


忘れてしまったほうがいいね。

　　忘れてしまったほうがいいね。

 
 
　本当につらいことがあったり、なんだか気分がブルーだなと思うと、意識の内側から、普段は

現れないような言葉がふいに汲み上げられたりする。 
　静かな深い井戸の底から気泡がぽつんと、現れてくるみたいに。 

　でも、そういう言葉がいったい何処から来て、何処に来ていくのか、誰も本当のところは分か

らない。 

　僕はかろうじて、それが、僕の言葉ではなかった、というのを憶えているだけだ。 

　僕がこれまで聞いた中で、一番の慰めの言葉は、どんな瞬間、どんなタイミングのものだった

のかも分からないけれど、たった一言、 

「忘れてしまったほうがいいね…」 

　という、そんな奇妙な透明度を保った言葉だった。 

　忘れてしまったほうがいいね… 

　落ち込んだり、心が弱ると、お風呂の中とか、散歩の途中とかでふいに思い出して、口ずさん

でしまう。 
　猫様の名前の次によく使う魔法の言葉だ。 

「本当に、凄くよいことがあったんだよ、こんなに素晴らしいことが…」 

「でも、それは…忘れてしまったほうがいいね…」 

　……。 



「そう、こんな辛いことがあったんだよ。どうしてこういうことがいつも起こってしまう

のか…」 

「でも、それは…本当に、…忘れてしまったほうがいいね…」 

　どんなときにもこの言葉は、僕の人生ではいい塩梅で活躍してくれていた。 
　楽しいことだけを覚えていては生きていけないし、悲しいことだけに耐えていては生きていけ

ない。 
　何もかも分かっていて、忘れることもきっと難しいのだろう、と分かっていて、あえて、忘れ

てしまったほうがいいね…と、そっと声をかける。 

　これは、たぶん、誰かからもらった言葉なのだけれど、そのことを上手に思い出せない。でも

、少なくとも、そういう人間関係を、僕はいつか何処かでは持っていて、そのことで、あるとき

何かを乗り越えたのだと思う。 
　それが一体何で、どんな脈絡で起こったのか、まるで記憶からは消えてしまっているのだけ

れど。 

　心に本当に深い傷を負った人間がいつか立ち直ることができるのか？ 

　という問いに、いつか、自分が書き上げる物語で答えてみたい、という欲望が今よりずっと若

い頃の僕にはあったのだけれど、その問いには答えるまでもない。 
　あるのはただ、慰めだけで、 

「忘れてしまったほうがいいね…」 

　という言葉だけだ。 
　塩水を与えられて、それから水を求めさせるような世の中で、とにかくどんなに回復を求めて

もいたずらに傷を増やすだけだった気もする。 

　儚くて、悲しくて、強烈な印象に、心が慣れてしまっている時には幸福を探すのは本当に難



しい。 
　幸福とはどういうことかを、もう一度、学び取れるといいのだけれど、それを失ってしまって

から、取り戻せないまま生き続けている人が、僕を含めて本当にたくさんいるような気がする。 

　学び取ろうとするのだけれど、どうしたらいいのか分からないまま、また立ち止まって同じ軌

道をそれなりに一生懸命に生きている。 

　それは、あるいは間違いなのかもしれないし、どんな慰めも届かないような生き方なのかも知

れない。 

　ただ、自分なりに生きるということは、いつも過ちとワンセットだ。 

　誰にも理解されないものを抱えているからこそ、自分なりの生き方を生きていると言えるのか

も知れない。 

　誰かに求められたり、何かの規範に寄り添って生きることじゃなくて、本当に、自分の心のま

まに、求めるままに、自分らしく生きようとした時、人は必ず、あやまちを犯す。 

　でも、そのあやまちこそが、生きた証だし、あやまたない人生など、人生ではない、といまは

実感として思う。 
　

　僕は先日、そのことを、画を描きながら発見した。 

　だからこそ、こう、思う。 

　もう、忘れてしまったほうがいいね…。 

　そういうことが、冬は胸の中に幾つも蘇ってきてしまう。

 
 
 



ダメな男は、いつでも、ハードボイルド

 
　ダメな男は、いつでも、ハードボイルド

 
 
先日、久々にイセシンタロウに会って、チャリンコで走っていると妙に懐かしくなって、若松の

岩屋の海水浴場まで一緒にチャリで走ろうか？という運びに相成った。 

　よくない風向きだ。 

　海に行きたいと言い出したのは僕の方で、僕はなるべく人の少ない遠見ヶ鼻の崖っぷちの海な

んてのを考えていたのだけれど、 

「どうせ行くなら、水着のお姉ちゃんが見たい！」 

　という、欲望丸出しのイセシンタロウの発言に誘われて、僕もついつい頷いてしまったわ

けだ。 

これも、次によくない風向きだった。

　当日、天気も晴れて、午後に待ち合わせをし、僕らの母校の近くのブックオフで待ち合わせを

して、へうげものを立ち読みしていた僕の真横にイセシンタロウはメールの着信音を響かせなが

ら現れた。心なしか、今日は格好が決まっている。きっと、気のせいだろう。気のせいであるは

ずだ。 

　僕らは、逆風に向かって走りだし、永い永い坂を二つ超えて、田舎道をせっせと走り、ついに

海にたどり着いた。 
　普段、長時間乗り慣れていないせいで、僕は、お尻と腰がダブルで痛かったのだけれど、イセ

シンタロウは先年購入したばかりのほぼ新品のジャイアント製のクロスバイクに乗っていて、可

能な限り性能の悪い僕のマウンテンバイクもどきとは比較にならないスムースな運転で海まで、

ニコニコでやってきた。 



　かくして、僕らは海にたどり着いた。 

　正直に告白すると、僕は、イセシンタロウの目論見は失敗すると思っていた。 
　イセシンタロウの目論見がこれまで、異性を関係させることで成功したことはほぼ一度もな

いし、海にいるのはおそらくイカツイ野郎かサーファーばかりで、目の保養になるような麗しい

女性など良識があるのなら、たった一人さえ北九州の海にはいないものとたかを括っていた。 

　けれども、最近の僕は、なんだか妙におかしくて、イセシンタロウほどではないしにても、僕

の目算や考えも、ここ二週間くらいは不気味なくらいこの世界とすれ違ってしまっていたのだ。 
　かくして、今回は、僕の目論見は、完璧に空振りし、イセシンタロウが乞い望んだ水着の麗し

いお姉ちゃんが、おそろしいほど危険な白い肌を露出し、そこらここらに砂浜よりも眩しく林立

していた。

　これはいったいどういうことなのだろう？ 

　世界は、人々の頭はどうにかなってしまったのだろうか？ 

　それとも俺の目がどうにかなってしまったのだろうか？ 

　僕らは、砂浜の近くのベンチに座して、僕は海を眺めて、イセシンタロウは無遠慮にお姉ちゃ

んを眺めた。たぶん、そんな感じだ。 

　僕らは言葉もなくそこで、楽しそうにはしゃぐ若者を尻目に、ただただ、目前の景色を疑いな

がらも、なんとか受容し、ジリジリと半袖の上から肌を焼いた。

そこで、十数分がたったとき、僕は、もはや限界だ、と、 
「おい、イセ、悪いけど、もう行こうか？」 
と、立ち上がると、イセシンタロウも言葉少なに、僕について来て、砂浜から出るゆるい坂道

を登った。 

　僕らは、楽しそうにはしゃぐ綺麗なお姉ちゃんたちや筋肉自慢の上裸の若者を観て、もう、な

んとも言葉に出来ない切なさを感じたのだ。 

　こういうとき、日本には、こういう感情を言い表す便利な用語が流通していて、それはすな



わち、 

　リア充爆発しろ！！ 

　という、まさしくあの感覚なのだな、と使ったことさえない言葉を僕は、黙って思い浮かべた

。

　リア充爆発しろ！

　僕らが感じていたのは、僕らがそこにうまく溶けこむことの出来ない引け目とそういう青春を

味わったことのないきつい侘しさだった。 
　別にそれがないから、僕らが不幸だってことじゃなくて、そういう、世界の何処かから閉めだ

されたような気持ちを、自分の中でうまくろ過できなくて、自分の存在がふいに分からなくなっ

てしまったということなのだと思う。 

　男には、勝利と敗北が確かにある。 

　勝者はそれを人生の中で感じ取り気分の中でいつしか誇るようになるし、敗者は人生の中でい

つしかそれに飲まれて自身の敗北を決して口にしないことでなんとか生きるためのプライドを保

っていく。

　僕もイセシンタロウも、青春時代から、そういう華やかな世界とか普通の生き方とは無縁で泥

臭く生きてきたから、眩しいものを観るのがそれなりにつらいなあと想う時が、時々ある。ひが

みといわれればそれまでなんだけれど、でも、自分が実感として人生に対して感じていることを

誤魔化す気もない。 

　僕らは、なんだか白けた想いで海を後にして、泣き言を言うために情けない男二人、僕が先日

、個展をやっていた喫茶店まで、猛スピードでチャリを疾走させた。 

　宮川さんならこの話を聞いてくれるはずだ！ 

　北九州の知る人ぞ知る賢人、宮川マスターなら！

　僕らは、カフェの駐車場の脇に、チャリをとめて、珈琲を二杯注文し、カウンターで、 
「宮川さん、やっぱり世界は残酷です···オイオイオイオイ···この世界は、ほとんど総てが、『

ただしイケメンに限る！』なんですよ！！！！！！！！」 



と、世にも情けないお話を二人して涙々と炸裂させていたら、北九州の賢人宮川さんは、静かに

椅子の向きを変えて、やや爆笑しながら、 

「いい顔…というのがあるんよなあ……」 

という話を、ゆっくりと始めた。 

「いいか、朝森くん、男にはね、いい顔というのがあるんよ。若いころは、イケメンでも年を取

るにつれて駄目になる奴は多いし、イケメンなんぞ、女もバカじゃないからはっきりいって３日

であきるんよ。そうじゃなくて、男のいい顔というのは、顔かたちじゃなくて、何をやっている

かよ。まあ、それが、女性から観て良いかどうかは私は保証せんけど、なんかを一生懸命してき

た男の顔というのは、いい顔なんよ。そういう男にならんといけんのではないかな？」 

と、なんだか分かるような分からないような話をされて、でも、とりあえず、賢人宮川さんの仰

られることなので、素直なダメンズボーイズ・イセand朝森はなんとなく頷いてみせた。 

「そういう、いい顔の男じゃないと、女の子もついてきてくれんよ？もっとも、それを見る目が

あるほどの女の子が、今の現代にどれくらいおるのかは私にはわからんけれど…」 

　僕らは、その場で、水戸黄門の印籠を拝見したかのように汗顔平伏しそうになったけれど、す

んでのところでこらえて、お互いの間抜けな顔を見合わせた。 
　穏やかではあるが、どうにも見栄えのいい顔ではない。 
　だが、イセシンタロウの顔は今日、真夏の直射日光の中を必死に走りぬいた黒々とした眩し

さで、光っていた。それは確かに悪くない顔だった。いろんなことを耐えて我慢してきて、穏や

かさを心に保ってきた人間の顔だった。 

　僕の顔はイセシンタロウにはどんなふうに映っていたのだろう？ 

　たぶん、そんなことイセシンタロウはほぼ何も考えたりしないだろうけれど、そこはかとなく

訊いてみたい気もした。

　若いころは、僕も友人にいろんな慰めを受けた。 

「朝森くんの良さを分かる人が、まだ周りが若すぎて、ガキすぎて出てこないだけよ。」 

とか、 

「朝森くん自体が特殊な人やから、朝森くんを分かる人の絶対数がこの世界に少ないんよ。」 



　とか、まあ似たり寄ったりの話。 
　だが、今年で、数えで３０年を生きてみて、これまでを振り返ってみて、僕を真剣にコイ

ツは！！と想ってくれる人が、現実には一人としていま此処にいないことを想うと、そうした言

葉の全てがただの慰めで、友情の産物でしかなかったことを、もうほとんど痛切に、残酷に想っ

てしまう。 

　要は全部、嘘だったのだ…。 

　本当にとても悲しいことに。

　きっと、世界の価値観はそれだけではないのだろうけれど、少なくとも、僕の生きている世界

の北九州の価値観、同世代の価値観は、僕には適合していなくて、はっきり申し上げれば、「た

だしイケメンに限る！」 
　世界の残酷な原理の現実的な表出をやっぱりそこに観てしまうのだ。 
　ほぼ同世代のあのジャニーズの嵐のメンバーなら誰とでも付き合えるかも知れないし、北九州

で言えばちょっと強面のやばそうな関係のお仕事をしているお兄さんなら、誰とでも付き合える

かも知れないが、水墨画家の男と付き合いたがる女の子なんて、僕はこの世界で一度も耳にした

ことがない。 
　僕は二十代では、たぶん唯一のプロの水墨画家の男だし、ポピュレーション１の世界を生きて

いるのだ。 
　そしてイケメンではなくて、僕はどうしようもなく普通な、その普通さからほとんど逃れられ

ない泥臭い人間なのだと想う。 

　３０才前後の若者の生涯未婚率が４０％を突破した社会では、恋愛のチャンスがないというの

は本当に切実で、これまで考えられてきたことよりも、もっとずっと残酷なことだと想うのだ。

　だからこそ、こんな馬鹿みたいな言葉、「ただしイケメンに限る！」なんてのが流行るわけで

、それはいわゆる恋愛格差をそのまま揶揄った現代の恥部をそのまま言い表したようなものなの

だと想う。 

　僕とイセシンタロウがあの海で感じていたことは、こういう言い方をすれば情けないだけじゃ

なくて（もちろん僕らは情けないのだけれど…）、そういう現代社会の如何ともし難い事情の末
端に立っていたというような見方もできると想う。 

　ただ、やはり、賢人宮川さんはそこでも、優しく微笑んだまま僕らに諭してくれる。 
「君はね、朝森くん、自分がやっていることが、立派じゃないとか、お金にはならないって言う

けれど、男の価値っていうのはそういうことじゃなくて、ひたむきさだと想うんよ。私だって、



こんなに儲からない喫茶店とかいう地の果てで商うみたいな商売をして、邪馬台国の研究なんて

たぶん何の役にもたたないことをして、古代の万葉仮名の読みとか発音を網羅したりとか、ほぼ

誰にも認められないことをやっているけれど…」 

「ええ！！あんな膨大な仮名の音を全部拾ったんですか！！！」 

「ああ、まあね…。まあそれはいいんよ。でもそういうことじゃなくて、いい顔になるためには
積み重ねないとね。それが大事なことなんよ。君はね、生涯かけてやる仕事があるんやからそれ

を捨てずにやり続けないかんよ」 

と賢人宮川さんは、まるで子供をあやすように言われて僕らとしては、差し出された珈琲をズズ

ズとやるしかなくなってしまった。 
　BGMには、ちょうど、ビートルズのヘイ・ジュードが流れていた。

　果てして僕らに未来はあるのか？ 

　僕らは今、どんな顔をしているのか？ 

　僕らはこの埋めがたい恋愛格差を飛び越えて、誰かを愛することを取り戻せるのか？ 

　僕らは結局、賢人宮川さんのカフェを後にして、夕方の堀川沿いを進んだ。 
　川沿いをゆっくり進んで、永い登り坂の橋をゆっくりと下って行くときに、ドブのようなほり

川に映る夕日はあまりにも美しかった。 
　濁っているからこそ、美しく見える世界があって、それが北九州の美しさだ。 

　橋を降りて、し尿処理施設前の美しい並木道を並んで走っていると、僕らはもう走ること以外

何も考えられなくなった。 

　僕が数えの３０を迎えて分かったことは、幸福であろうがなかろうが、重要なのは生きるこ

とで、どんな不平があろうがうまくいかないことがあろうが、とにかくなんとかやっていくしか

ない、ということだ。 

　海に行って僕らが得たものは、この心地良い疲れで、それ以上でもそれ以下でもなかった。 

　でもあの並木道で感じた一瞬は、僕らが走り続けたからこそ感じたことだったのだと思う。 



　そして、一方で僕はこう思う。 

「決然たる意志さえあれば、無価値のことを価値あらしめることさえ可能だ」 
　と。 

　僕がやろうとしていることも、シルクハットから鳩を取り出すようなほぼ奇跡に近い普通に考

えれば、とんでもなく難しいことだ。 
　そして、いい顔の男になっていくことも、今の僕には遠く、それが叶った頃には僕は何も手に

入れていない老人になるのかもしれない。 
　でも、男であるということは、結局は、そういうことなのだ、とチャリで走りながら僕はま

た思った。 

　ひどく無価値で、世界の何処にも必要とされていなくて、それどころか、どんな人からも邪魔

者扱いされるかも知れない。 
　けれども、そこでなんとか虚勢を張って、力強く噛み付いて、僅かなプライドを自分の信念で

保ち続けることが、ほとんど無価値のものを光らせる唯一の手段なのかも知れない。 

　たぶんそれが「いい顔になる」ということなのだろうと、チャリンコのペダルの回転数を上げ

ながら思った。 

　そういう誰からも理解されない生き方のほうが、出来合いの踊らされた価値観に浮ついて自分

の頭では何も考えず世界に溺れきっている奴よりもはるかにマシだ！と、僕はたぶん昔も、どん

詰まりの中、思っていたのだろう・・・。

　困った若者は、困った男にしかならなかったという…ただそれだけのことなのかも知れない。 

　恋や愛の問題を解決するのは僕らの役目じゃない。 
　それは女性に任せるしかない…と僕は、とりあえずまたそれを、世界そのものに丸投げするこ
とに決めた。 

　出来るもんなら幸せにしてみせろ！というようなやけっぱちの覚悟だ。 

　イセシンタロウが何を思っていたのか、僕には分からないけれど、走るのが楽しいというこ

とを、なんだか口ごもるようにずっとつぶやいていた。 

　向かい風だった逆風が、帰りには追い風になって、少しだけ背中を押してくれているような気

がした。 



　愛には届かない。 
　幸せにはなれない。 
　ダメな男は、いつでも、ハードボイルド···。

 
 



頭から記憶を取り出して、瓶の中に捨て去ることが出来たらどんなに幸せだろう

 
 
 頭から記憶を取り出して、瓶の中に捨て去ることが出来たらどんなに幸せだろう
 
 
 
 
『善人なおもて往生を遂ぐ　いわんや悪人をや』（歎異抄　親鸞） 

　ふと心が弱った時、ふいに思い返して、少しだけ自分を温めてくれたり慰めてくれたりする言

葉が、誰にだってあると思うのだけれど、僕にはこれがずっと本当にそういう言葉だった。 

　善人なおもて往生を遂ぐ　いわんや悪人をや 
（善人が当然のようにお釈迦様に救済されるのだ　ましてどうして悪人が救われないことがある

だろうか？いや悪もまた救われる。それがお釈迦様の尊いとされるところなのだ） 

　というような言葉なのだけれど、これはだからといって進んで悪を犯せ、といっている言葉で

はなくて（そういうのを『本願ぼこり』という…）、人はどんな人も生きるために一生懸命でそ
してただ運命に翻弄されている生き物なのだから深い思い遣りを持ちなさいね…といったような
意味も多分にある言葉で、このことを専門的には、『兎の毛羊の毛論』と言ったりするのだけ

れど、そういう難しい解釈よりも、なんというかこの古語の『善人なおもて…』という響きに僕
はふっと救われて生きてきたような気がする。 

　僕がこの言葉を古本屋の本棚の隅から探しだしたのは、ずっと家に帰りたくなかった１５歳の

時で、僕は深く傷ついていたし、人を信じることにとんでもない戸惑いをいつも抱えていた。 
　もっと有り体にいえば、僕は人を疑い続けて生きていた。 



　そうやって疑って、疑って、生きていると人生というのはとっても苦しいもので、十代特有の

閉鎖的な思考にはとっても危ないものだったような気がする。 
　自分の存在はたぶん悪で、自分が知っている他の人も悪…それで完全に正しい人なんて誰もい
なくて、本当に信じられるものも、もうほとんどない…というのが、僕が抱えていた（またその
あとずっと抱え続けてきた）僕の世界や世間のイメージだった。 

　それは、現実の自分たちの暮らしや心のあり方をずっと見つめながら、自分がなんとなく感じ

ていたことを元に、追い詰められて、行き場をなくした少年の幻想のようなものだったのだと

思う。 

　僕の子供時代の終わりというのは、たぶんその頃くらいだったと思うのだけれど、それから、

いろんな芳しくないヘマを、あちらこちらでやらかす度に、僕はたんこぶだったり、切り傷だっ

たり、時には致命傷にもなりかねない深い傷を心に作り上げていった。 

　そうやって、心の傷が広がれば、広がるほど、深まれば、深まるほど、この言葉は何処か胸の

奥にそっと染み渡ってきて、心の何処かをそっと掬ってくれる不思議な一文になっていった。 

『善人なおもて往生を遂ぐ　いわんや悪人をや』 

　当たり前だけれど、こういう言葉を甘受する少年の心というのは、決して幸せなものではな

いし、当時のことを考えても僕は全く幸せではなかったけれど、不思議なことに、僕は傷つけば

傷つくほどに、人の心の動きや想いに敏感になって、そういうものを探求するのに躍起になっ

て行ったような気がする。 
臆病で小心で脆い人間だからこそそういうものを感じていられたのだと思う。 



　人の心、感情、拭い去れない負の感情…そういうものをまるで空気のように胸いっぱいに吸い
込んで生きていた十代というのは、きっと何かが欠けているし、完璧には程遠い人生なのだろう

と思ったりもする。いや正直に言うと結構しばしば思っている。 

　十代というのは本当はもっと輝かしくて、無鉄砲で、無責任で、そして野放図な時代なのだろ

うと思う。 

　僕はたぶん、十代の頃にいろいろ色んな好ましくないものを見すぎてしまったんだろうね…。 

　たとえば、少年時代に…もしくは、ひどく若い頃に、深く、とても深く傷ついた人の心が、長
い時間をかけていつか本当に癒されたり、回復することがあるのか？というようなことに、僕は

ひどく興味がある。 

　取り返しのつくものなどあるのか？とか、 

　過去の一部が本当に今その瞬間に帰ってくることなどあるのか？とか、 

　もっと仮の話をすれば、復讐そのものとかそういう過去の借りを返すことに本当に意味がある

のか？とか……。 

　今、現在の僕の考えは、たぶん、そういうことは、ほとんど不可能で、過去に失ったものを取

り戻すことは出来ないし、人は心の底から回復していくことなどきっとできないだろうし、た

ぶん、本当の完璧な復讐なんて僕自身は出来たとしても気持ちは晴れないし、たぶん完璧な復讐

なんて出来ないと思うけれど、そういう色んな過去や傷を抱えた人達が、なんとかそれをかば

い合って、なんとかそれを悟られずに一生懸命に生きているのが、この世界で、人の人生みたい

なものなんだろうなあと思うくらいには、僕自身も（やっと？）成長できたし、納得できてきた

ような気がする。 

　救いだとか、人の幸せというのは、本当に難しい問題だと思う。 



　いま僕が空想する本当の救いは、ただ単に自分が生きてきたその瞬間のすべてをもう一瞬たり

とも『思い出さない』ことで、そういう過去と可能な限り手を切って生きていくことでしかない

のだけれど、そういうものが本当に正しい…もしくは適当な生き方なのか、本当はよく分から
ない。 

　ハリーポッターでダンブルドア先生がやっていたみたいに頭から記憶を取り出して、瓶の中に

捨て去ることが出来たらどんなに幸せだろうとよく考えるけれど、僕が僕であるということは、

そうした深い心の傷とワンセットで、それは別に僕じゃなくて皆がそういう場所に立っていて、

忘れられないままに毎日をなんとか頑張って生きているのだと思うと何だかとても切ない気持ち

になってしまう。 

　そういう、なんというか、ああもう駄目だ！とか、もうこれ以上考えても、もう答えが出ない

！と思うときに、この日記の表題の親鸞さんの言葉すごく深いところでほんのちょっとだけ心を

癒してくれているような気がする。 

　決して、完璧な人生などないんだよ、とか。 

　傷ついても、どんな失敗をしても、きっと大丈夫だよ、ということが、押し付けがましい言

葉じゃなくてすっと溶け込んでくるイメージだった。 
　優しさとか強さとかいうものが、僕には本当の意味で正しいか正しくないかということはよく

分からないけれど、親鸞さんがずっと心に溜め込んでいた優しさがにじみ出ているようで、この

言葉は本当に魅力的だなあと思ってしまう。 

　そういうぎりぎりの問をいつも胸に抱えていたということや、それだけ、ずっと真剣に悩んで

いたということを、もう三十も手前のおっさんが語るべきではないのかも知れないけれど・・・

時間が経っているからこそ、以前よりもずっと客観的に思えることもあるわけで、そういうチャ

ンスを逃してしまうと、自分の経験が本当に無意味なものになってしまったような気がして、こ

ういうときにはやはり書いて、書き残してしまう。 

　まだまだ、本当は、語ったり、物語ったりする必要が、あとちょっとだけど僕自身にもあるん

だろうなあと思ったりする。



食・快・感

 
　　　　　　食・快・感

 
 
　集中して。 

　それもありえないくらい集中して、好きなものをほんのわずかでも食べると、心の内側から、

良いアイデアがポツンと浮かぶときがある。 

　浜に遊びに行って、小石を持ち上げた裏側に、小さなあぶくがかくれたいたみたいに、はっと

するような、小さな瞬間が、丸い可愛い泡沫と一緒に界面に上がってくる。 

　快感は、創造の源泉で、そういう快感と一緒に現実を知覚出来る時、人は、たぶん凄く幸せを

感じるのだと思う。 

　集中すれば、バナナ一個でも、おまんじゅう一個でも、与えてくれる快感は大きい。 

　音楽もそう。素敵な絵画もそう。 

　アルバム一枚を漫然と聴いていてもその良さは掴めないかも知れない。 

　美術館に行って、すべての絵をくまなく見ようと思ってもそれはたぶんほとんど無理だと

思う。 

　人の知覚の不完全さ、感覚の盲点を、ちゃんと意識して、とりあえず一つから快感を思い切り

味わう。 



　広さではなくて、深さで見えてくる世界もある、ということ。 

　快感や、感動は、心という水槽の濁った水をいれかえるときのようなもの。 

　いつもは必要ないかもしれないけれど、でも、それなりに適度には必要なこと。 

　集中して、珈琲一杯を味わう。 

　集中して、好きなものを食べる。 

　その快感が与えてくれる『イメージを創りだすエネルギー』が、次の現実に必ず作用して

いる。 

　ものづくりをする人には、食べ物って凄い大事だなあと改めて思った。 

　というか、誰にでも凄く大切＾＾ 

　今年の目標は美味しい物を『味わう』ことかも知れない。

 
 
 
 
 



めぐりあい

　　　めぐりあい

 
 
 
 
あなたにめぐりあえて

ほんとうに

よかった 
ひとりでもいい 
そういってくれるひとがあれば 

　　　　　　　　　　　　相田みつを 

　この詩を見て、書を見て、人生の本当の喜びや嬉しさというのは何処にあるのだろう、とふい

に思った。 

　相田みつをさんの書や詩を、本当に落ち込んだときは（ということは、しばしばということな

んだけれど）、よく見るのだけれど、その度に、彼の生業と自分の職業が似ているせいかどうし

ようもなく、そうだよなあ…とうなづいてしまう。 

　最近、ふいに思うのは、この前、ふと呟いてしまったけれど、人生というのは、何のために誰

のために、まさか、自分に返ってくるとは全く思えないような無私の行いを一つか二つするため

にだけにあるんじゃないだろうか、と思った。 

　それを誰かのために、見ず知らずの人のために、命をかけて行なって、まるまる十ヶ年を棒

に振って、その結果すべてをなくしても、でも、案外そういう事の方が、人生の本質に近いので

はないか？と思ったりする。 

　見ず知らずの人のために、まさか、命まで賭けてしまうような愚行を犯す。 

　そういう事の方が、なんというか、自分らしい生き方のような気さえしてしまう。 

　あと、５０年くらい生きてみて、 



「ああやっぱり、なんでもない人生だった」 

「報われない人生だった」 

　と、想っても、その方が人生の本質であるのだから、不平など言うに及ばず、とたぶん僕は納

得してしまうだろう。 
　僕は本当に、そういう不毛な部分をたくさん持った人間だと思う。 
　失うものが何もないというのは、まさしくそういうことだ。 

　仕事は本来、「無償の奉仕」なのかも知れない、と、僕は最近、手紙を書いている時に、ふい

に思ったりする。 

　無償だからこそ、やりがいがあり、喜ぶ人達の顔が見えて、筆を持つ手に力が入る。 
　もちろん、お金をいただくときは、命を賭けるが、ただ、自分は一生出会うことも無いかもし

れない誰かに手紙を書き、もしくは、知っている人でも、自分と関わった人に親愛の情を込めて

手紙を書くのは、それ自体が喜ばしいことだ。 
　僕も誰かのために、祈っているということなのだろう。 

　相田みつをさんは、「出逢い」ということに、こだわってたくさんの言葉を残されているよ

うだ。 

　一生懸命に生きて、筆一つで必死で生きて、その出逢いに祈りをたくして作品を生み出し続

ける。 

　どうしたらそんな強い生き方が出来るのか時々それを問いたくなる。教えて欲しくなる。 

あなたにめぐりあえて 
ほんとうに 
よかった 
ひとりでもいい 
そういってくれるひとがあれば 



　この言葉を前にして、本当に祈るように書きつけていたのだと、線を見て、筆意を見て、ただ

の字面を追うよりも本当に強く感じる。 

　岡本太郎さんも同じようなことを言っていて、 

　本当に自分と心の通じ合う人に出逢えたらそのために死んでもいい、 

　みたいなことをきっぱりと言っていた。 

　なぜ、そんなことを、これほど聡明な二人の作家がいうのか、僕もなんとなく、本当に積み重

ねることで分かってきた。 

　いま、僕も「だれかにめぐりあえたら」と、本当にそう思っている。 

　いつも、顔も見えないたった一人の人のために、めぐり逢うことさえ出来ないかも知れない、

たった一人の人のために、人生を振りかざしている。 

　そういう人達の恵みと祈りを、僕らは当たり前のように、無償で見つめて生きているのだなあ

、と、こういう優れたものに出逢うときに思う。 

　世界がわずかに優しさに見ているのは、こういう人達のおかげだ。 

　僕がまだ、ほんのわずかに明るくいられるのも。 

　世界がまだわずかに、その温度を保っていられるのも。

 
 
 
 



猫様に語りかける。

 
　猫様に語りかける。

 
八月に原因不明の嘔吐から、腎不全の末期と診断されて、余命数週間…。 
その後、19日間、実際にはクタクタになるくらいに、あの記録的な暑さの夏を乗り切って看病を
して、今はもう十一月の手前…ミルちゃんはまだ生きている。 

　今朝もさっきまで、一緒に眠っていて、僕が目が覚めた時は、ばっちりと目があった。

　あの出来事を通して、家族にも、もちろんおミル様にもいろんな変化が起こったのだけれど、

一番変化を起こしたのは僕自身だったのような気がする。 

　その変化の内容に気付いてはいたのだけれど、これまで巧く語ることが出来なくて、日常の中

に何気なく通り過ぎて家具のように置いておいた。 
　ただ別に何の気もなく、一昨日から無意味に久々に断食をしたくなってプチ断食中にいろいろ

考えたので、いまこうして書いている。 
　僕の物事への捉え方は基本的にとても柔らかくて、そして単純だ。 
　自分でも呆れるくらい小さな出来事を大きく捉えようとする典型的な小心者なのだろう。でも

だからこそ小さな発見が毎日の中でいつも楽しい。これは臆病者の役得。 

　僕はたくさんミルちゃんに語りかけるようになった。 
おはよう、だとか、どうした？とか、何がいる？とか、これまでは、猫と人という距離感の中で

、言葉を交じ合わせていたのだけれど、今はまるで、人に語りかけるように猫に語りかけて

いる。 
　今もまだ、ほんの些細なことに敏感になっていて、小さな体調の変化とか、しぐさの変化とか

、びっくりするくらいに真剣に見つめている自分に気づく。 
　そして何より、ミルに残された時間…や、いま、一緒に過ごしていられる時間を本当に毎日贈
り物のように感じている。 

　余命数週間…という宣告を獣医さんに受けた時に、その話を聞きながら、それに対する質疑応
答やていの良い反論をいつものようには思い浮かべることも出来ずに、ただじっと黙りこんで

しまった瞬間のことを、本当に昨日のことのように思い浮かべることが出来る。 

　僕が本当に絶望したときに行う反応が深い深い、これから先、二度と言葉を口にすることもな



いんじゃないか、というような不可思議な重力に包まれた「沈黙」だったことに、誰よりも僕自

身が一番驚いた。 

　ガツンと頭を殴られたような衝撃…と、よく人は形容するけれど本当にそういう言葉は僕の感
覚にもとても近いものだった気がする。シンプル過ぎて理解したくないという事実が、潜水艦の

ように突然眼前浮上した。 

　僕が見て、僕が感じたのは、たぶん「死」で、死が生活の中に突然姿を表したのだと、僕は気

が付いた。 
　死が生活の中にあったことは、これまで何度かあったのだけれど、今回、僕が感じた死はこれ

まで感じた死の中で、一番怖くて、そして繊細なものだった。 

　それから闘病生活が始まった。 

　どうにもできないことや、どうしようもない現実が目の前に立ち現れてくると人はとにかく凄

いエネルギーで、心のなかを動かしていく。 
　生活のあらゆる秩序は崩壊していって、部屋の中の模様替えをするみたいに、これまで考えも

しなかったような奇妙な小理屈を考えたり、途端にこれまでの自分の行いを反省したり…外側も
とにかく忙しくなるけれど、心の内側はそのときから、常に少し早めのペースのマラソンを走ら

されているようにジワジワと苦しめられていく。 

　同時に多くの倫理的な問題とも対決しなければならない。 
　僕らがまず直面した問題は、終末期の治療の問題で、最後の延命措置ということだった。 
　猫ごときに…と笑われる方がいらっしゃるかも知れないけれど、それはとても重要なそしてデ
リケートな決断で、僕らにとっては、ミルとの「別れ方」を選択する…ということだった。 

　僕らの決断は、一切の延命治療を拒否する…ということで、可能な限り苦痛を退ける以外は他
は望まない、というものだった。 
　これだけ家の中で快適に過ごして、音にも敏感で、怖がりで寂しがりな猫を、一日でも病院に

預けるけて治療させること、そして、家族と離してお別れをさせることがどれだけ残酷なことが

考えに考え抜いた末の決断だった。 

　かといって、好きなものを好きなだけ食べさせるとか、いつもどおり野放図にしておくとかそ

ういうことではなくて、やはり薬は飲ませて、温度は調節し、腎臓に配慮されたご飯を食べさせ

るというのも、僕らの指針だった。 

　11歳という年齢を考えると、あと少しだけ…という希望も捨てきれない僕らのエゴが上手に反



映された決断だったのだけれど、とにかくそれからのミルは本当に苦しそうだった。 

　生死の堺をさまよう、という言葉があるけれども、傍からみていると本当にそんな感じで、い

つもとはまるで違うものを見て、感じていることが、よく分かった。 

　あれだけ大好きだったご飯をまったく食べず、水もほとんど飲まない、暗い所に入り込んで、

容易には人を近づけないし、ほとんどトイレにもいかない。 
　足元はふらついているし、瞳を開けているのか閉じているのか、ずっと半眼のままだった。 

　祈るような気持ち…というのを、こういうときには人は本当に強く実感する。 
それはこうして欲しい、とか、これを守る、とかそういう気持ちではなくて、そこで失われよう

としている「存在」そのものに凄く強く結びついていたいと思う本能的な心の動きのようなも

のだった。 
　結びついている限りは、大丈夫なのだ、と、ずっと心の内側が氷を握るような強い力と決断で

締め付けられているような感じだった。 

　闘病中、一番長い時間を一緒にいたのはもちろん僕で、正直のお話させていただくと、とて

もじゃないが絵筆を握るなんて状態ではなかった。 

　僕が絵筆を握っている間、ミルがじっと傍らでかまって欲しいと思っている気持ちを我慢させ

ているのを知っていたし、そのことをなんとなくうとましく思っていたことに僕はもうそのとき

には少しずつ罪悪感を感じていたし、墨の匂いをさせるだけでなんとなくミルにとってはよくな

いことのように思われて、筆を握ることさえほとんど忘れていた。 
　そういうことの全ては実際には、暗示的なものだし、事実とは関係ないことのような気がする

けれど、やはり死を受容していく生活の中では、人はいろんな呪術を生活の中で編み出して

いく。 

　そんなジンクスの束にとって囲まれて生活をして、ただただ祈って、何も出来ないながらも語

りかける。 

　病気のことを知る前が本当に恋しくなるような暗い気持ちで、一週間が過ぎ、二週間が過ぎ

る頃、ミルはやっと回復をし始めた。 

　５グラムも食べられなかった食事の量が、１０グラム未満になり、１０グラムがあるときには

、１５グラム近くになった。 
　そんな感じで、トイレの回数や起きている時間が増えていって、処方された薬が切れる頃、病

院に連れて行くと、「獣医学的にも考えられない回復」をミルちゃんが遂げているのが分か



った。 
　腎臓そのものが機能を大幅に回復しているのが分かったのだ。 
　そもそも、それが誤診でなかったのならそれが奇跡で、僕らにとっては、奇跡でも誤診でも、

本当にどちらでも良かった。 
　どちらでもいいから助かって良かった…あとちょっと、まだ、これからも一緒に居られる、と
思うだけで、これまで闘病中に編み出してきたジンクスの束の重みと同じだけの神様に感謝の言

葉を述べた。

　人はそんな感じでとてもいい加減に神様と関わるのだと、そのときに僕は思った。 
　少なくとも、僕みたいな大した宗教観を持っていない平凡な人間にとっては。 

　 
　もちろんそれからも、ずっと闘病生活は続いていて、気楽にはなったけれど、僕はやはりミル

様を通して生活に中でずっと、死を感じている。 
　 
　あの１９日間ほど濃密にただ死について考えたり、感じたりしているわけではないのだけれど

、いつかそれが訪れるのだとはいえ、自分の内側にたとえば猫様の死一つにしても、何の準備も

出来ていないというような頼りない状態がずっとあるのだと、もう分かってしまっている。 
　どれだけ考えても、その部分を補完することは出来なくて、それは、いまここでミル様が生き

て動いている、という動かしがたい事実と同じくらいに変えられない、変えようのないものなの

だと思ってしまっている。 
　 
　ミルちゃんがいようが、いまいが、僕ら家族の生活が下降したり上昇したりと大げさなことは

何もないようだけれど、生き物の存在というのは、出来事を通して語られるものじゃなくて、存

在そのものを通して語られるべきものだと思う。 
　存在そのものと一緒に生きていて暮らしているからこそ、一緒に生きているという実感を得て

いるのだと思う。 

　僕は不思議な事に、ミルちゃんを看病して、ミルちゃんの死を感じている時、自分の存在の希

薄さを感じることはまるでなかった。 
　離人症の如く、僕はいつも自分を他人のように語り、まるでいてもいなくても言いように話す

くせがあって（とにかく自分が他人ごとなのだ…不思議なことだけれど…）、消えてしまいたい
と思うことも一度や二度じゃなかったけれど、病気で臥せっているミルちゃんと向き合っている

時にはそういう空虚さには一度も駆られなかった。 

　僕が抱えている空虚感を甘えとか、大したことじゃないって言うのはとても簡単なことだけ

れど、僕はそのときにはそういうことにそれなりに真剣に悩んでいたし、真剣に悩むからこそそ

れが人生の多くの場所での決断に反映されていた。 



　そういうことじゃなくて、僕はミルちゃんの死をミルちゃんと一緒に向き合っている時に、人

や命が、これまで行ってきたこととか、想い出とか、そういう「出来事」の総体を通して成り立

っているんじゃなくて、そういうことだけに意味があるんじゃなくて、ただ「そこにいる」と

か「いまここにいる」ということだけで、実は凄く重要なことに関わっているのだと痛みと強力

な疲労感を伴いながら感じていたのだと思う。 

　自分のことを「無力」だ、じゃなくて、「微力」だ、と感じていたのだと思う。 
　なんだか凄く変な喩えだけれど…。 

　そのことが僕にとっては本当にとても大きな変化で、その変化が僕に「語りかける」というこ

とを、別の次元で与えているのだと思う。 

　ただ、そこにいるだけで意味があって、仮に意味がなかったとしても、それは実は物凄く重要

なことなのだ、と考えるから、「語りかける」。 
　とても積極的に「そこにいてもいんんだよ」「そこにいてほしい」と示し続ける。 
　そういうことを、僕はこれまで本当には理解していなかったのだと、この三ヶ月を振り返っ

て思っていたりする。 

　猫様は一応、そういうことに反応してくれるのだけれど、こういうのは、言い換えれば、植物

人間状態の人に話しかけることや、認知症の認識能力を欠いた方に一生懸命に話しかけるのとと

てもよく似た感覚だと思う。 
　理由があって、話しかけるのではなくて、貴方がいてくれることを心から喜んでいる、そこに

いることに大きな意味を感じている、と感じるから、とても積極的に、結構本気で話しかける

のだ。 

　その甲斐もあってか、これまであまり感じなかったのだけれど、おミル様は、だんだん、人の

表情が読めるようになって来ている気がする。 
　とにかくニコニコ顔で話しかけて欲しいし、僕がつまらなそうな顔をすると少しずつ暗くなる

。それも驚くくらい繊細に反応する。

　言葉とか音とかにはこれまでもたくさん反応してたけれど、表情を見ているな、とこんなに感

じるのは本当にごく最近のことだった。 
　同じくらい前よりもワガママになっているのだけれど。

　命とか老いとか、死とか、いま僕の生活の中にはいつもそれがある。 

　不安と喜びがあって、僕自身も年をとっていることを少しずつ感じるし、それにともなってい

ろんなものや人との関わり方も変化している。 



　それはこれまで僕が受け入れられなかった変化かもしれないし、人生で見落としていた変化な

のかも知れないけれど、大きな力で動かされてしまった心の配置はもう元には戻らないのだと感

じている。 

　その大きな変化や動かされ心の痕跡の中に、命が存在している、という強烈な力を感じる。存

在そのものが、何もしなくても、何も出来なかったとしても持っている信じられないような力を

感じてしまう。 

　ミルちゃんの死の中に僕らが突入することによって、僕らは本当に変わってしまったのだと思

うからだ。 

　僕らは長い長いトンネルを一緒に走り抜けていたような気がする。 

　死を実感して、人生のどうしようもないことや受け入れていくしかない…という感覚をまたひ
どく身近に思い出した。 
　そのことはもっとずっと前から知っていて、十代のごくごく最初の頃から僕の人生にはそうい

うことばかりだったけれど、いままた改めて立ち上がってきた人生の実感が、若いころとはまた

少し違った明晰さを僕に与えたような気がする。 

　人はたぶんこんな風にして少しずつ変わっていくだなあ…と、あの長い長い夏の出来事を思う
とどうしても思ってしまう。 
　ミルさまは今日もとても元気だ。 

　残された時間も元気でいてほしいなあと思っている。

 
 
 
 



真夜中に酒を買った。

 
　　真夜中に酒を買った。

 
 
 
　深夜、読物を終えて、コンビニに酒を買いに出る。 

　明け方の街は目覚めかけていて、ゴミ収集車や新聞屋はもう開いている。 

　凍てつく、という言葉がまさしくといえるような暗い寒さの中コートを引き寄せ、自分の生き

方とよく似た暗い道を歩む。 

　酒を買うのは自分のためだ、と思っていて、これほど疲れていたらわずかで酔えるな、と目算

する。 

　別に何かを忘れたいわけじゃない、少しだけ、自分のことを思わないでいたいだけだと夜露に

呟く。 

　僕とよく似たふてぶてしそうな店員から、安いワインのボトルを受け取り、夜の霜でわずかに

酒を冷やして歩く。 

　帰り道、ふいに肩の力が抜けて思う。 

「やっとここまで来た」 

　だが、言葉に何の意味もない。 

　夕方、図書館で調べ物をしているとき、夏目漱石の虞美人草のなかにある世間の何の役にも立

たずただ哲学と詩作だけを繰り返している似非インテリの詩が思い浮かんで嘲笑っていた。我は

有髪の僧云々。 

　独りぼっちという言葉さえ、もう呟いてはいけない気がして心苦しい。 

　とはいえ、あらゆるものを幻か、ただ記憶にさえ残らぬもの、と思ってまだまだ生きていない

といけない。 



　そういうことはきちんと分かっている。 

　そして時々自分が誰かすら分からなくなる。 

　確か何かを志をもっていたはずなのだが…。 

　まるで自分が自分を演じているような不確かな気持ちで生きて、ただただ名前の浮かぶ数少な

い友人や知己に、ひどく深い喩えようのない気持ちを抱いている。 

　自分がそこにいるわけではなくて彼らとの関係の中にただ自分の形があるだけだ。 
　周囲一円をまるで廃屋のがらんどうのように囲われている。 

　でもそう思うことは、そう想うことそれだけで、この歳相応の美意識で実感だとも思える。 

　最近よくひどく高齢の人と話しているような、まるで貴方の年がわからないような気持ちに

なる、と、年上の方の言われる。 
　どういう意味なのかよくわからないが、自分がまるで世間を顧みないで生きているのはよく分

かる。我は有髪の僧云々。 

　なりたくてなったわけでもなし、ただ生きていて正直でいて、ずっと感じていると、教えられ

ることが多かった。 

　夜道のまっただ中で、歩くことすら辞めたくなっても、とても立ち止まることも出来ない。 

　いつも自分より誰かを大切に思う。 
　ただきっとその気持ちは生き方のせいで分かってはもらえないのだと思う。 
　まるで自分に関係のないものばかり愛おしく思えてずっと歩いている時もある。 
　月や星やいつも遥かな遠景を追いかけて、遠ければ遠いほどいい。 

　本当のことをいつも話せないのは、語るべきことが言葉にはもう収まらないほどに深く複雑だ

からだ。 
　だからどんなときも形を借りるしかなくなってしまう。 

　誇るべきことは一つ、ちゃんと約束を守って仕事を終えたこと。 
　そのために呑んでいること。 



　自分の無聊を慰めるものが何もなくとも、人に頼らず、甘えるものもなくて、生きていること

は自分をほんの僅かに励ましている。 
　自らを励ますものが最も遠き道を往く云々。 

　そうして夜が終えて朝が来る。 

　希望ももう時々でいい。それがなくても大丈夫だと自分の腕を叩いて確かめる。そのとき一緒

に心も叩いている。 
　報われることは一度もなくても幸せだったと独りごちる。 
　どれだけ寒くてもそれでいいと、もう思う。 

　ただ酒だけがほんの少し温かいだけ。 

　その酒がどんな意味を持っているのかを知っているのは、この苦味だけだ。

 
 



邂逅の場所。

 
　　　　　　　　　邂逅の場所。

 
 
　夢の中で僕は大学二年生で、後輩一人と、女性の先輩一人と一緒に政治学の授業を受けて

いた。 

「法学部のくせにどうして、政治や経済やニュースや世の中のことに興味がないの？」 

　って、僕は誰からも言われていたのだけれど、 

「政治や経済やニュースに興味が浮かばないことよりも、自分自身に興味がわかないことの方が

不自然だ」 

　と言って、ことあるごとに、自分が出逢った素晴らしいと思えた音楽とか、絵画とか、文学に

ついて語って歩いていた僕は確かに法律学を専攻している学生のそれではなかった。 
　でも当時、僕は本当に皆、自分に興味を失っているように思えて仕方がなかった。 
　生きているくせに自分の可能性に挑戦しないなんて、なんて怠惰なんだ！と僕は想っていたけ

れど、僕以外の人たちはもしかしたら、とても賢くて、そんなこと一度も思い浮かびもしなかっ

たのかも知れない。それはそれで、もういいのだけれど。 

　それから、講義は終わり、友人数人と、後輩と、当時憧れだったうちの大学には珍しい高知出

身のお嬢様の先輩が残って、なんとなく皆で雑談をする「ぼんやりとした放課後」のような時間

が流れた。 

　先輩は、僕が入学当初から甲斐甲斐しく世話を焼いてくれた先輩で、自分とはかけ離れた恵ま

れた環境で育った品の良さ…や、うちの大学の生徒では珍しい洗練された知性…みたいなものが
本当に素敵な女性だった。 
　先輩には当然、彼氏がいて、その彼氏というのがどう考えても先輩に似つかわしくないと思え

るようないけすかない野郎だったことも手伝って、僕は激しく先輩に憧れを感じ、生まれて初め

ての横恋慕にせいを出していた。

　それは、二十代前半の内気な若者らしい敵愾心とヒロイックな感覚が入り混じった切なさで、

ただ単に好きだと想うことそれ自体、本当に意味があるかのような恋だった。 
　僕はその「ぼんやりとした放課後」の中で、かつて自分が置かれていたほんの束間のそういう

時間を久しぶりに反芻していた。 



　それから僕らは、全員で、 
「今年もそろそろ終わりだし、皆、田舎に帰る前に飯でも食いに行こう！」 
　ということになり、教室を後にして、車を二つに分けて、近くに晩御飯を食べに行くことにな

った。 
　そういうことも昔はよくあった…ような気がする。 

　僕は、友人の中にいて、先輩を別の車でなんとなく見送り、友達とそれとなく楽しく過ごすふ

りをしていた。 
　いつも擦り切れた紺色のフード付きのトレーナーを着ていて、同じズボンで、文庫本とびっし

りと文字の書かれたノート、それから万年筆を鞄に入れてどこまでも歩いていたどうしようもな

い青年を、僕はまるで他人を観るかのように感じていた。 
　少年時代の心の影響を、大人の状況で繊細に感じすぎていて、そのせいで現実にうまく着地で

きていない弱い青年だ。 

　そこで、僕は目が覚めて、猫様が傍らで寝言を言っていることに気付いた後、あと数秒で襲っ

てくる現実感の前に、自分がいま何を感じていたのかをしっかりと記憶しておこうと、考えを巡

らせていた。 

　それは、まるで消え去っていく夢の意味を必死に追いかけていくような儚い努力で、僕は現実

に生きていながら、まるで時間から解き放たれた場所で、やっと自分について考え始めていた。 

　そういうことは、こうして文章を書く人間にとっては、本当に奇跡に近いような得難い時間な

のだと思う。誰がなんと言おうと、きっとそうだ。 

　僕はそのとき、いまの自分が、かつて自分の象徴であった、あの「先輩」を思い出しもしない

人間になっているのだと気が付いた。 

　それから、彼女が直島の話をかつてしていたことや、手作りの石鹸を昔くれたことも思い出し

、その後、今の自分ならたぶん彼女を一目見ただけで嫌いになるだろう…ということも別の目で
感じていた。 

　その後、うっすらと夢の中の記憶が消えていくに従って、結局、失ったものが何かというこ

とに、猫様の寝言と一緒に思い当たると、僕は暗い天井にため息が吐きたくなって、なんとなく

猫様を抱き寄せた。 



　結局、僕が失ったのは「僕自身」で、あの若い「どうしようもなく思ったことを口に出せない

青年」がこの世界から跡形もなく消えてしまったことに気が付いた。 

　まるで、 

「あの人は死んでしまったんだよ」 

　と言われてしまったかのような気付き方で、彼の葬儀にも立ち会いたかったと鑑みるようなそ

んな喪失感を感じていた。 

　不思議だけれど、 

　自分が死んだ… 

　と感じた確かな瞬間だった。 
　これは比喩じゃなくて、本当に死んだように感じた。 
　そのことにわずかに納得して、僕はまた眠りに落ちた。 

　猫様は、一度布団から出て行ったけれど、夜明け前の冷気にブルっと身体を震わすと大急ぎで

、布団の中に潜ってきてフグフグ言っていた。 

　僕はそれで眠りながらずっしりとした喪失感を感じていたけれど、そのことで同じくらいしっ

かりと安堵していた。 

　不思議な言い方だけれど、あの彼が死んでくれて良かった…と思った。 
　今の自分を許せなくなる前に、過去の自分が消え去って行くことで、なんとか今を新しいもの

に変えることができる。 
　それは無秩序で無責任で、目的のない生き方のようだけれど、もし過去の自分が自分から消え

去らなかったら、人はどうやって老いていろんなものを失っていけばいいというのだろう。 
　そういうことが巧く出来れなければ、人はいつか自分が許せなくなって、本当に現実に自分を

殺してしまうしかなくなってしまうような気がする。 
　大げさに言いすぎているような気がするけれど、でも、仕組みとしてはそういうことなのだと

思う。 



　古来からずっと言われていることだけれど、夢は死者との邂逅の場所なのだ。 

　僕は彼や先輩を含めた死者たちから、言葉では上手に切り取ることの出来ない物語とメッセー

ジを受け取った。 

　いろんなことがゆっくりと穏やかに終わり始めたような気がして、そのまま目が覚めた。

 
 
 
 


