽られた粉雪が、ひとひら、空に舞った。

 
*  *  *
　　 ここからは空が見える　君の瞳に似た青い空

　　 ミカエル
　　 君の瞳だよ　ミカエル
 　　雨の日には鉄格子をすり抜けられる小さな指に
　　　降る雨を受けるんだよ

 
  　でも夜は眠れないんだ
 　 白いパンと蜂蜜が運ばれるような日が
 　 いつかここへやってくると思うと
  　口のうちに流れる蜜の味は昔のキスの味がするんだ
 
  　ミカエル
  　僕は君を待っている
  　明日の朝、絞首台に上ることを思うと
 　 僕は
  　眠るのが怖くてたまらないんだ
 
 　 だから愛して　僕を愛して
  　ミカエル
　　　　　　　　　　　　　　　 by M・polnareff
*  *  *
　この雪の夜に、凍りつきそうに冷え切った拘置所の中で、死刑囚の男は鉄格子の隙間から漏れ

る雪明りを見つめていた。



　ふと、石畳の床に置かれた小さな机の上の聖ミカエルの画に視線をうつし、その姿に寂しげな

瞳を向ける。そして、男は口元で昔聞いた覚えがあるこんな歌を呟きだした。

 
　ミカエル

　僕は君を待っている。

　だから、愛して。僕を愛して……
 
　……が、その節が終わらないうちに、一陣の風が鉄格子の外から、男の頬を通り過ぎていった
。

「絞首台で吊られて、死ぬなんてまっぴらだよね」

　突然、背後からかけられた声に、男は驚き後ろを振り返る。

「だから、あんたは天使が来るのを待っているんでしょ？」

　まだ、年端も行かぬ少年が、そこに立っていた。

　青い瞳が、それにかかる金の髪の向こうから、冷たい光を放っている。

　すると、少年は、男の背後を指差し言った。

「生きていたいんでしょ。ならば、彼の手を取れよ。そうすれば、永遠の命が手にはいるから」

　少年が半ばからかい気味の声音が、男の耳に残酷な余韻を残して響いてきた。

　背中にぞくりと悪寒を感じ、振り向いた死刑囚の男は、拘置所の天井から彼を見下ろす黒い笑

みに大きく目を見開いた。

　漆黒の翼を広げた闇の王が、鋭く伸びた爪をこちらへ差し出している。

　

　魔王……
「その手を取れよ。ただし、あんたの忌わの際に、ここにやって来たのは、天使ではなく……“闇
の王”」
　少年の無邪気な声音が、有無を言わさぬ強さを伴い、密閉された氷の室に木霊した。

 
*  *  *
　２００５年、１２月２４日、ロンドン。

「マスター、見て！　クリスマスツリーが綺麗だよ。ここで、夏にテロ事件があったなんて、思

えないくらいだね」

　ラッセル広場に飾られたクリスマスツリーの袂からダビストック・スクエアを眺めて、少年は

無邪気な笑顔を浮かべた。傍らに立つ黒い皮服の男はやたらに背が高く、背中まである漆黒の髪

と少年の金の髪が不思議なコントラストを描き、否応なしに人々の目を引いてしまう。

　少年を伴い、ショッピングモールへの通りを歩きながら、

「思えなくもないさ」

　マスターと呼ばれた黒い男は、ぴりと寒さに引き締まった外気を吸い込むと満足げな笑みを浮

かべた。



「人々の悲哀、叫び、悔恨。それこそが我らの安住の地なんだ。闇の輩の聖なる夜の宴に、これ

ほどお似合いの場所はないではないか」

　その言葉に少年は、ほんの少しだけ寂しげに表情を翳らせた。……が、通りのショーウィンド
ウの中に目をやった瞬間、

「わぁ、可愛い！　マスター、見てよ。赤いクリスマス用のケープをはおった、ビスクドール

だよ」

「ティル・ネーナ。お前も着てみるか。きっと、あのビスク・ドールよりよほど綺麗な姿に様変

わりするぞ」

　皮肉まじりな目をして言った、黒い男の言葉に、ティルと呼ばれた少年は、“嫌だよ”と、眉をし
かめた。ショーウィンドウの人形が、そんな彼をつぶらな瞳で見つめている。せわしく行き交

う人々の姿が次々に窓のガラスに投影されては消えてゆく。だが、黒い男と少年の姿が、そこに

映し出されることは、ついぞなかった。

　２人が、その場から立ち去ろうとした時、

「あら、素敵なお兄さん、私たちと遊ばない？　行き着けの店があるのよ。お安くしとくわよ」

　不意に横からかけられた猫なで声に、黒い男は口元でかすかに微笑んだ。

　派手な色合いの短い丈のコートから艶かしい長い足を覗かせた女たちが、手招きしている。皮

手袋の手を女の１人の肩に回すと、男は少年に意味深な一瞥をくれてからこう言った。

「クリスマスディナーが自ら、やってきてくれた。ティル、悪いが、ここでちょっと待っていて

くれないか？後でお前にも分け前をくれてやるから」

　にやと舌なめずりをする男に、女は笑顔で微笑みかける。

「そうよ。最高級のディナーですもの。でも、そちらの坊っちゃんには、ちょっとお味がわから

ないかもね」

　甲高い笑いを残して、女たちと黒い男はティルを残して路地の奥へ消えていってしまった。

 
　灰色の空から、細かな雪の粒が降ってくる。

　路地の奥から流れてくる女たちのかすかな悲鳴を、金の髪の少年は無表情なままに聞き流し、

空の彼方を見届けるように真っ直ぐな瞳を上に向けた。

 
　芳しい血の匂い

　生暖かい風が、頬をなぜてくる。

 
“ティル・ネーナ。ごちそうの分け前だ。お前にも十分、味わえる最高級のディナーだ”
 
　そんな台詞とともに、空に舞い上がった黒い影。

　足元に流れてきた、おびただしい鮮血を見据え、少年は深くため息をついた。

　僕はお腹がいっぱいで

　もうこれ以上は何もいらないよ。



「そぅいえば、イヴァン・クロウはどうしてるんだろう」

　ふと、もう１人の仲間のことを思い出し、ティルは、くるりと路地に踵をかえすと、粉雪の舞

い散る冬の空に舞い上がった。

　

　あの男は、“今”が嫌いだから、きっと、“昔”にいるんだろうな。
 
　仲間の居場所を探るように、研ぎ澄まされた五感を解放する。

　ロンドンの空は、冷たく凍りついていたけれど、煌びやかに飾りつけられた街々のクリスマス

飾りが、きらきらと電飾の灯りに輝いていた。それが、すごく綺麗だとティルは心からそう思

った。

 
*  *  *
　１９４３年　欧州の村

　イヴァン・クロウは、故郷の隣村の道を１人で歩いていた。いつ訪れても寂れているなと、切

りそぐねている亜麻色の髪をかきあげて、辺りを見回す。見知った者はほとんどいないが、すれ

違う人々に顔を見られぬように灰色のコートの襟を高くたてている。

　道の向こうにある教会の赤屋根を見ながら、慎ましやかな窓飾りを備え付けた民家の前を通り

過ぎた時、イヴァンは、クリスマス休暇にもかかわらず１件だけ店を開いているレストランを見

つけた。

　店の中庭から響いてくるピアノの旋律。

　この寒さの中で、中庭でピアノを弾いているのは誰だ？その音に導かれ、足を店に向けようと

した時、

 
　見つけたぁ！　イヴァン・クロウ！

 
　突然、上空から吹き付けてきた風にまどろこしそうな表情を浮かべる。

「ティルか。マスターと一緒だと思っていたのに」

「う〜ん、ちょっと、飽きちゃってね」

　にこりと微笑んで、彼の横に姿を現した金の髪の少年。

「それにしても、イヴァンは相変わらずこの村にいるんだね。嫌じゃないの？　絞首刑の憂き目

にあったこんな場所が。どうせなら、もっと昔に飛んでいって、あんたの婚約者が殺されちまう

前に戻ればいいのに」

「戻れば、また同じ惨劇が起きて、また１つ村がなくなる。そんな馬鹿げた繰り返しを俺は何度

も見る気はないんだ」 
　ふぅんと気のない返事をするティルに向かって、そういうお前は……と、男は呟いた。
「何でそうなれなれしく着いてくるんだ？　あの時、お前の咽喉をかっ切った憎い殺人鬼のこの

俺に」



「だって、もう仲間じゃん」

　そう言葉を繋いでから、ティルはほのかに潤んだ瞳をイヴァンに向けた。

　

　残忍な月の光が僕らの村を煌々と照らしていた、あの日、あの時、

村の男たちが１人の可哀想な女を村はずれの小屋へ追い詰めていった。

 
　純血の血を汚す“命に値しない命”
　

　僕には、さっぱりその意味がわからなかったのだけど、沢山の松明の火と、仕留めてやったと

雄叫びをあげる男たちの声が妙に嬉しげで、僕も何だか浮かれてしまって彼らの宴に加わって

しまったんだ。

　あれは、１２月の終わりの寒い冬の日だった。

　イヴァン・クロウ。時がどんな風に経とうと、僕は昨日のことみたいにあんたが手にした、銀

のナイフが僕の咽喉ぶえを切り裂いた時のことを覚えてる。

「恋人をなぶり殺しにされた、あんたはすごく怒ってた。でもね……」
「でも……？」
「僕だって、生きていたかったんだよ」

　ほんの少しの沈黙があった。言葉に詰まったイヴァンを笑い、ティルが言った。

「でも、あの後でマスターに別の命をもらったし、僕は別にイヴァンのことを恨んでなんかいな

いんだ。僕はイヴァンが好きだよ。だって、あの拘置所の中で聖ミカエルのフレスコ画を見つめ

ながら、あんたは絞首台に上のが怖くてたまらないって震えていたじゃないか」

　鈴のような笑い声を残して空に身をひるがえした少年を斜めに見やり、イヴァンは言った。

「ティル、お前、いつまで、男の成りでいるつもりなんだ」

空から声が返って来る。

「このまま、ずっと」

　空気の層の中に溶け込んだしまった、少年の姿の少女。

　自分が咽喉を切り裂いた可愛い少女の面影と、死の瞬間に目に焼きついた驚いたような瞳の表

情を思い出し胸が痛くなる。そんな心をひきずりながら、イヴァンは、ピアノの音が響いてくる

レストランの中庭に入っていった。

 
　　　むかし　昔は　おばあさんの庭で、小鳥がさえずり　花は優しく咲いてた

　　　現在（いま）　時は流れてゆき　

　　　みんな　消えてしまうの

　　　むかし　昔の　おばあさんの庭は、静かにたゆとう　時間と愛があった

　　　現在（いま）　時は流れてゆき

　　　みんな　消えてしまうの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂｙ M・ｐｏｌｎａｒｅｆｆ



 
　ピアノを奏でていたのは背を丸めた１人の老婆だった。人っ子１人いない、レストランの中で

、木枯らしに吹かれながら彼女は静かに鍵盤をたたいていた。

　午後２時。

　天の中心にあった陽の光が、ゆるやかに西へ動き出した冬の空を男は物憂げに見上げる。そん

な客に老婆は穏やかな笑みで微笑みかけた。

「いらっしゃい。クリスマス休暇で、みんな家に帰ったからね、こんな日にお客が来るとは思わ

なかったよ」

　彼女の言葉にイヴァンは、少し首を傾げて言った。

「なら、お店なんて開かなきゃいいのに」

「駄目なんだよ。今日はね、息子がクリスマス休暇で、兵役のつかの間の休みだから……約束し
たのさ。あの子の好きなピアノを弾いてここで待っているってね」

「今日？　おばあさんの息子が？」

　空の色は、まだ青かった。それでも、闇の目をもつ青年の瞳の中で、それと一繋ぎの遠くの空

は赤く燃え上がりその背後にうごめく闇と合間見えながら、まだらの渦を描いていた。

 
　死の影が、ひしひしと近づいてくる。

　明日にはここにも、戦火がくる。家が燃え、人は死に、村は消えてなくなる。

 
“現在（いま）　時は流れてゆき　みんな　消えてしまうの”
 
「それでも、おばあさんは、ここであんたの息子を待っていたいの？」

　脈絡のない男の問いに、老婆は落ち窪んだ瞳を向けてこくんと頷いた。

「ここは、あの子の故郷だからね。このレストランもあそこで遊ぶ子供たちも、全部、そっくり

、あの子の宝物なんだよ」

　中庭に備え付けられた小さな窓から、外で遊ぶ村の子供たちの声が聞こえる。イヴァンは、耳

をそちらに澄ませた後でピアノを弾く老婆に近づいていった。

　そっとその肩に触れ、白髪まじりの老婆の髪を彼女の首伝いに指にからませる。優しい笑みを

浮かべた老婆に銀色に光る眼を向けて、彼は言った。

「ならば、もっとそのピアノを聞かせてよ。ずっと鳴り止まない、その音があなたの息子の耳に

届くまで」

 
*  *
「あ〜あ、ここにももう飽きちゃったな」

　村の上空を１回りしてきたティル・ネーナは、子供たちが遊ぶ広場に降り立つと退屈そうに欠

伸をした。広場の向こうのレストランの中庭から、ピアノの音が響いてくる。それと同時に、子



供の１人が蹴り上げたボールが、ティルの前に転がってきた。

　取っておくれよ！　とばかりの万遍の笑顔で手を振る子供たちを見据えて、ちょっと彼らと遊

びたくなる。

「ねぇ、僕も入れてよ。退屈なんだ」

「うん。いいよ」

「ところで、ここに男の人がいなかった？　灰色のコートを着た、背の高い」

「ああ、その人なら教会の方へ歩いて行ったよ」

「教会へ？」

　腑に落ちない表情の金の髪の少年を見据えて、子供たちは、そんな事より早く遊ぼうよと、ま

どろこしそうに彼の腕を引っ張った。

 
　　遊ぼうよ

　　遊ぼうよ

　　時間はたっぷりあるんだから

　　君と僕らは、もう友達なんだから

 
　その言葉に、ティルは、ぎょっと子供たちの方に目をやった。

　どの子の首にも、残されている深い二つの傷跡。

「イヴァン・クロウ！　あんたは、何で！」

 
“むかし　昔は　おばあさんの庭で小鳥がさえずり　花は優しく咲いてた
　けれども、現在（いま）　時は流れてゆき　　みんな　消えてしまうの“
 
　そのピアノに合わせた歌に引きつけられ、飛び込んでいった、レストランの中庭の老婆を見て

、再び、唇を噛みしめる。

　同じ噛み跡、あの子供たちと。

　同じ惨劇、僕らの村を全滅させた、あの日の夜と。

　その時、にわかに空に黒雲がたなびき出した。

　

　闇の王がやってくる。

　黒い風が飛来する。

　焼夷弾に焼かれた炎と、飛び散った血糊と、粉々に砕け散ったコンクリートの塵灰を巻き込

んで。

 
「マスターが、この地に降りるぞ！」

　慌てたような声音を出して、金の髪の少年はもう１人の仲間を探し出した。そうだ、教会だ！

　イヴァンは教会に向かったと子供たちが言っていた。



 
*  *
　教会の鐘は、今日も鳴ることがなかった。手伝いの青年が戦争に駆り立てられ、誰もそれに触

れることはなくなり、神父は年をとりすぎて、鐘突堂のある鐘楼に上れなくなった。

　人気のない教会の祭壇の横には、聖ミカエルの画が掲げられていた。

　白い翼を広げ、天使を率いて地上に降り立つその姿を見据えて、夢遊病者のように、その画の

下にたどりついた、イヴァンは、膝をおり、祭壇の下の床にかしづいた。すると、その時、

「イヴァン・クロウ。馬鹿な……お前は、一年も前に絞首台に吊られたはずなのに……」
見上げた先に、見知った神父の顔がある。拘置所の最後の雪の夜に、祈りを捧げてくれた、あの

神父だった。

「闇の王が降り立って、私に命をくれたのですよ。絞首台の無情な綱では、吊るしきれない無限

の命を」

「……お前は、闇の人畜か！　そうして、またこの村に厄災をなすつもりか！」
だが、闇の男は、神父の言葉に、強く頭を横に振ってから、教会の天井を指差し言った。

「私がやらぬとも、じきに、この地は闇の支配に落ちてゆく。ほら、もうそこに、魔王は来て

いる」

　驚き、上に目を向けた神父は、教会の天井 －神々を描いた美しいフレスコ画がある－ を覆い隠
すように、広がった、黒い笑みに唇を震わせた。

 
　魔王……
 
「何故、お前は聖なる神の家に入り込む？」

　何故、入り込める……？
　そんな神父の懸念を読み取ったかのように、闇の王は声を荒げた。

 
”　神の慈しみ、神の愛、神の奇跡。そんな物でこの世の闇を拭い去ることができるものか。人は
壊し、人は憎み、人は死ぬ。それとともに、私の力も大きくなるのだ。

　私は、破壊者。破壊するものが消えぬ限り、私はいつでも、降臨する。例えそれが、聖水と祈

りに浄化された神々の城であったとしても”
 
　嵐のような笑いを残して、黒い笑みは教会の天井から天空へと消えていった。

　愕然とその跡を目で追った神父は、悲哀に押しつぶされそうな表情をして、もう１度、イヴァ

ンの方向に目を向けた。

「イヴァン・クロウ、闇の生物。それなのに、何故、お前はこの場所に平然とかしづいていられ

るのだ。聖ミカエルの御姿の元で、お前は少しの怖れもなく、まるで、一身にその加護を受けて

いるように、とりすました顔をして……」
　その問いに、彼は答えを返さなかった。……が、ただ、こう言葉を残した。



「私は、待っているだけなのです。あのレストランの老婆のように……未来永劫、亡くしてしま
った、自分の天使を」

　その言葉に、神父は唇を震わせる。

「まさか、あなたは、村の人々を……」
　神父の言葉に、闇の男は、首を横に振る。

「襲いやしません。ただ、仲間に引きいれただけなのです。やがて、ここに訪れる死の洗礼から

逃れるために」

「何てことだ！　何という罰当たりなことを！」

　今にも頭を抱え出しそうな、神父の様子を、イヴァンは無表情な目をして眺めていた。祭壇の

下の引出しから、神父が銀の拳銃を出し、それに銀の玉をこめた時にも、彼は知らぬそぶりを決

め込んでいた。

　銀の拳銃を掲げた神父が、教会の出口へ歩いてゆく。その後姿に向かって、イヴァンは初めて

言葉を口にした。

「その銀の拳銃で、私の心臓を打ちぬかないのですか」

「無駄だ」

「何故」

「あなたには、聖ミカエルの加護がある。こんな理不尽を神が許すわけがない。なのに、私には

それが分る。だから、せめて、私は、闇の世界に踏み込んだ哀れな村人たちを救わなければなら

ない。たとえ、この手で彼らの心臓を打ち抜いてでも」

　神父が教会から出てゆくまで、もう、二人には交わす言葉もなかった。

　聖ミカエル

　その画の下で、イヴァンは、物憂げに昔、覚えた歌を口ずさみだした。

 
　　ここからは空が見える　君の瞳に似た青い空

　　でも夜は眠れないんだ

　　白いパンと蜂蜜が運ばれるような日が

　　いつかここへやってくると思うと

　　口のうちに流れる蜜の味は昔のキスの味がするんだ

 
　　ミカエル

　　僕は君を待っている……
　

　青空だった空は、いつの間にか暗い灰色に変わり、高い空の向こうから冷たい粉雪が落ちて

きた。仲間を追って教会へやってきた、ティル・ネーナは、目前に聳え立つ教会の扉の前で、足

元から沸きあがってくる、大きな不安に激しく体を振るわせた。

　クリスマス用のリースに用いられた、魔よけのヒイラギが新たな不安を呼びおこし、教会の建

物そのものが、邪悪の輩と、ティルの侵入を固く拒んでいた。



　けれども、つい今しがた、教会の屋根から滲みでてきた、黒い影はマスターではなかったのか

。かすかに礼拝堂から聞こえてくる歌は、イヴァン・クロウの声ではないのか。

 
　何故、僕は、拒まれるのだろう。

　何故、僕は、教会に入れないの

 
　泣き出しそうな顔を、教会の入口に向けた時、不意に開いたその扉。

　銀の拳銃を手にした神父の姿に、思わず後ずさる、ところが、ティルを見て、神父は穏やかな

微笑みをたたえて言った。

「どうぞ、中にお入りなさい。怖がらないで。神は誰も拒みません」

「でも、僕……」
「大丈夫。たとえ、あなたが闇の使者であったとしても、祝福はあなたの元に訪れます」

　扉から、出てきた神父の優しい声音に背を押され、ティルは、教会の中に１歩を踏み出した。

礼拝堂の壁に掛けられた、聖ミカエルの画が、眩しすぎるみたいに輝いてみえた。その下に佇む

、イヴァン・クロウの姿に、金の髪の少年は、生まれてからこれまでで、一番、嬉しそうな笑顔

を浮かべた。

 
　きらきらと粉雪のような光が、体をとりまく気がした。

　すると、急に哀しくてたまらなくなってしまった。

　体が薄く透けてゆく。

　瞳から、１粒、涙が流れる。

　そうなんだ。マスターの力は無限に大きく、イヴァン・クロウの背にはいつも、天使の加護が

あり、それなのに、僕は……僕らは、ただのちっぽけな人間にしか過ぎなくて……
　それでも、僕たちは生きてゆきたくて。

 
　ぱさりと礼拝堂に落ちた砂粒。

　それらが、扉の外から吹いてきた寒風に吹かれて飛び散る前に、ティルは最後の意志を振り

絞り、かすかな声を残して逝った。

　どんな時でも、

　一番、生きていたかったのは、いつも、僕たちだったのにね。

 
　イヴァン・クロウは、金の少女の声が小さく消えてゆくのを背中で聞いた。

　天使を携えた聖ミカエルの画が、そんな彼を遠くから見下ろしている。

　彼は歌った。昔、聞いた天使の歌を。

 
　　　それでも、僕は待っている。

　　　だから、愛して



　　　僕を愛して

　

　　　ミカエル

 
 

　　　



雪みーこ

　日曜日。それまでふりつづいていた雨が、とつぜん、雪にかわりました。今年、はじめてつも

った雪に、小学１年生のゆうとは小おどりしながら、あちこちの雪をかきあつめ、いっぴきの雪

ねこを作りました。

「おまえの名前は雪みーこだぞ」

　頭につんとつきでた小さな耳。まるいしっぽ。鼻は少し大きく作りすぎましたが、どことなく

かわいい感じがしたので、ゆうとは作りなおさずに、そのままにしておくことにしました。

　しばらくすると、

「ゆうと、お昼ごはんよ。お家に入りなさい」

　家の中からお母さんの声がしてきました。

「雪みーこ、ぼくがもどってくるまで、おとなしく待ってるんだぞ」

　ゆうとは、大いそぎで家の中にかけこみました。ところが、ほんの少しのあいだに、雪空の灰

色はいっそうふかくなり、さすように冷たい風がびゅうびゅうとふいてきたのです。

「ちぇっ、これじゃあ外であそべないよ」

　ゆうとは、ベッドにごろんと横になりました。

　その時です。みーみーという、高い声が、ゆうとの耳にとどいてきました。

「何だろう？」

　ゆうとは、へやのまどから、庭をのぞいてみました。すると……
　ゆうとが作った雪ねこが、まどの下にちょこんとすわっているではありませんか。

「ゆうとくん、あなたは、あんなに寒いところに、いつまで、わたしをまたせておくつもりなん

ですか！」

　雪みーこは、つんっとふくれて、口をとんがらせました。

「だ、だって、雪みーこは雪ねこだろ？　寒くたって、いいじゃないか。それとも、お家の中で

、こたつにでもはいりたいっていうの？」

「そ、そんなことをしたら、わたしは、とけてしまいますっ！」

　みーみーと、声をいちだんと高くしておこる雪みーこに、ゆうとは、あきれかえってしまいま

した。

「ゆうとくん、外であそびませんか」

「えっ、こんなに寒いのに？」

　ゆうとは、とまどいました。でも、雪ねことあそぶなんて、めったにできることではありま

せん。ぼうしにマフラーに手ぶくろ。ありとあらゆる、寒さよけをみにつけると、ゆうとは、い

そいで、外にとびだしてゆきました。

「ゆうとくん、むこうの木まで、きょうそうしませんか」

　雪道をなでるように歩きながら、雪みーこがいいました。

「き、きょうそう？　だめだめ。ぼくはできないよ」

「どうして？」



「ぼく……、のろいんだ。なにをやっても……」
「アァハハハ！」

　それを聞いて、雪みーこは、手も足もしっぽも、体をぜんぶ、つかってわらいころげました。

（あんなにわらわなくたって、いいのに……）
　ゆうとは、雪みーこなんかつくるんじゃなかったと、ほっぺをふくらませました。

「ゆうとくん、やってみもしないで、あきらめちゃ、だめですよ」

「だって、ぼく、ほんとうに、のろいんだよ」

　雪みーこは、ゆうとのいうことなんて、ちっとも聞いてはくれません。

「いいですか。よーい、どんっ！」

　雪みーこの足のはやいこと！　雪の上をスキーでもすべるように、すいすいとかけぬけてゆく

のです。

「まってよー。雪の上は歩くのだって、たいへんなんだからっ」

　ゆうとが、一歩、すすもうとするごとに、足がズボッと雪の中にめりこんでしまいます。

「がんばれ、ゆうとくん、あきらめたら、また、わらわれますよ」

　ゆうとはひっしに走りました。そして、なんとか木の下にたどついた時には、いきがきれて、

しにそうな気分になりました。

「ゆうとくん、やればできるじゃないですか。すこしくらいおそくたって、へいき、へいき」

　雪みーこのことばに、ゆうとの心は、ぽかぽかとあたたまりました。けれども、それとははん

たいに、体のほうはひえきって、ぶるぶるとふるえてくるのです。それもそのはず、ゆうとのズ

ボンは上のほうまで、ぐっしょりとぬれていたのですから。

　そんな時です。通りのむこうから、やきいも屋さんの笛の音がひびいてきました。

「あ、やきいもだ！」

　ピョーとなる笛の音に、ゆうとのおなかがぐるるとなりました。すると、やきいも屋のおじさ

んが、ゆうとに声をかけてきました。

「ぼうや、さむいだろ。ほれ、食いな。一本、サービスだ」

「えっ、いいの？」

「ああ、雪もこんなに、ふっちゃあな、わざわざ、やきいもを買いにくる、おきゃくもいないよ

。ほいっ、一番、大きいのをいれておいたよ」

　やきいもは、ゆうとの大こうぶつです。やきいもをうけとった、ゆうとは、さっそく、いもの

皮をむきはじめました。寒い雪空に、ほっほと、やきいもの白いゆげがまいあがり、ゆうとのい

ぶくろは、みるみるうちに、ほかほかにあたたまりました。

　まんぞくした、ゆうとが、ふと、となりを見てみると、雪みーこが、目をまんまるくして、せ

めるように、ゆうとと、やきいもを見つめているではありませんか。

「雪みーこも食べたいの？　やきいも？」

　ゆうとは、雪ねこがやきいもを食べるなんて、とても信じられませんでした。ところが、雪み

ーこは、ゆうとに、ちぎってもらった、やきいもを、ほくほくと平らげてしまったのです。

「世界じゅうさがしたって、やきいもを食べる雪ねこなんかいないぞ」



　ゆうとは、ゆかいでゆかいで、たまらなくなってしまいました。

 
 *  *
　たのしかった雪あそびでしたが、その夜、ゆうとは、高いねつを出して、ねこんでしまいま

した。ぬれたままで、あそんでいたのが、わるかったようです。

「ゆうとくん、いっしょに、あそべないんですか」

　雪みーこは、ベッドの中のゆうとを、かなしそうに見つめていましたが、いきなり、小さな

頭を、ゆうとのねつのある、おでこに、くっつけてきました。

「あ……いい気持ち」
　雪みーこは、とてもつめたくて、ねつのある、ゆうとには、ちょうどぐあいがよかったのです

。

「やきいものおれいですよ」

　ゆうとと、雪みーこは、しばらく、おでことおでこをくっつけて、じっとしていました。おた

がいのあたたかさと、つめたさが、体にしみこんでくるようで、とても幸せな気分だったのです

。やがて、ゆうとは、ねむくなり、いつの間にか、ぐっすりとねこんでしまいました。

*  *
　次の日は、きのうの雪がうそのように、きれいに晴れあがりました。けれども、ゆうとは、さ

っぱり元気がありません。

　雪みーこのすがたが、かげもかたちも、なくなってしまったのです。

「きっと、夜のうちに、とけてしまったんだ」

　ゆうとは、きのうのうちに、雪みーこをれいぞうこに、入れてやるんだったと、こうかいしま

した。かなしくて、くやしくて、涙がかってにながれてとまりません。

　雪みーこは、さよならもいわずに、いってしまいました。ゆうとにとって、雪みーことあそん

だことが、今では、ゆめのように、思われてなりませんでした。

 
*  *
 
　それから何日かしての寒い日のことです。

　ゆうとは、町で、あの雪の日の、やきいも屋さんを見かけました。その時のゆうとのおどろい

たことといったら！

「雪みーこじゃないか！」

　雪みーこが、やきいも屋のおじさんのよこで、いそいそと、はたらいていたのです。雪みー

こは、ゆうとのすがたを見つけると、てれて、ひげをこすりました。

「へへ……、じつはわたし、ゆうとくんにもらった、やきいもがすっかり気に入ってしまいま
して、やきいも屋さんに、しゅうしょくすることにしたんです」

　ゆうとは、ぽかんと口をあけたままでしたが、やきいも屋さんのおじさんも、

「雪みーこなら、雪の上でも、すいすいと歩けるし、何よりも、こどものおきゃくさんが、ふえ



てねぇ、わしもしごとが楽しいよ」

と、まんざらでもないようすです。

「ゆうとくん、春になったら、わたしはいったん、ほかの所へたびだちますけど、また、冬が

きて、雪がつもったら、私をつくってくださいね。やきいも屋さんとは、冬の間だけ、お手伝い

するっていう、けいやくなんです」

　

　こんなわけで、まいとし、雪がつもると、雪みーこを作るのが、ゆうとのしごとになりました

。また、ゆうとは、雪みーこのほかにも、雪ねこを作りましたので、やきいも屋さんは、働きも

ので、ゆかいな雪ねこの店員でいっぱいになりました。

　ゆうとは、もう、じぶんのことをだめだなんて、かんがえなくなりました。それどころか、し

ょうらいは、おじさんと雪ねこたちと、ゆうととで、日本で一番大きなやきいも屋さんを、けい

えいしようと、おもっているくらいです。

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                     



時の魔術師〜月下美人の話

　夏祭りの宵山も終わりに近づくと、そこはかとなく空虚感が漂う。とくに、今日みたいに、親

友がつきあい始めた彼氏なんぞを連れてきた日には、なおさらだ。

「あ〜あ、ゆうちゃんは、彼氏とさっさと帰っちゃったしなあ」

 
　午後１０時。

　

　中学２年の美夏（みか）は、今日の後片付けをはじめだした近所の

人たちを尻目に、自宅の２階の窓からぼんやりと外を眺めていた。

　祇園祭りの山鉾が最後にもどってくる寺町に長年住んでいるものだ

から、何時までも人の出入りがおさまらない。このお祭りが終わっ

たら、７月が終わる。そして、夏休みが始まるのだ。

「ああ、つまらない。夏休みが来ても、何ぁんにも、どきどきすることがないんだもん」

　べつにゆうちゃんと争おうなんて気はないけれど、少しは胸がときめく出来事があってもいい

のにな。

　けれども、窓辺の広縁に腰掛けてため息をついたとき、美夏は、通りの向こうを歩いてゆく制

服姿の少年を見つけてしまったのだ。半袖の白いシャツに黒ズボン……お祭りの夜だっていう
のに、あの後ろ姿は……
「笹原！　笹原（ささはら）龍太（りゅうた）！」

　同級生のその少年は、顔はいいのに言動はかなり不審。給食以外は学校が嫌いなくせに、服装

はいつも学校の制服。

　だが、呼びとめられた彼がくるりと後ろを振り返ったとき、美夏はあっと声をあげてしまった

。

 
　白狐（びゃっこ）のお面？！

 
「ちょっ、笹原、何やってんのよ！　そんなもん付けて」

「だって、今日はお祭りだから……ちょっとノリで」
「や・め・な・さ・いっ！　夜道に学生服の白狐って、怖いだけだから！」

「こんこん、ちきちん、こんちきちん♪」

「や・め・ろ」

　美夏のむっとした声にさすがに不味いと思ったのか、龍太は、慌てて白狐の面を外した。

　白い面の下から覗いた端正な顔。さらりとした前髪の下には、狐目よりもずっと涼やかな瞳が

、鮮やかにきらめいている。こいつの眉目秀麗さには、いつも、一瞬、呆れてしまう。後輩など

には、龍太に恋心を抱く者もいたりするが、でも、それは大勘違いだっつぅの。

「それにお祭りの宵山は、もう終わりでしょ」　



「何だ、つまらない。花の宴はこれからが酣（たけなわ）だっていうのに」

「あらあら、柄でもないことを言っちゃって。でも、夜に花の宴だなんて、変じゃないの」

「いいや、そこの月下美人が、ほら、もう、花弁（はなびら）を開くから」

「月下美人？」

　そのとたんに、美夏がいる古い木造りの家の２階の広縁（ベランダ）から、ふわりと、うっと

りするような香りが流れてきたのだ。百合よりももっと優しい芳香が鼻先に漂ってくる。

　龍太が指差した広縁で咲く、透き通るような白い花。

 
“月下美人”
 
　闇夜の中でも、その名のごとく月の光を身に纏い、姿が浮かび上がって見えるほど　－大きく

美しい－　蓮のような花弁（はなびら）。

　そういえば、お昼に膨らんだ蕾を見て、お母さんがそろそろ“咲くよ”って、言ってたっけ。
　名前も変わっているが、この花は相当の変わり種のようで、月下美人に関しては色々な言い伝

えや都市伝説が飛び交っている。

 
　すべての花が同じ日に咲く。

　花が咲くのは一年に一度一夜限り。

　新月の夜にしか咲かない。

 
　その花言葉は儚（はかな）い恋。

　

　そして、この目に染み入るような素晴らしい香りで、花粉を運ぶ夜行性の虫たちを呼び寄せて

いるのだという。

 
“儚い恋”かぁ。なんか心魅かれるけど。でも、ラブラブ中のゆうちゃんには毒な花か。
 
　そのとき、窓の下にやってきた龍太の前髪を、吹いてきた夜風がさらりと撫で上げた。涼しげ

な瞳が、美夏の独り言を笑うように下から見据える。

「はかないこい」

「えっ、今、何か言った？」

　私の空耳だろうか。何だか今、自分の心を見抜かれたような……。
　焦った美夏は、慌てて、龍太から視線をはずし、月下美人の方へ目を向けた。　

　月下美人はまだ、咲いている。数時間もすれば儚くしぼんでしまう花。

「お、お母さんたちにも、早く、花が咲いたのを知らせてあげなきゃ」

　だが、立ち上がろうとしたとき、突然、月下美人の強い香りが鼻腔に流れてきて、美夏は突然

、猛烈な眠気に襲われてしまったのだ。



 
＊　＊　＊

 
　ざわざわと人々のざんざめく声が聞こえる。強く香ってくる花の香りがやけに鼻をついてくる

。

　

　こんこん、ちきちん、こんちきちん♪

 
「待っていて！　夜明けには必ずここに帰ってくるから」

　うるさいなあ……眠いのに耳元で大きな声を出さないで……
「あ……ん？　夜明けって……今、何時？」
「亥の刻」

　

　亥の刻？　はぁ、どういうこと。

 
　肩をつかまれた強い力に、眠気を飛ばされ、美夏はぎょっと手前に立った青年に視線を向けた

。

「……え」
　

　藍染の半着と袴。油で堅めた後ろ髪に髷（まげ）。そして、腰には、か、刀ぁ！

　おまけに彼の腕には、返り血までがついている。

　

　お、お祭りのコスプレ？　それにしては、凝りすぎてるよ。

 
　その時突然、大通りの向こうから、強い呼子の笛の音が響き、辺りの空気がにわかに総毛立っ

たのだ。

「四国屋は偽装だった！　急げ、会合場所は池田屋だ！」

　そんな叫び声とともに、大通りをだんだら模様の羽織の武士たちが、駆けてゆく。

　背中には“誠”の文字。
　その瞬間、つい最近に見た、幕末アニメの画像が、美夏の脳裏に浮かび上がった。

 
　ちょっ、ちょっと、あれって、新撰組じゃん？　あれもコスプレ？

　……で、池田屋って！
「まさか、これって、あの有名な池田事件が起こってんの？」

　池田屋事件は、幕末に、京都 三条大橋近くの旅館・池田屋に潜伏していた長州藩・土佐藩など
の尊王攘夷派志士を、新選組が襲撃した事件だ。

　折しも、今夜はその日と同じ祇園祭の宵山の日で、ここから、三条大橋は目と鼻の先。



 
　こんこんちきちん、こんちきちん♪

 
　笹原龍太のふざけたような鼻歌が、美夏の脳裏を通り過ぎてゆく。

「今、捕まれば、捕縛か斬首だ。でも、待ってて、僕は必ず、夜明けまでには君を迎えに戻って

くる。あの月下美人の花が凋（しぼ）んでしまわないうちに！」

　髷（まげ）を結った青年の台詞が、かっこよすぎる。

　次の瞬間、その青年に、がばっと抱きすくめられて、美夏は超あせってしまった。

「ま、ま、待って。あなたって、幕末の志士か何かっ。なら、戻ってきたりしちゃダメ。アニ

メじゃ、こういうのを死亡フラグっていうんだからっ」

 
　……で、この場合、私って、その恋人役？
 
　美夏を残して、走りだした幕末の青年志士。堪らないほど切ない、彼が、振り返った時に見せ

た心残りが超絶に表れた表情。

 
　ああ、胸がきゅんきゅんして、たまらない。そうだ、こんな時には、私も何か言ってあげ

なきゃ。

 
　けれども、美夏には、気の効いた台詞なんて浮かびやしない。

「待って、待ってっ！　……行かないでっ」
　なりふり構わず、駆けて、彼の背中にしがみついた。その時、鼻づらに何かが当たった。その

堅い感触に、美夏はきょとんと目を瞬かせる。

 
　白狐のお面？

 
「こんな夜中に、後ろから襲うなんて、お前って、大胆な奴」

　聞き覚えのある、とぼけた声に、前を見上げ、美夏はええっと声をあげてしまった。

　何故なら、美夏が必死に追いかけた背中には、狐の顔をした白いお面があって……
 
　まさか、私が、全身全霊で追いかけた相手って……
 
「笹原っ、何で“あんた”に、“私が”しがみついてんのよっ！」
「……そんなの、こっちが聞きたい話だよ」
　大慌てで手を離した美夏。笹原龍太は、背にしょった白狐の面ごしに、その姿をくすりと笑

った。切れ長の瞳が、涼しげに夜の景色の中で煌めいていた。

「あの月下美人が咲いて散る、ちょっとした時間の悪戯だったんだ」



「……？」
「はかないこい」

　訳のわからぬ顔をした少女に、また、人の悪い笑みを浮かべる。それから、隆太は軽く手を振

って、そのまま、三条大橋の方向へ歩いて行った。

　彼の背中で白狐の面が物言いたげに揺れていた。

　

　月下美人が咲いた祇園祭の一夜の話。

　ただ、それだけ……と。
 
*   *
 
「美夏、いつまで寝てるの。学校に遅れるわよ」

　そんなお母さんの声に、私ははっと目を覚ました。朝？　そういえば、昨日は遅くまで起きて

、花を見ていたんだった。

「月下美人、もう、閉じちゃったわよ。昨日、あれだけ眺めてたんだから、もう、満足でしょう

けど」

　窓辺に目を向けると、そこには固く花弁を閉じて凋んだ白い蕾が、寂しげに首をうなだれて

いた。

 
　ああ、花が終わっちゃた……。
 
　“月下美人の花が凋む前に、必ず、また、ここに戻ってくるから！”
 
　そんな幕末志士の青年の台詞が、脳裏に浮かび、守られなかった約束に、切ないような気分に

なる。

 
　嘘つき。戻ってきてくれなかったじゃん……。
　でも……私、やっぱり、夢を見ていたんだろうなぁ。
 
「月下美人の花言葉は、儚い恋かぁ」

　けれども、美夏が、ため息をつきながら、階段の方へ歩いていった時、ふっと強い月下美人の

香りが、鼻先に流れてきたのだ。

 
　えっ、また花が……
 
　振り返った美夏は、窓辺で大きく花を咲かした月下美人の白い花に、大きく目を見開いた。

　月下美人は１年に１度しか、しかも夜にしか、花を咲かせないって聞いてたのに……



 
　クス、クス、クスっ……
 
　どこからか響いてきた微かな笑い声。

　聞き覚えのあるその声に、美夏は不思議な気分でぐるりと辺りを見渡した。

　窓から吹き込んできた朝の風が、そんな少女の頬を優しくなぜていった。そして、

　窓辺の月下美人の花は、ぱらりと儚い花を散らせた。

 
　また、いつか。

　そんな言葉を残して。
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