生まれ 生まれ生 まれ生ま れて生の始 めに暗 く、死に死 に死
ほうやく
に死んで死の終わりに冥し 。（空海『秘蔵宝鑰』より）

目次
海に 帰る日
あとがき

海 に帰る日

１

髙野敦志

トントコ トントン 、トコト コトコトコ トント ン、遠い昔か ら
耳に してきた音 。過ぎた 時に意識 を立ち返ら せてく れる音。せ
まないた
き止め飴 の店先で、 俎 をリ ズミカル に叩いて いる。引 き延ば
され た軟らか な飴が、見 る見る 包丁に刻ま れていく ……。

1

96

へいげんじ

な か み せ

しにせ

川崎大 師平間 寺の参道に 続く仲見 世には、 老舗の飴屋 のほか
く ず も ち
に、縁起担 ぎと語呂 合わせで 名づけられ た久寿 餅、厄除け と開
運を もたらすダ ルマを並 べる店が 連なる。よ うやく 訪れた春の
ひでお
暖かさに 、英夫は時 の流れが ゆるやかに なった 気がした。 屋台
のラ ジオからは 、完成し た成田空 港に過激派 が乱入 し、開港が
延期され るニュース が流れて いた。

かばん

戦 災で焼けた 後に移築 された不 動門を抜け ると、 英夫は八十
過ぎの母 が待つ実家 へと急い だ。通勤 に使って いる灰色 の背広
姿で 、ネ クタイ は外し て 鞄 に丸め込 んである。勤め る高校で
は教務主 任をまか されていた 。
車 道の間に 狭い路地が 続く。 色あせた屋 根瓦に、 波トタン を
外壁にし たアパ ート、開店休 業のた ばこ屋。休 みの日だ という

の に、子ども の声が 聞こえてく るのはま れで、老人 が下駄を 履
べい
いて出す 音が、 妙に甲高く 聞こえて くる。ブ ロック塀に 囲まれ
た 中で、砂の 山を動 かすブルト ーザーが 息を潜め ている。多 摩
じゃり
川で砂 利が採取 されてい たのは、昭 和三十年 代ぐらい までだっ
た。この町は とうに 成長を止め て、過去 の記憶の 中で命をつ な
いでい る。
かつぞう

実家の玄関は路地に接していた。今では黒ずんで 、「吉野勝藏」
という文 字は読めな い。日中 戦争のさな か、英 夫がまだ小 学生

いさお

のう ちに死んだ 父の表札 を、戦災 で家が焼け なかっ たお守りの
ように、 母いとは外 そうとし なかった 。
横 開きの戸が 音を立て ると、長 兄の勇夫が 「英夫 か」と呼ぶ
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声がし た。居間 には一回 り以上も年 上で、眉 毛まで白 くなった
無口な兄と 、気丈で よくしゃ べる兄嫁が いた。 とめは何で もは
っき り言うが、 裏表のな いさっぱ りした性格 である 。兄が終戦
時にシベ リアへ抑留 され、よ うやく復員 したも のの、体調 を崩
して 入院してい る時期が あった。 その時、病 院で看 護婦をして
いたのが とめだった 。だから 、二人は 英夫と妻 淑子の場 合とは
違っ て、劇的 な結ばれ方 をした のである。 長兄には もう就職 し
た娘と、 大学に通う 息子がい たが、英 夫にも高 校に入っ たばか
りの 息子貴志 と、来年中 学に上 がる娘の美 穂がいた 。
実を言 うと、英夫 は勇夫の ことが苦 手だった 。何か話 しかけ
ても 、すぐ会 話が途切 れてしま う。それ でいて、兄 はこちら か
すきま
ら話を続 けるの を期待してい るから だった。隙 間を埋め るよう

に 、とめがお しゃべ りを始める 。耐えき れなくなっ て、唐突 に
兄に問い かけた 。

わ だ ん す

「 母さんは？ 」
「行っ てみろよ 」
英夫は母い との寝 起きする部 屋に入っ た。四畳半 の狭い座 敷

つぼみ

に、和 簞笥や本 棚が置か れ、一人用 の小さな お膳を前 にした母
かすり
は、 絣 の 着物を まとっ た後 ろ姿で、ガラス窓の 方を向いてい
る。 庭の路 地に 枝を伸 ばす桜 は、まだ 蕾 が膨らんだまま だっ
でんぽうむら
* 本家の庭 に生えてい た
た。こ の木は父勝藏 が富士郡伝法村 一の

一
* 現在の静岡県富士市中部
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* 技師 として引っ越 してきた時 、殺風景な 庭
のを 、南 武鉄道 二の
に植えたも のである 。昭和二 十年四月の 大空襲 で、隣の区 画ま

で焼 け落ちたの に、葉桜 が降りか かる火の粉 からこ の家を守っ
てくれた のである。
「母 さん、今年 の桜は咲 くのが遅 いね」
呼びかけ に答えて くれない ので、英夫 は横に 腰を下ろし た。
いと は絣の着 物姿で、お 膳の前 で正座して いたが、 疲れたの だ
めがね
ろうか、 眼鏡を外し てうとう としてい た。もう 一度呼ぶ と目を
上げ たが、瞳 は見えない ものに 操られてい る。お膳 に手をつ き

二
* 現在のＪＲ南武線

ふすま

立ち 上がると、敷い ていた座蒲団を抱え 込むようにして 、 襖
の方に歩 いて行 こうとする 。

しわ

「 そろそろお いとま しないと… …」
「何言 ってんだ 、今来た ばっかりな のに…… 。それに 、母さん
のうちはここ じゃな いか」
母の皺 だらけ の手を取り 、畳に座 らせよう としたが、 意固地
に な って 言 う こと を き かない 。「 行っ てみ ろ よ 」 とい う 兄 勇 夫
の言 葉の意味が 、ようや く英夫に も飲み込め た。
いと は座蒲団 を抱えた まま、右足 を引きず るように して玄関
なか
に出た。 英夫は半ば あきらめ 顔で、母 の妄想に しばらく 付き合
うこ とにした 。路地の向 かいに ある砂屋は 、ブルド ーザーの 排
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土板に 水がたま っている 。数日間は 仕事がな かったの だろう。
高度成長前 に建てら れたアパ ートは、内 風呂は なく、トイ レも
共用 だというの で、空き 部屋にな ったままの 所が多 い。板塀の
間から覗 いた物干し には、老 人の腰巻が 干され ている。

もとよしわらむら

「母 さんのうち はいった いどこに あるの？」
英夫は冗 談めかし た言い方 で、いとに 尋ねて みた。母も 父と
* 郷 士、近
同じ 富士 郡の 出身で、田 子ノ浦に面した元吉原村 三の
なぬし
藤家の末娘として生まれた。名主を務めていた吉野の本家とは、

歩い て行ける 距離にあっ た。

三
* 現在の静岡県富士市南西部

と ころが、 いとの生 まれた日 清戦争の 頃には、祖 父は倉庫 業
で成功し ており 、名士とし て豊かな 生活が送 れるように なって
い た。母も東 京の家 政学校の寄 宿舎に移 り、明治 時代には恵 ま
れた女 学生とし て、古典 の素養や和 服の仕立 てなどの 技能を習
得していた。 武士の 娘の生き残 りのよう な、厳し さと優しさ を
兼ね備 えた母だ った。
「うちはす ぐそこに あるだ。 あの道の向 こうに 行けば、海 が見
える だよ……」
母はその 通りが東 海道で、 すすけた屋 根瓦の 一つが実家で あ
ると 思っている らしい。 いとの歩 みが危なっ かしい ので、英夫
わき
は抱えて いた座蒲団 を取り上 げ、腋に はさんだ まま、大 通りの
横断 歩道を手 を引いて渡 った。
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道路は 一直線 に伸びてお り、まっ すぐ行け ば、大師線 の線路
とぶつかる 。警報器 の音がし てきた。い とは足 を止めた。 鈍い
響き とともに、 京急の赤 い大柄な 車両が、前 方の通 りを横切っ
ていく。きっと目が覚めるはずだ、ここが故郷の浜辺ではなく 、
長年 暮らした川 崎の町で あること に。
「聞こえ ないのかね 、海の呼 吸が。あ そこが田 子ノ浦だ 。松林
の向 こうに砂 浜が広がっ てる。 きれいな海 じゃない か」
ふいに いとは手を 離すと、 二・三歩進 んでい った。懐か しい
友の 姿を、は たと認めた ように 指さして言 った。英 夫は耳を 疑
って、老 いた母の 顔に眺め入 った。
「ほ ら、見え るじゃな いか。松 林の向こ うに、夕陽 を浴びて 海
が金色に 輝いて る。私のうち は林の 手前、大き な石垣が ある家

だ 。今夜はみ んなで 飯を食うだ よ。九人 兄弟はにぎ やかだか ら
よ。じい さまも 待っててく れるって 言うし… …」
こ こ十年近 く、母が 実家に戻 っていな いことを思 い出した 。
じいさ まという のは、明 治の末に亡 くなり、 写真も残 っていな
い曽祖父のこ とだろ う。
英夫が 最後に 近藤家を訪 れたのは 、母の兄 の三回忌の 法事の
いぶ
時だった。 囲炉裏と 燻された 引き戸のあ る、風 格ある家に はも
は や 、母 が 暮 ら し て い た頃 の人 は 住 ん でい な い 。『万 葉 集 』 に
詠まれた 田子ノ浦だ って、製 紙工場から 流れ出 たヘドロで よど
み、 空は排煙で いつも濁 っている 。懐かしい 故郷な んて、とう
に失われ てしまった んだ。だ ったら、 記憶の中 だけにと どめて
おけ ばいい。
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「母さ ん、もう 帰ろう。 ここには近 藤のうち なんかな いんだか
ら」
英夫 がいとの 手を引い て、今の家 に戻ろう とすると 、母は電
あた
車の通り 過ぎた踏切 の辺りを 、目をこら して見 つめている 。母
の表 情は色を失 っていた 。微かな 震えが伝わ ってき た。早く母
を連れ帰 ってしまい たくなっ た。しか し、すで に遅かっ たよう
であ る。
「みんな 、みんな死 んでしま っただ」
母 は踏切に背 を向ける と、英夫 の手を放し て力な く、しかし
決然と来 た道を戻 っていく。 支えて あげたかっ たのだが 、それ
をた めらわせ るものが あった。 何で素直 に母の話に 合わせて あ
げなかっ たんだ ろう？

晴れ上 がった五 月の週末の こと、 英夫は多摩 川の土手 に出て
い た。そよ風 がスス キの葉を揺 らしてい る。日は すでに西に 傾
いてい た。母い とが近所 に買い物に 出たまま 、行方が 分からな
くなっていた 。兄嫁 のとめの話 によると 、家を出 てからもう 三
時間は経っているとのこと。しかも、道に迷ってしまったのは 、
どうやら今 日が初め てではな いらしい。
* 鉄 橋をくぐった ところで、 オレンジの 車
京 浜急行と国 鉄 四の
体に緑の ラインが入 った東海 道本線の車 両が、 鈍い振動で 鋼鉄

四
* 日本国有鉄道の略で、一九八七年（昭和六二）に、ＪＲ７社に分割民営化された。
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かわも

のトラ スをうな らせなが ら走ってき た。糞便 の飛沫が 飛んでく
るのではな いかと、 英夫は思 わず手で鼻 と口を 押さえた。

つる

ふと、川面の方に目をやると、一段低くなった河原の茂みに、
終戦直後 の掘っ立て 小屋を思 わせる、ト タン屋 根の錆びた 家が
建っ ていた。サ ツマイモ の赤い蔓 と緑の葉が 、耕し て盛り上げ
くわ
た畑に伸 びて、貪欲 に覆い尽 くそうと している 。鍬が投 げ出さ
れて いるそば で、手ぬぐ いを首 に巻いた朝 鮮人らし い老人が 、
長いキセ ルの先にマ ッチで火 をつけよ うとして いた。一 服した

しえん

とこ ろで、お もむろに英 夫の方 を見上げた 。
英夫は 土手の上か ら、一気 に茂みの 方に駆け 下りてい った。
老人 はキセル から口を 離すと、 紫煙を心 地よげに吐 き出して 、
傾きかけ た日を 眺めている。 もう戻 ることのな い祖国を 思い出

し ているのか 。右足 を引きずっ て歩く、 絣の着物を まとった い
との姿を 説明す ると、一時 間前にそ れらしい ばあさんを 見かけ

あきら

た と話してく れた。
き
「何で も、海を 見に行く んだ、海は どちらの 方かねっ て訊くん
だ。だから、 あっち だよって教 えてやっ た……」
老 人が指さ す河 口の方 では、 帰郷を 諦 め たカモが数羽、 水
面で羽を休 めていた 。広がる 川には海水 も交じ って、ほと んど
流れ を止めてい るように 見える。 次の瞬間、 とどろ くようなジ
、る
、さ
、と
、とは反対の南に向かって飛び立っ
ェット音 に驚いて、 ふ
た。見るとかすんだ空を、羽田空港から旅客機が上昇していく。
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五*
「そう かい、あ んたのオ モニ だ
った のかい 」
ひげ
老人は感慨 深げに つぶやくと 、またキ セルを白 い髭の辺り に

ざんげ

持っ て行った。 親孝行な んだねと 、独り言の ように 続けた。わ
しは半島 にオモニを 置き去り にしてしま ったか らなあ。キ セル
の煙 は老人の遅 すぎる懺 悔を、追 憶の懐かし さの中 に包んでい
た。
日は傾 きかけてい た。川面 に波紋が立 って、 肌を逆なで する
風が 吹き出し た。英夫は 思わず 身震いした 。母は本 当に海ま で

五
* 朝鮮語で「母」を指す。

歩 いて行った のだろ うか。たど り着く前 に、日が暮 れてしま う
のではな いか。 土手の上で 立ち止ま った。先 ほど老人と 話した
辺 りの、鉄橋 上に広 がる空は赤 みを帯び て、点灯 した電車の シ
ルエッ トが、音 もなく鉄 骨のトラス を通過し ていく。
多摩川に沿 って進 むと、右側 は道路脇 まで味の素 の工場が 迫
ってい る。遠目 にはきれ いに見えた 川の水も 、よどん だ辺りに
は、空き缶 や発泡ス チロール 、菓子の包 み紙が 漂着してい た。
夕闇 が迫ってき たために 、モノト ーンの写真 のよう にしか見え
ない。少 年時代に水 遊びした 面影はここ にはな い。

とつ

大師 河原と呼 ばれたこ の周辺が、 開発が進 む以前の 海岸線だ
った。寂 しい漁村が あった遠 浅の浜が 、埋め立 てられて いった
のは 、いとが 勝藏に嫁い できた 大正の初め からだっ た。母は こ
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の町 が工場地帯 へと変遷 しはじ める頃か ら、 大空襲によって
かいじん
灰燼に帰し ながらも 、朝鮮戦 争の特需景 気で復 興していく さま
も見 てきたこと になる。 母は街中 をさまよい ながら 、いくつも
の時代の 集積である 町の光景 に、その時 々の姿 を目にして きた
のだ ろうか。

たいせき

日 は沈んでし まい、海 側から押 し寄せた夜 が、埋 立地の殺風
景な空間 を覆いつつ あった。 浮島町と 呼ばれる この辺り は、昔
は川 からの土 砂が堆積し た浮洲 となってい た。
貨物線 と平行した 橋を渡り 、直線の 道を進ん でいくと 、巨大
なタ ンクの群 れが、闇 の中から 鈍い光を ともなって 浮かび上 が
っている 。バス 停には工場を 退勤し た人たちが 、口もき かずに

並 んでいた。 絣を着 た八十過ぎ のおばあ さんを見か けなかっ た
かと尋ね たが、 仕事を終え たばかり の人は、 首を振るば かりで
ま ともに答え てくれ ない。
海を目 指して いたとなる と、ここ まで来て しまうだろ うと思
ったが、英夫 にも確 信があった わけでは ない。昼 間は活気づ く
工場地 帯も、操 業時間が 終わると電 源を落と し、人影 もまばら
な一直線の 道に、等 間隔で並 ぶ電柱が、 未成熟 な土地の眠 らな
い標 識となって いた。湿 り気を帯 びた空気が 、海の 方から流れ
てくる。 道はやがて 前方で途 切れてしま い、先 には暗い東 京湾
と、 行き来する 貨物船の ほのかな 光が浮かぶ ばかり 。
夜遅くに は無住地 帯となる 町は、住宅 地や商 業施設の明 かり
がな い分暗く 、実家では ほとん ど見えない 星も、郊 外の夜空 ほ
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どに認 められた 。この無 機的な光景 を、英夫 は何度も 目にして
きた気がす る。
そう だ、夢の 中に出て くるイメー ジだ。眠 りながら も意識の
一部は働 いていて、 アスファ ルトの路面 を踏む 靴の感触も 、夜

き さ ら づ

の冷 ややかな大 気も感じ られ、こ れは夢だと 自覚し ながらも、
あまりの 現実感に目 を疑って しまう、 そんなイ メージだ った。

べっこう

先 端の公園に 近づくと 、木更津 へ渡るカー フェリ ーの待合室
が見えた 。東京湾ア クアライ ンはまだ 、建設工 事すら始 まって
いな かった。 待合室の右 隣のベ ンチに、結 い上げた 髪を鼈甲 の
くしで留 めた、懐 かしい着物 姿が座 っていた。 英夫は思 わず走
り出 し、海の 側に回っ て老女の 顔を確か めた。
「母さん 、母さ ん、いったい どうし て、黙って こんな所 まで来

て しまったん だよ」
気持ち が高ぶっ てしまい、 まくし 立てている 自分を抑 えられ
な かった。い とはは っと目を見 開くと、 皺だらけ の顔に笑み が
くちもと
広がり 、口許か らきれい に並んだ歯 を覗かせ た。自分 が家族に
心配をかけて いたこ となど、一 向に眼中 にないと いった感じ で
ある。
「迎えに来 てくれた のかい」
「そ うだよ。黙 って出て ってしま うんだから ……」
いとはよ く聞こえ ないのか 、耳を傾け るよう に何度かうな ず

いさりび

くと 、黒い海を ゆったり 進む細長 い明かりに 見とれ ている。照
らされた 周囲の海面 が、白く 波立つさ まがうか がえる。 昼間は
かす んでいる はずの対岸 も、夜 の到来とと もに、一 筋の漁火 の
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ように 浮かび上 がってい る。
「買い物に 出たんだ が、急に 海が見たく なった だよ。でも 、時
間が かかってし まってね 。着いた らもう日暮 れで、 打ち寄せる
波も見え やしない。 がっかり して座り込 んでい たら、何だ か船
に明 かりがとも って、き れいにな ってきたじ ゃない か。沖に蛍
みたいに 見えるのは 、何かね 、漁でも している のかね。 空には
、ば
、る
、かい？」
星も 見えてき たし、あそ こに見 えるのはす
まくらのそうし
すばる
母 の 好 き な 星と い った ら 、『枕 草 子 』 に 出 てく る 昴 く ら い

たくぼく

だっ た。六つ の青い星が 助け合 って見える から、六 女だった 母
には、姉 たちに守 られていた 幼い頃 が思い出さ れるんだ ろう。
「『ス バ ル』 は啄 木 も 参 加し て い たんだ っ た ね 。 東海 の 小 島 の
磯の白砂 にわれ 泣きぬれて蟹 とたは むる、だっ たかね」

いちあく

「 それは『一 握の砂 』に入って るんだよ 」
文学に ついて話 すと、いと は目を 輝かした。 英夫も母 を捜し
て いたことな ど忘れ て、夢中に なってし まいそう になる。こ ん
な話を している 間は、母 の記憶が曖 昧になっ ているこ とが、嘘
みたいに思え てしま う。それで も目の前 に広がる 黒い海が、 川
、る
、さ
、と
、の田子ノ浦なのかは、気にかけていない
崎のも のか、ふ
ように見え る。
いと はしばら く夜景に 見とれてい たが、ふ と思い出 したみた
いに、顔 を上げると 英夫の方 をまじまじ と見る 。蛍光灯の 弱い
光に 照らされた 母は、現 実とは思 えない、老 いた美 しさをたた
えている 。気恥ずか しくなっ て、顔を 背けたく なった。
「ど うしたん だい、母さ ん」
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「お礼 を言わな くてはね 。今までど うも有り 難う」
何でそんな こと言 うんだろう 。英夫は おかしな 気がして、 素
直に うなずくこ とができ なかった 。でも、八 十過ぎ た母の身に
なれば、 元気なうち に言って おきたいの も、分 からないわ けで
はな い。
「生まれてくれなければ、おまえとも話ができなかったからね 」
母 はうつむい て、続く 言葉を探 しているよ うだっ た。急にこ
わばった 真剣なまな ざしにな る。つか まえよう としても 、のた
くる 先がとら えられない のか。
「おまえ は何でも 知ってるか ら、一 度訊いてお きたいこ とがあ
った だよ。何 だったか ね。そう だ、私は 死んだら地 獄に行く の
ごくらく
かね、極 楽に行 くのかね」

「 そんなこと 、訊か れても」と 口を濁し たが、母を 不安にさ せ
た く ない の で 、「 悪 い こと何 に もし てな い か ら 極 楽だ ろ 」 と 答

あざ

え た。
「そう かい、そ りゃあよ かった。私 は防空壕 みたいな 所、二度
と入りたくな かった だよ」

まさお

戦時中 の空襲 で逃げ惑っ た体験が 、母の記 憶に痣とな って刻
まれている のか。英 夫は早く 話を終わり にした かった。
「極 楽ならお父 さんや、 雅夫にも 会えるわけ だね。 死んでから
も別れ別 れじゃ寂し いじゃな いか」
年中 どなり散 らしてい た父勝藏に 、母はあ の世で会 いたいの
だろうか 。ニューギ ニアで戦 死した次 兄の雅夫 は、口数 の少な
い長 兄の勇夫 と違って、 英夫の ことをよく 気にかけ てくれて い
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た。雅 夫は出征 する日に 、食い入る ような笑 顔で「母 さんのこ
と頼む」と 言ってい た。二十 代のまま、 永遠に 年を取らな い兄
の顔 は、すでに 英夫の記 憶の中で は薄らいで いる。
汽笛の音 がした。 英夫は目 が覚めたよ うな気 がした。母は 数

せき

ぞうり

、な
、も
、と
、を探している。草履が
歩前 に進んで、 今聞こえ た音のみ
芝生を踏 みつけてい る。冷や やかな風 が吹いて きて、母 は二三
度軽 い咳をし た。
「極楽は どこかね」
「寒 くないか い？ 早く 帰ろう 」
いとは 父親に問い かける幼 女のよう に、答え を聞くま ではそ
の場を動こうとしない。英夫は困り果てて、思いついたままに、
天を指さ して言 った。

「 あの星だよ 」
「そうか い、あ の星ねぇ」
不 思議そう に首を傾 けていた いとは、 指さされた 先に向か っ
て手を 合わせて いる。あ いにくそれ は昴では ない。人 は死ぬと
星になるとい う話を 聞いたこと がある。 でも、こ うして見え る
星も、 実は過去 に輝いて いた光を見 ているん だな。
恐らく、目 に見え る星の大半 は、この 自分も、 母でさえも 生

こくう

まれ る前の姿で あって、 今この瞬 間には、す でに燃 え尽きてし
まった星 もあること だろう。 いとは自身 で気づ かぬうちに 、時
のし がらみから 解き放た れ、虚空 の海で自由 を得て いるようだ
った。合 掌したまま の母の姿 を見て、 極楽は母 の心の中 にあっ
て、 いつかは 自分も帰っ ていく んだろうと 思った。

26
27

つ

ゆ

梅雨が明け たばか りだった。 日が落ち てもどこ かの庭先で 、
アブ ラゼミが絶 叫してい る。セミ には耳がな いんだ ろう。穴が
開いてし まうほどの けたたま しさなのだ から。 風もないの で、
気温 は一向に下 がりそう もない。 慣れぬ暑さ に老い た体は、い
っそう応 えているの ではない か。
英 夫は街灯の ともった 裏道を急 いでいる。 会議が 終わって退
勤する時 に、妻の淑 子から電 話が入り 、実家に 急行して いると
ころ だった。 川崎大師の 駅を降 りてからも 、周囲に 目を配る 余
裕はなか った。
砂屋の向かいにある引き戸を勢いよく開ける。兄の勇夫と
あ ね
あいさつ
義姉のと めが玄 関に立ってい る。目 が合うと、 兄は目で 挨拶し

えしゃく

て くれた。と めは「 早く会って あげてち ょうだい」 と小声で 言
おい
めい
った。居 間の奥 では早退し た甥と姪 が、神妙 そうに座り 込んで
い て、目が合 うと会 釈してくれ た。口許 が引きつ っているよ う
で、姪 の方はう つむいて しまった。
英夫は南側 の庭に 向いた部屋 の戸を開 けた。普段 は和簞笥 や

ひたい

本棚に 囲まれた 中央に、 古いお膳が 置かれて いて、絣 を着た母
が本を読んでいるのだが。今日は畳の上に蒲団が敷かれている 。
頭に 氷枕を し、 額 に 濡れ タオルをした 母は、いつもよ り息が
すいのみ
速くなっ て、呼気も うなって いるように 聞こえ る。吸呑で 薬は
飲ま せているら しいが、 ほとんど 意識がない ので、 何か食べさ
せること はできない 。そこで 、看護婦 の資格が あるとめ が、ブ
ドウ 糖を打っ て、とりあ えず水 分の補給と 体力の低 下を防い で
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いると のことだ った。
枕元に正座 した英 夫は、ネク タイをゆ るめると 、額に載っ て
いる タオルに触 れてみた 。湯気が 出そうなほ ど温ま っている。
ひた
氷水に浸 して絞り直 し、額の 上に押さえ ると、 顔を覗き見 るよ
うに して、母さ ん、母さ んと声を かけた。
いとは赤らんだ顔でうっすら目を開けたが、焦点は定まらず、
どこ も見てい ないようだ った。 口も渇きき っている んだろう 。
吸呑を近 づけて飲ま せようと したが、 すぐにむ せてしま い、苦
しげ に胸を膨 らませてい る。
「体に麻 痺がある みたいよ」
開 いている 戸口から、 とめが こちらを覗 いている 。風邪を こ
じらせて しまっ てね、脳血栓 も併発 していると か。往診 した杉

田 医師の言葉 を、つ ぶやくよう にして伝 えてくれた 。
もしか すると、 という考え が頭を よぎったが 、すぐに それは
打 ち消した。 前回、 浮島町まで 海を見に 行った母 は、どれだ け
、る
、さ
、と
、の田子ノ浦を見たかったことだろう。それはどんな人
ふ
間にとっても 、共通 する気持ち であるに 違いない 。この世に 生
を受け た者はす べて、海 から、母な る海から 生まれた のだから
……。
そう言え ば、自分 が復員し た時、母と 再会し たのも田子ノ 浦
の海 だった。英 夫は三十 年余りも 昔のことを 思い出 していた。
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おもむ

* 入隊したものの、戦地へ 赴 く前に終戦となったた
予 科 練 六に
せいか
め、英夫は 母が疎開 していた 生家に近い 、東海 道本線の吉 原駅

に降 り立ったの だった。
なぜ川崎 ではなか ったのか 、それには 事情が あった。昭和 二
十年四月の大空襲で、川崎駅より東側はほとんど焼け落ちたが、
吉野家がある一郭だけは、奇蹟的に延焼を免れることができた 。
その 後も、国 道では米軍 機から の機銃掃射 で、多く の市民が 犠
牲になっ ていた。命 拾いをし たのだか ら、とい う生家か らの勧
めで 帰郷して いると、母 は葉書 で知らせて きたのだ 。出征し た

六
* 海軍飛行予科練習生の略称

二 人の兄、勇 夫と雅 夫の生死は いまだ不 明だったが 、母が生 き
ているこ とは大 きな心の支 えだった 。
改 札口を出 ると、熱 気をはら んだ雲が 視界を白ま せていた 。
風はな かった。 いとが疎 開している 家は、街 道筋に残 る武家屋
敷だった。敷 地を取 り囲む石垣 は、遠目 にもよく 目についた 。
これか らどうす ればいい のか分から なかった 。死なな くてもよ
くなったが 、どう生 きていけ ばよいのか は、誰 も教えてく れそ
うに なかった。
母の故郷の家並みが見えてきた。人々の声に誘われるままに 、
英夫 はわざと脇 道に入っ た。松林 の先に初秋 のまだ 強い光を浴
びた、田 子ノ浦が広 がってい た。波は のたりの たりと寄 せてい
た。 潮の匂い が鼻をくす ぐった 。掛け声と ともに、 人々は魚 と
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綱引き をしてい る。
「地引網か ……」
平和 だな。こ んなこと していても 、狙い撃 ちされな いわけだ
から。少 年時代のこ とが懐か しくなり、 自分も 参加してみ たく
なっ た。英夫は 頼まれも しないの に、地引網 の後尾 から網を引
いた。
「あ っ、兵隊 さんだ！」
綱にぶ ら下がった 女の子が 叫んだ。女 たちや 老いた漁師 がこ

こわば

しらが

ちら を向き、 口々にご苦 労さま でしたと言 った。笑 みが自然 に
口許に広がり、戦争が終わったのだと，英夫は改めて実感した 。
その 中に顔が 強張った ままの初 老の女が いた。白髪 が半ばを 占
めている 。母だ った。こちら をじっ と見つめて いる。網 を引き

まばた

あじ

さば

いわし

な がら、 瞬 きした ら幻 が消えて しまうのでは、と恐 れてでも
いるよう に。

かご

地 引網 の中に は、鰺 や鯖は まばらで、大半 が 鰯 だ ったが、
のたう ち回って いる鱗は 銀色に輝き 、青い目 は初めて 見る地上
におののいて いた。 筋肉が踊り 狂ってい る感じだ った。人々 は
わずか の金を払 って、持 ってきた籠 に魚を入 れると、 逃げない
ように手ぬ ぐいをか けた。幼 い子などは 、籠の 踊りに振り 回さ
れそ うだった。
たい
英夫は暴 れる鯛を 見つける と、睨みつ ける漁 師の目も構わ ず
しっぽ

尻尾 をつかんだ 。
「母さん 、今日はご ちそうが 食べられ るね」
英 夫は漁師に 紙幣をつ かませた 。母の顔の 強張り も解けてい
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った。抑えてきた思いを、一つ一つの声に込めるように言った。
「生きて帰 ってきた んだねえ 」
元吉原村 の郷士だ った近藤 家は、母い との兄 が当主となっ て
いた 。食料事情 が改善す るまで、 いとと英夫 はここ にいるよう
に言われ たが、川崎 の家が焼 け残って いる上に 、二人の 息子の
生死も不明であるため、一日も早く帰りたいと母は考えていた。
川崎に 戻る数日前 、いとと 英夫は屋敷 の先、 砂浜に続く 松林
へと 足を運ん だ。良く晴 れて穏 やかな初秋 の日だっ た。光が い
くらか勢 いを失っ た分、空の 青さに は底なしの 深みがあ った。
母は庭木の下に咲いた浜菊の束を手にしていた。花は小振りで、
ぜつじょうか
とうじょうか
なご
白い舌状 花が黄 色い筒状花を 囲み、 素朴な笑み で心を和 ませて

く れた。
松林の 中に入る と、空を覆 う針状 の葉が屋根 となって 、地面
に はまだら模 様の光 が下りてい た。海か ら寄せて くる風は幹 全
体を揺 らし、土 の上にで きた光の網 を、絶え 間なく瞬 かせてい
る。

こうごう

ここか らは海 のざわめき も枝のお しゃべり に紛れ、白 く輝く
砂の帯が松の枝と地面の間に伸びていた。異界の光のように
神々しく見えた。すると、松林の下は何かということになるが、
そこはこの世とあの世の境であり、一面に霊園が広がっていた 。
多く の墓石は苔 むして、 刻まれた 文字を読む ことが できない。
じょうぶつ
すでに自然の一部となっており、成 仏したはずの御先祖様も、
この 世が懐か しくなると 、この 松林に戻っ てきて、 人には聞 こ
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えない 声で語り 合ってい るのではな いか。
母は近藤家 の墓石 の前にしゃ がんだ。 英夫は松 林の端へ小 走
りで 行き、木桶 に水を汲 んできた 。ここには いとが 五歳の時に
死んだ父 、小学校を 卒業する まで可愛が ってく れた祖父、 顔も
知ら ない曽祖父 と、先祖 代々の人 々が眠って いるの だった。
「子供ン 頃、寂しく なるとよ くここに 来ただよ 。すると 、不思
議と 気持ちが 落ち着くだ 。この 土地に生き てきた人 ン声が、 聞
こえるか らかもしれ んけどな ……」
英 夫は若者ら しく、母 の迷信く さい言い草 を笑っ た。いとは
しゃがん だまま、 首を曲げて こちら を見上げた 。真面目 だが少
々む きになっ た顔をし ている。
「おまえ にはま だ分からんか もしれ んけど。私 はもう、 父さん

や 母さんの死 んだ年 になってし まっただ よ。人間年 取ると、 そ
れほど死 ぬのが 怖くなくな ってくる 。人々の 魂ン中から 生まれ
て 、またそこ に戻っ ていくだけ だから。 生まれて 死ぬってい う
のは、 一人の人 間が多く の魂と、離 れたり一 つになっ たりする
ことなんだよ 」
母は松 林の先 に見える砂 浜の光を 、まぶし そうに目を 細めて
眺めている 。老いる ことで、 人は死と和 解しよ うとするの だろ
うか 。それとも 、亡くな った人々 の声に耳を 傾ける ことで、失
われた命 との一体感 を取り戻 そうとして いるの か。二人の 息子
が戦 死したかも と思い、 心の準備 をしている のかも しれない。
英夫は目 の端がうる んできた 。
後 日分かった ことだが 、英夫の 次兄雅夫は 、その 頃すでにニ
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ューギ ニアで戦 死してい た。昭和十 九年、ク リスマス の晩に逝
ったことが 、せめて もの慰め だった。
「母さん、もう一度、田子ノ浦のうちに帰ろう。そのためにも、
元気 になって… …」
英夫が声 をかけた が、急に 胸を締めつ けられ る気がして 苦し

まぶた

くな った。涙 が出てきそ うにな って、縁起 でもない ことだと 必
死にこら えた。いと はうっす らと目を 開けてい る。もう 瞬きす
る力 もな いのだ ろうか 。見て いるのか、 ただ 瞼 の開 いた隙間
から、英 夫の方を ぼんやり眺 めてい るようでも ある。声 を出す
力は なくなっ ていても 、耳だけ は働いて いるという から、話 か
けるだけ でも、 母を呼び戻す ことが できるかも しれない 。

部 屋の中は 薄暗くな っていた 。いきな り蛍光灯が ついた。 振
り返ると、往診の医師が立っていた。英夫は小声で挨拶すると 、
初 老の医師は 黒いカ バンから聴 診器を取 り出した 。いつの間 に
か、白 衣に着替 えた兄嫁 がいた。と めは近所 の開業医 、杉田医
院で非常勤の 看護婦 として働い ていたの である。
杉田医 師は黒 い眼鏡越し に、冷静 なまなざ しで母の鼓 動を聴
いている。 はだけた 皺だらけ の胸が、熱 で赤み を帯びてい る。
医師 はとめに指 示して、 ブドウ糖 を注射させ た。母 の体温は三
九度二分。八十半ばの老人には、体力的には厳しいはずである。
「心 臓がだいぶ 弱ってい ますね。 もしかする と、今 夜が山かも
しれない 」
開 いていた戸 から、い つの間に か兄の勇夫 や、甥 や姪も入っ
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てきて いた。医 師の落ち 着いた物言 いが、非 情な宣告 のように
響いたが、 下手に安 心させる ようなこと を言う と、誤診だ と訴

ふ

えら れる恐れが あるから だろう。
とめはい ったん部 屋を出で 、氷水にタ オルを 浸した洗面器 を
持っ てきた。し ぼったタ オルで軽 く顔を拭く と、も う一度浸し
て絞り直 し、いとの 額の上に たたんで 置いた。
医 師は周囲に いる家族 を眺め渡 すと、宗教 家が言 うような口
振りで言 った。
「お ばあさん は幸せだよ 。こう して家族に 見守られ ているん だ
から」
その言 葉を聞い た時、英夫 は復員 する前に、 自分が母 に見守

* 末 期、英夫は 予
ら れていたこ とを思い出した。大東亜戦争 七の
科練に志 願しよ うと考えた 。鉄道技 師だった 父勝藏は、 真珠湾

おうしょう

攻 撃の前年に は、す でに病死し ていた。 リューマ チを患って い
たため 、痛みで いつも顔 をしかめて おり、寝 床から母 いとを怒
鳴りつけてい た。
* 戦い、次兄の雅夫はニュー
長 兄 の 勇 夫 は 応 召 し て 北 支 八で
もと
ギニアに送 られてい た。三人 の息子のう ち、母 いとの許に 残っ

たの は、三男の 英夫だけ だった。 その自分が 予科練 に入れば、

七
* 太平洋戦争の旧称
八
* 中国北部の旧称
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母は一 人っきり になって しまう。
本土空襲はまだ始まっていなかったが、昭和十八年五月には、
* 軍 国少年として 育った英
アッ ツ島の守 備隊が玉砕していた 九。
夫は、二 人の兄に続 いて日本 防衛のため に、命 を捧げたい と思

うよ うになって いた。母 にはなか なか言い出 せず、 無断で志願
してしま ったことを わびる間 、いとは 黙ってこ ちらの目 を見て
いた 。
英夫が 顔を上げる と、母は 感情を押し 殺して いるのか、 すぐ

九
* アラスカ州アリューシャン列島に属するアッツ島を占領した日本軍は、再上陸したアメ
リカ軍との激戦の末、二五〇〇名の守備隊の大半が戦死、および自決した。

に 答えようと しなか った。やり きれない 思いが英夫 を襲って い
た。唇を 嚙んで こらえてい ると、い とはたし なめる口調 で言っ
た。
「おま えが決め たンなら 、しっかり 務めてら っしゃい 」
本心では予科練に行くことに、母は反対だったのではないか 。
母はそ のまま口 を閉ざし たが、動揺 の色は見 せなかっ た。英夫
は強がって いた気持 ちが揺ら ぎ、自分の 眼が濡 れてきそう にな
るの を感じた。 母はどう したの？ と問いか けて英 夫の肩に手
を置いた 。掌から温 かみが伝 わってきた 。英夫 は自身を励 まし
て、 目尻に浮か んだ涙を 袖で拭き 取った。
英 夫が予科練 に入隊す るため出 発したのは 、昭和 十九年三月
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末のこ とだった 。その日 は雨こそ降 り出さな かったが 、春の穏
やかな日射 しは注い でこなか った。旧制 神奈川 工業を中退 して
の入 隊だったの で、自分 は先に学 校へ出向き 、校長 や教頭、担
任の教師 に挨拶する ことにな っていた。
「横 浜駅に見送 りに行く からね」
母いとが 玄関先で 手を振っ た。英夫は 振り返 ったものの 、気
恥ず かしい思 いがして、 まとも に顔を見ず に、はい 、とだけ 答
えた。勇 ましい気持 ちにはな らず、不 安ばかり が胸を締 めつけ
てい た。二人 の兄もこん な気持 ちで家を出 たのだろ うか。自 分
の心中を読まれた気がして、わざと胸を張って歩くことにした。
そ の日は川 崎駅まで徒 歩で行 った。商店 街は売る 物がなく な
り、配給 の日を 除けば、開店 休業の ありさまだ った。空 襲によ

る 爆風に備え て、窓 ガラスには テープが 貼られ、防 火用水の バ
ケツは供 出され て、木の桶 が逆さに 積まれて いた。店の 主人の
多 くは召集さ れ、子 供たちは学 校で習う より、工 場で勤労奉 仕
にいそ しんでい た。
生まれ育っ たこの 町も、もし かすると 見納めにな るかもし れ
ない。 板塀から 枝を伸ば した桜は、 まだ咲き そめたば かりだっ
ぜいたく
いんうつ
た。花を見 る贅沢ぐ らいは許 してもらい たかっ た。こんな 陰鬱

は

な日 々がいつま で続くん だろう？
町の表情 には生気 がなかっ た。過去の 記憶し か持たず、消 え
た世 界に思いを 馳せる老 人の顔を している。 本土決 戦を待たず
して、こ の町も、こ こに住む 人たちも 、地上か ら失せて しまう
ので はないか 。この国が 滅びに 向かってい る気がし て、軍歌 を
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口ずさ もうとし たが、胸 がつかえて 声になら なかった 。
学校で挨拶 を終え ると、級友 の多くが 、横浜駅 までついて き
* 、予科 練に入隊す る他校の生 徒で、
た。 東海 道本線の歩廊 十は
身動きも 自由にでき ない有様 だった。景 気をつ けようと、 大太

とてつ

鼓が 鳴らされ、 ラッパの 先導で「 若い血潮の 予科練 の」で始ま
わかわし
る「若鷲 の歌」が、 青年の荒 削りな音 程外れの 合唱で響 いた。
にぎ やかさは 途轍もなく 、若い 力で苦境に 陥ってい る戦況を 、
ひっくり 返してやろ うという 意気がみ なぎり、 入線して きた汽
車も 、あふれ た人を恐れ るよう にそろそろ と進み、 ベルの音 も

十
* プラットホームの旧称

おんぎょく

太 鼓の音 に打ち 消さ れてい た。戦時 下では音 曲を慎 むように
通達され ていた から、入隊 する者を 見送る時 だけは、堂 々とお
祭 り騒ぎをす ること ができた。
英夫は 出発す る時間が気 になった 。機関車 の煙が目に 入って
きて、涙が出 そうに なったが、 勘違いさ れては困 ると、瞬き を
してこ らえた。 母はすで に来ている はずなの だが、ご った返す
人の波に目 が溺れて しまいそ うだった。 このま ま顔を見ず に出
発し てしまうの か。もし かすると 、もう二度 と会え ないかもし
れないの に。これだ けの人が 集まってい るとい うことは、 予科
練に 入隊する仲 間は、横 浜周辺だ けでもかな りの数 となるのだ
ろう。も う戻れない ところま で来てし まった。 それも自 分が選
んだ 道なのだ から。
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鼓舞し ようと する太鼓の 音は、ま すます大 きくなった 。
「おい、吉 野、もう 列車が出 発するぞ」

かっぽうぎ

あき らめかけ て、最後 に歩廊を振 り返った 時、日の 丸を掲げ
て万歳を 繰り返す人 のうねり の中で、黙 ってこ ちらを向い てい
る母 の姿を見つ けた。隣 組の主婦 と一緒に、 割烹着 をまとい、
日の丸の 小旗を手に していた が、その 手は力な く、肩の 上辺り
まで しか上が らなかった 。
英夫は ここにいる ことを知 らせたくて 、母さ んと声を上 げた
くな ったが、 後ろから押 されて ままならな かった。 たまたま 窓
側の席を 見つけて 、すかさず 座り込 むと、窓ガ ラスから 先ほど
母が いた辺り を探した 。
汽車が 走り出す と、煙が車 内に入 り込んでき た。正面 に座っ

て いた軍人に 、窓閉 めろと怒鳴 られた。 謝ってあわ てて閉め た
が、母の 姿はか すんで、ぼ んやりと しか見え なかった。 どんな
顔 をしている んだろ う。汽車が 真横を通 過する時 、やっと母 の
顔が見 えた。不 安そうに 気遣ってお り、日の 丸はもは や動きを
止めていた。
窓越し に英夫 は手を振っ た。気づ いたのだ ろうか。母 は無言
のまま、う なずいて いる。声 を出すこと なく、 心の中で「 行っ
てき ます」と言 った。歩 廊が後ろ に流れてい く。い との姿はま
た、無数 の万歳と日 の丸の渦 の中に呑み 込まれ た。
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じんちゅうせん

神 中 線 十*一が右 折する辺 りで、機関車 の煙で窓の外 が見えな
くなった。 奈良海軍 航空隊予 科練教育航 空隊と 、英夫は配 属先
とな る長い名前 を、かろ うじて思 い出すこと ができ た。
英夫 はいつし か居眠り していた。 兄嫁のと めが背中 に、毛布
をかけて くれたのも 気づいて いたが。 母が苦し げに息を してい
るの も、聞こ えていた気 がする 。もしかす ると、母 との別れ が
さいご
迫ってい るかもしれ ない。最 期の瞬間 までそば にいてあ げたい
と思 いながら 、まともに 見るの が恐ろしく てならな いのだ。

十
*一 現在の相模鉄道本線

英 夫は夢の 中でも、 いとの枕 元に座っ ていた。母 さんと声 を
もうろう
かけたが 、意識 が朦朧とし ているの か、開き かけた目は 宙をさ
ま よっている 。何か 楽しい話で もしてあ げたい、 と思った。
母さん は何が したかった の？ そ うだ、田 子ノ浦の生 家に戻
りたかったん だよね 。元気にな ったら、 一緒につ いていって あ
げるよ 。
瞬きをやめ たよう な母の眼を 見つめて 、英夫は 魂を呼び戻 そ
うと する真剣さ で、声に ならない 声で語りか けた。 松林を抜け
て砂浜に 出たら、知 り合いの 漁師に舟に 乗せて もらおう。 海の
上か ら雪をかぶ った富士 を拝もう ！
母は意識 が戻った のか、瞼 を大きく開 いてい た。首が動 かせ
ない らしいの で、脇から 覗き込 むようにし た。ほら 、母さん 、
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あれが 富士の山 すそだよ 。何て大き さなんだ ろう。川 崎から見
えるのとは 大違いだ ね。松林 の陰から見 え隠れ しているの 、あ
れが 母さんの生 まれたう ちだよ。
いとは涙 を流して いた。流 れ落ちるも のを、 そっとハンカ チ
で拭 いてあげた 。人間は 生まれて から、いろ いろな 経験をして
年を重ね ていくけれ ど、最後 は生まれ た所に帰 っていく んだな
あ。どんな生き方をしても、戻るべき場所は決まっているんだ、
子供の頃 の素直さに ……。
俺 のことが分 かる？ と英夫は 訊いてみた 。いと はまだ遠い
あご
世界を眺 めている のだったが 、微か に顎を動か してうな ずいた
よう に見えた 、という より、見 えたと思 いたかった 。
母の息 が静かに なった気が した。 夢うつつの 状態で、 英夫は

みなもと

奇妙な安らぎに浸されていた。苦しみの 源 から解き放たれて、
心と心が じかに 触れ合って いるよう な。この まま流れて いく時
間 は、止めた ければ いつでも止 められる 。そんな 気がした。 胸
元まで かけられ ていた毛 布は、呼吸 に合わせ て浮沈を 繰り返し
ていたはずだ が、す でに微動さ えしてい なかった 。
「お母 さん！ お母さん ！」
誰かが呼ん でいる 。寝間着姿 のとめだ った。英 夫は目をこ す
った。窓の外は白みがかっていた。兄嫁はいとの脈を確認した。
「何だ、 何だ」
とめ の叫び声 を聞いて 、兄の勇夫 が駆け込 んできた 。見上げ
たとめの 目が潤んで いるのを 見て、兄 は力なく その場に 腰を下
ろし た。
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「楽に 逝けたみ たいだな 」
勇夫の顔は 緊張し て、強張っ たまま動 こうとし ない。英夫 は
あっけ

呆気 にとられて 、まだ自 分が夢の 中にいるよ うな気 がした。立
ち上がっ て窓を開け 放つと、 アブラゼミ がけた たましく鳴 いて
いる 。似つかわ しくない 現実が、 殴り込んで きたか のように、
普段と変 わらぬ朝の 訪れを告 げている 。余りの 騒がしさ に、神
経が 麻痺して しまいそう になる 。
な

す っかり風も 凪いでし まい、軒 先の風鈴も けだる げにぶら下
がってい る。真夏 の強い日射 しが庭 木やブロッ ク塀を覆 い、夜
が明 けてもい まだ夢を 見ている ような、 現実感の喪 失を引き 起
こしてい る。ア ブラゼミが鳴 きやむ と、兄嫁と 姪が台所 ですす

きびき

り 泣く声が聞 こえて きた。
つ や
妻の淑 子にはす でに電話し て、通 夜のための 喪服を持 ってき
てもらうことにした。職場にも連絡して、校長から一週間の忌引
が与え られた。 ただ、夕 方になるま で時間を つぶさな ければな
らない。いっ たん意 識が戻った ように感 じたこと から、祈り が

通じて 助かるの ではない かとも思っ たのだが ……。
いとの顔に は白い 布がかぶせ られてい る。午前 九時の開院 前
に、 杉田医師が 来て、死 亡診断書 を作ってく れるこ とになって
いた。兄 の勇夫とと めは、葬 儀の手はず につい て話し合っ てい
る。
兄嫁が白 いお握り を作って くれていた 。母の 枕元には、 もう
口に すること はないが、 英夫が 食べるのと 同じ大き さの物が 置
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かれて いる。す でに冷た くなった米 は、塩気 が効いて いたし、
粘りけがあっておいしいはずだった。舌ではうまいと感じても 、

し

さ

頭で は味のない 糊を食べ ているよ うな気がし た。
英夫は予 科練に志 願して、 死を覚悟し た時期 から、死とは 何
かに ついて考え てきた。 復員して 川崎に戻っ てきた 頃、示唆的
に感じら れる出来事 があった 。母が寝 てしまっ たあと、 風呂に
入っ て居眠り していると 、不思 議な感覚に 浸されて いった。 眠
っていた なら意識は ないはず だが、脳 の一部は 働いてい たのだ
ろう か。すべ て満たされ ている という感覚 で、遠い 過去から 未
来に至る まで、あ らゆること を熟知 している気 がした。
目 が覚めた 瞬間、冷め た湯の 中で身を震 わせてい た。人間 は
長い歴史 の中で 、ほんの一瞬 を生か されている に過ぎな い。自

分の命が尽きた後、途方もなく長い時間が流れていく。しかも、
再び目覚 めるこ となく。そ れが死な のか。無 限に続く闇 の一瞬
の 光が、与え られた 生の時間で あるのだ 。
永遠に 消滅し てしまうこ とは、知 能を持っ た人間には 耐えが
たい。死の恐怖から逃れるために、残された手立てはあるのか？
死を見つめないこと。現実の中に溺れ、愛欲の中に逃避する 。
しかし、死 が近づい た老人に は、この世 の喜び など、何の 役に
立つ というのか 。死の恐 怖から逃 れるために 、人間 は宗教を創
造したの だろうが、 死の瞬間 というもの は、毎 晩眠るのと 大し
て変 わらない？
英夫は恐 る恐る、 いとの顔 に覆われた 布を外 してみた。 蒲団
に横 たわった 母の顔は、 昨夜と ほとんど異 ならない 、息をし て
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りんじゅう

いない ことを除 いては。 静かに瞼を 閉じてい る。皺に 刻まれて
きた母の年 輪。唇を 心持ち開 いている。 苦しみ から解放さ れた
ため か、微 笑し ている ように も見える。臨 終が大切だと 言わ
れるのは 、死によっ て時間が 停止し、最 期の意 識が永遠に 続く
から かもしれな い。だと したら、 死に顔が安 らかな のは、母が
時間の流 れぬ光の世 界、いわ ゆる極楽 に旅立っ たことを 意味す
るの だろう。
母さん 、と英夫は 呼んでみ た。いとは 変わら ぬ微笑みの 中に
とど まってい る。母はも う苦し むことはな いが、英 夫の声に 応
、こ
、し
、え
、に続いていく。母と語り合え
じること もない。 沈黙がと
るの は、もは や思い出 の中でし かない。 母が旅立っ た日のこ の
顔を、生 きてい る限り脳裏に 焼きつ けておこう と、英夫 は思っ

た。
い との葬儀 を自宅で 終えて、 吉野家の 人々はマイ クロバス で
火葬場 に来た。 英夫は待 合室の畳に あぐらを かいて、 兄勇夫と
らっかせい
差し向かいで ビール を飲んでい た。落花 生を嚙み 砕きながら 、
空きっ 腹に流し 込んでい たおかげで 、ふさい でいた気 分もいく
らか楽にな った。英 夫の娘、 中学に入っ たばか りの美穂も 、今

とが

は泣き顔を晴らして、いとこたちと学校の話などに興じている。
息子の貴志は、高校生のくせにビールをお代わりしようとして 、

たばこ

淑子 にきびしく 咎められ ていた。
の ん べ え
「貴志も 俺と同じ呑 兵衛か」
兄 と苦笑しな がら、煙 草をくわ えてライタ ーで点 火した時、
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脳裏に 先ほど見 た光景が よみがえっ た。火葬 場の炉が 開かれる
と、中は燃 えさかる うなりが 渦巻いてい た。す べてを呑み 込む
恐ろ しい火だ。 母いとの 棺が中に 送り込まれ 、扉が 閉じられる
どきょう
と、短い 読経の後に この部屋 に移ってき たのだ った。
目尻 のうるみ も乾いて 、気分を切 り替えて 談笑して いた。母
が焼かれ ていること を思うと 、居たた まれなく なるので 、ビー
ルを あおって 考えまいと した。
「兄貴、 どうして黙 っている んだ」
勇 夫は英夫よ り十以上 も年上で 、北支の最 前線で 戦って、ソ
ビエト軍 によりシ ベリアに抑 留され た。生死を さまよっ た体験
は、 内地で終 戦を迎え た自分と は、比べ ものになら ないほど 過
酷だった はずだ 。兄も今や六 十半ば で白髪も薄 くなり、 退職し

てからは口数がめっきり減っていた。兄はきっと遠からぬ日に、
今日のよ うに見 送られるこ とを考え ているん だろう。目 と目が
合 うと、口許 に笑み が広がって いく。
「おま えだって 黙ってる じゃないか 」
兄は長らく 見せな かった、人 なつっこ い表情を見 せ、ビー ル
を注い でくれた 。
母さんが元 気なう ちに、田子 ノ浦の家 に連れて ってやれば よ
かっ たと勇夫が 言うので 、同じこ とを考えて いたん だと、英夫
はちょっ ぴりうれし くなった 。できるこ となら 、母の遺骨 は吉
ぼ だ い じ

、る
、さ
、と
、
野家 の菩提寺で はなく、 松林に囲 まれた、先 祖代々 のふ
に埋めて あげたかっ た。
「兄 貴、兄貴 は母さんが 幸せだ ったと思う かい？」
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英夫が 問いか けると、兄 の表情か ら笑みが 消えた。気 難しげ
に目を細め て、じっ とこちら を睨んでい る。
「お まえ、そん なこと口 にするも んじゃない 。幸せ だったと思
えば、母 さんは幸せ なんだよ 。母さんは もはや 、俺たちの 心の
中に しか住んで いないん だから」
準備がで きました と、火葬 場の職員が 呼びに きた。英夫 は大
きく 息を吸っ た。これか ら目に するものは 、すでに 生前のい と
の姿をと どめていな い。白い テーブル の上に、 それは寝 姿のま
ま載 せられて いた。母の 肉体は もはや、ど こにも存 在しない ん
だなと実 感した。 兄の勇夫と 箸で、 母の腕だっ たらしい 骨を挟
んだ 。幼い頃 、俺を抱 いてくれ た腕の。 身内に骨を 拾わせる と
いうのは 、諦め させるためな んだな 。仏の教え というも のは、

もしゅ

かいみょう

いはい

ショックを与えることで、心に区切りをつけさせてくれるんだ。
英夫は 壺の中に 骨を収める と、勇 夫と行列の 手はずに ついて
話 し合っ た。 喪主で ある兄 が戒 名の書かれた位 牌を持ち、骨
壺は英 夫が持つ ことにな った。白磁 の壺は白 木の箱に 収められ
た。胸に抱え られる ほど、母は 小さくな ってしま ったんだな 。
幼い頃 に抱いて くれたの とは反対に 、今日は 俺が胸の 中に抱く
わけか…… 。
職員 から骨壺 の箱を受 け取ると、 英夫は兄 の後ろに 従って、
火葬場へ 送ってきた 車に向か って歩き出 した。 妻の淑子や 子供
たち は、ずっと 後ろに並 んでいた 。箱の中の 壺はま だほんのり
温かかっ た。骨にま でなって も、優し い気遣い をしてく れるの
かと 、英夫は 胸のつかえ がおり ていく気が した。
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記憶はさら にさか のぼってい った…… 。あれは 英夫が小学 五
年を 修了した春 休みだっ た。ラジ オをつける と決ま って聞こえ
てくるのは 、「紀元は二 千六百年」を祝う歌声だ った 十*二。大日
本帝 国は欧米列 強から、 アジア諸 国を解放す るため に、聖なる
戦いをしています。新聞やラジオが流すニュースを疑う心など、
小学 生の英夫 に生じるは ずもな かった。男 の子の遊 びといっ た
らチャン バラで、憧 れの対象 は兵隊さ んだった 。それは 五十半
ばの 父勝藏も 例外ではな く、吉 野家の流儀 はすべて 軍隊調だ っ

十
*二 皇紀二六〇〇年は昭和一五年で、西暦一九四〇年に当たる。

た。
ローマ 数字の柱 時計が朝六 時を告 げると、父 は「起き ろ！」

きゅうじょう

と 大声で号令 をかけ る。十歳近 く年下の 母は台所 に立ち、飯 を
炊いて 味噌汁の 具材を俎 で切ってい る。父の 掛け声に 、勇夫・
雅夫・英夫の 三兄弟 は、すぐさ ま飛び起 きて蒲団 をたたむと 、
宮 城 十* 三に 向 か っ て 最 敬 礼 し 、 次 に 正 座 し て 、 父 に 向 か っ て
朝の挨拶を しなけれ ばならな かった。一 番年下 の英夫は、 冬の
寒い 日などなか なか蒲団 から出ら れず、兄雅 夫に促 されて目を
こすって いると、不 自由な足 を引きずっ た父が 近づいてき て、

十
*三 皇居の旧称
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やまい

いっかつ

「バカ モン！」 の一喝と ともに平手 打ちが待 っていた 。
父勝藏はリ ューマ チが悪化し て、鉄道 技師の職 をすでに退 い

びん

てい た。 病 が ちだっ たの と、自分の自 由にならない体 への怒
りが、つ ねに家族へ と向けら れていた。 五十半 ばの父は、 老人
のよ うに髪が薄 くなり、 鬢には白 い物が混じ ってい た。兄勇夫
に似て口 数は少ない 方だった が、自分 の意にそ ぐわない ことが
ある と、突然 荒々しい声 を上げ た。
父と母 がなぜ結婚 したのか 、英夫には まった く理解でき なか
った 。新聞と 工学の本く らいし か読まず、 短気で何 かと怒鳴 り
散らす父 と、女学 校から家政 学校ま で進み、古 典の素養 や和裁
の腕もあり、もの静かで優しい母がどうして夫婦になったのか。
吉野家 と母の実 家、近藤家 は、数 代前から婚 姻を繰り 返して

い た。血が濃 くなっ て、ほとん ど同じ一 族のようだ った。唯 一
の目的と いうの は、両家の 財産を分 散させな いというこ とで、
母 は家のため に吉野 に嫁がされ たという わけだっ た。
三月も 末にな り、吉野家 の桜も蕾 が膨らん できていた 。長兄
の勇夫はすで に出征 が決まって いた。次 兄の雅夫 は旧制中学 だ
ったか ら、春休 みに入っ ても、野球 部の練習 で登校す る日が多
かった。家 にいるの は父勝藏 と、母のい と、そ れにまだ小 学生
の英 夫だった。
英夫は兄 雅夫のよ うに進学 したかった のだが 、父は息子を 二
人も 、中学に進 学させる 気はない 様子だった 。
「いとの ように、本 ばかり読 んでいる と、お前 は社会で 生きて
いけ ないぞ」
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勝藏は 工業学 校ならとい う条件で 、ようや く進学を認 めてく
れた。どう やら父は 、英夫を 自身と同じ ように 、鉄道技師 にさ
せた いらしかっ た。
「俺の言 うとおりに すればい い。仕事も 俺が南 武鉄道の上 司に
口き いてやるか ら」
午前中は 兄雅夫の 机を借り て勉強し、 お昼ご 飯を終える と、
近所 の友達と 野球をした くなっ た。チャン バラが子 供っぽく 感
じられて 、兄雅夫か ら少しず つ、教え てもらっ ていたか らであ
る。
出かけ ようとする と、父が 寝ている 南の部屋 から声が した。
英夫 はいやな 予感がし て、ぴく っと震え た。しかし 、すぐに 返
事しない と、父 は機嫌を損ね てしま う。

小 走りで日 の差し入 る部屋に 入り、寝 ている父の 枕元に正 座
した。父 は英夫 に体を起こ してくれ と言った 。英夫は身 を乗り
出 すように、 父の左 肩に手を差 し伸べた 。その時 、膝が蒲団 の
上に載 ったのだ が、下に はリューマ チに冒さ れた足が あった。
「バカモーン ！」
父は痛 みにこ らえながら も、出せ る限りの 力で英夫の 頭を叩
いた。英夫 は恐怖に おののい ていた。い つもな ら、母いと が助
けに 来てくれる のだが。
勝藏は額に皺の寄った顔をしかめて、英夫の方を睨んでいる。

男 が泣く のは、親が 死んだ時 ぐらいに し

何と 答えたら良 いか分か らず、目 尻から涙が あふれ てくるのを
感じた。
「泣 く奴があ るか！
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ろ」
英夫は泣く ことさ え許されな い。早く 将棋盤を 持ってこい と

きょうそく

父は命じた。また相手をさせられるのだ。今向かい合えるのは 、
英夫しか いないのだ から。
起 き上が った勝藏は、脇 息 十*四に寄り かかって老眼鏡をかけ
ると、無 言で将棋の 駒を並べ 始めた。 英夫はど こに置け ばいい
のか 、父の駒 を盗み見る ように したが、上 目遣いで 睨まれて い
る気がし て、体が震 えそうに なってし まう。父 は将棋の 規則に
つい て説明す る時にかぎ って、 小声で事務 的な指示 をするみ た

十
*四 ひじ掛けのこと。

い に言う。
「 分 か っ たか 」と 言 わ れた ら 、「 分か りま せ ん 」 とい う 答 え は

ふ

許 されない。
ひしゃ
かくぎょう
飛車と 角 行 のどちらが 左に来 るか？ 飛 車を左に 置いたら 、
父は無言で右 に置き 直した。英 夫は駒の 動かし方 もうろ覚え だ

きょうしゃ

った。だから、一番単純な「歩 」ばかり動かしていた。すると 、
けいま
勝藏は桂馬 を進めて 、英夫の 歩を取った 。桂馬 の動かし方 が分
かっ たので 、斜 め前に 桂馬を 動かすと、父は 香 車を進め て英
夫の桂馬 を取ってし まった。
父の 表情が険 しくなっ てきた。英 夫の指が 動かない ので、勝
藏は咳払 いをして英 夫の銀将 を動かし て、自身 の「歩」 を取ら
せた 。英夫は 何が何だか 分から なくなって しまい、 立て続け に
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「 歩 」を 動 か し た 。「 い いの か、 そ れでい い の か 」と い う 父 の
声は耳に入 っても、 何を意味 するのか分 からな かった。
次の 瞬間、父 は「王手 」と言った 。英夫は わけも分 からず、
王将を後 ろに下げた 。敵陣に 入って「と 金」な った「歩」 が、
英夫 の王将を取 ってしま った。
「 バ カ モ ー ン ！ 何 で おま え は そんな に弱 い ん だ 。『 と 金 』 は

いくさ

二等 兵が一等 兵になった ような ものだぞ。 そんな歩 兵に大将 が
討たれて しまった。 真剣さが 足りない んだ。将 棋は単な る遊戯
では ない 。 戦 をする ため の訓練だ。 それとも、おま えは俺を
バカにし ているの か！」
英 夫は縮み 上がってし まい、 土下座でも するよう に、畳の 上
に頭を擦 りつけ て震えている 。騒ぎ を聞きつけ たのか、 帰宅し

た ばかりの母 が、割 烹着姿で玄 関から小 走りで駆け てきた。 英
しず
夫の横に正座すると、わけも分からず、とにかく勝藏の怒りを鎮
め ようと、一 緒にな って頭を下 げている 。ようや く、勝藏の 怒
りも収 まったか に見えた 。そこでい とは、恐 る恐る顔 を上げて
言った。

しょうこん

「英夫 がまた、 何かやら かしたんで しょうか 」
「こいつは 将棋一つ 、まとも にできない んだ。 だから、今 日と
いう 今日は、性 根を 叩き直して やろうと 思うんだ！ 」
母は下げ ていた頭 を上げる と、口を閉 ざした まま、静かな 目
で父 の顔を眺め ている。 勝藏は内 心を量りか ねてか 、落ち着か
ない様子 で、いとと 英夫の顔 を見比べ ている。
「何 か、何か 言いたいこ とでも あるのか」
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勝藏は 吐き捨 てるように 言ったが 、普段の 威厳のこも った様
子とは違う 。それで も母は口 を閉ざして いる。

げきこう

「言 わないのか 。言って いいと俺 が言ってい るんだ ！」
いとはた めらって いるよう だった。英 夫はか ばってもらい た
い反 面、母が日 頃抑えて きたこと を口にして 、父が 激昂するの
を恐れて いた。母は 英夫の方 を向くと 、正座姿 で背筋を まっす
ぐし たまま言 った。
「英夫が 間違ったこ とをやっ たなら、 厳しく叱 ってくだ さって
結構 です。し かし、私に は分か らないんで す。この 子はあな た
を恐れている。なぜだと思います？ それは自分が何をしても 、
あな たに叱ら れるから です」
「俺だっ て、い つも怒ってる わけじ ゃない」

父 はうつむ くと、不 機嫌そう な顔をし ながら、入 れ歯を嚙 み
しめた。 爪楊枝 で掃除をす ると、続 けろと言 うように、 顎を上
げ て合図した 。
「そう でしょう か。あな たは英夫に 事あるご とにつら く当たっ
てらっしゃる。それは英夫のためだっておっしゃるんでしょ
う？ でも、私 にはどう してもそう 思えない んです。 あなたに
叱られてば かりで、 英夫はあ なたの前で どう振 る舞えばい いか
も分 からないん です。そ れでも、 英夫のため だって おっしゃる
んですか 。私はそう は思わな い。あなた はご自 分の気分が 良く

こぶし

ない から、この 子につら く当たっ てらっしゃ るだけ なんです…
…」
勝 藏は 拳 を 握りし めてい た。腕の震 えが激しくなり、耐 え
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られな くなって 、力任せ に蒲団を叩 いた。次 の瞬間、 激痛が腕
まえかが
を走って、 勝藏は崩 れるよう に前屈みに 倒れた 。いとが助 け起
こそ うとすると 、それを 拒むよう に避け、痛 みの走 る腕で体を
起こした 。

むしば

「そ うだ、おま えは、お まえはい つも正しい 。どう して俺がこ
んなふう になっちま ったのか 。リュー マチはな 、俺の体 ばかり
か心 まで 蝕 ん でし まった んだ。そう だ、こんな父親、 失格だ
よな。お まえらがか わいそう だよ。こ んな俺は 、こんな 俺は、
死ん でしまっ た方がいい んだ！ 」
父はあ ざ笑うよう に叫ぶと 、泣きそ うな顔を しながら 笑い続
けた 。母は凍 りついた 姿で、正 座したま ま動けずに いた。英 夫
は居たた まれな くなって、転 ぶよう に家の外に 飛び出し ていっ

た。
隣 家 の ラ ジオ か らは 、「紀 元 は二 千 六百 年 」 を 祝う 歌 が 聞 こ
え てきた。英 夫は自 分の方こそ 消えてし まいたく なった。母 が
かばっ てくれた ことを喜 ぶよりも、 母が初め て父に口 答えした
ことへの驚き と、結 果的に父の 心が砕け てしまっ たことへの 悲
しみの 方が大き かった。
父勝藏は数 日後、 体調が良い からと言 って、吉 野の本家が あ
る伝 法村に旅立 った。本 当のとこ ろは、母と の仲が 気まずくな
、る
、さ
、と
、の田畑と 、
ったからか。それとも、体調のいいうちに、ふ
大き な富士を目 にしたか ったから かもしれな い。新 学期が始ま
ふほう
って間も なく、川崎 の吉野家 に勝藏の 訃報が届 いた。急 性の心
不全 というこ とだった。
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英夫は涙を ためて いた。生前 の父は畏 怖の対象 でしかなか っ
たの に、亡くな ってはじ めて、父 の鬱屈した 気持ち や、自身の
仕事を継 がせようと していた 思いが理解 できた 気がした。 それ
は英夫自身が、貴志や美穂の父親になってからのことだったが。
勝藏の言 いなりに 見えた母 いとが、実 は父以 上に強い人 間だ
った のは意外 だった。あ の頃、 母は四十半 ばになっ ており、 す
でに顔は 日焼けして 、目尻に は細かい 皺が寄っ ていた。 現在と
比べ て、はる かに早く人 々は老 いていった 。
母のイメージ、まだ英夫が幼児だった頃に見ていた記憶では 、
いと は色白で 鼻や口は 小ぶりだ が、目は しっかり見 開かれて お
かれん
り、利発 な感じ はしても、可 憐な娘 らしさが残 っていた 。英夫

が風邪を引いた時など、おんぶして顔から下は羽織に包み込み、
川崎大師 駅近く の医院まで 連れてい ってくれ た。外は寒 風が吹
き すさんでい ても、 綿の入った 羽織は、 母の体温 のおかげで ぬ
くもり があった 。小走り で急ぐ振動 は英夫の 小さな体 を揺さぶ
り、守られて いるの を肌で感じ ていた。
何でこ んなこ と、考えて いるんだ ろう。母 の葬儀に出 ていた
はずなのに 、と英夫は思った。それとも 、母が亡くなったのは、
ずっ と昔のこと だったの か。八十 半ばで死ん だいと の姿は、ど
んどん若 返っていき 、今では 三十半ばに 戻って いた。衣服 だけ
は、 晩年まで身 につけて いた絣の 着物だった が。た だ、かつて
ろうそく
の母のイ メージは、 蠟燭の炎 のように 揺らいで いる。皺 の消え
た張 りのある 肌は、生き る喜び に震えてい る。引き ずってい た
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足も痛みがないらしく、こちらに向かって微笑みかけているが、
何を言って いるのか 、英夫に もよく聞こ えない 。
母さ ん、母さ んと声を かけたが、 いとには 英夫の気 持ちが分
かるらし く、しきり にうなず いている。 近づこ うとすると 、い
とは 首を横に振 る。前に 進もうと したが、母 との距 離は縮まら
ない。す でに英夫の 体は、よ うやく歩 き始めた 幼児だっ たから
であ る。
いとは ゆっくりと 前に進ん だ。すると 前方に 光の輪が現 れ、
揺ら いだ影の 一つ一つが 人の姿 に変わって いく。武 士が支配 し
ていた時 代の民の ように、男 も女も 粗末な着物 をまとい 、手を
上げ ては肩の 辺りで左 右に振り 、盆踊り の円陣を組 んでいる よ
うだった 。太鼓 を叩いている 者もい ないのに、 手足の動 きはち

ゃ ん と そ ろ っ て い る 。 母 い と も 人 の 輪 に 加 わ り 、 活 動 写 真 十* 五
の上映を 思わせ る、音のな いイメー ジの中の 一人になっ た。不
思 議なことに 、人々 の円陣に近 づこうと する幼児 の自分を、 英
夫の魂 が外側か ら眺めて いた。
あれは何だ ろう、 と英夫は思 った。そ うだ、あれ はご先祖 様
の魂なんだと、心の中でつぶやいた。自分で問うたはずなのに 、
答えがこだ まみたい に返って きた。何で 人々は 輪を描いて いる
のか な……。そ れは時間 が永遠に めぐってい るから さ。時間が
永遠って 、どういう ことだろ う……。動 いてる ことと止ま って

十
*五 映画の旧称
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ること が同じっ てわけ？ もし時間 が存在し ないとし たら、と
思った時だ 。人々の 姿は光の 輪と化した り、も との姿に戻 った
りを 繰り返して 、母の姿 を見失い そうになっ た。
俺は一体 、何を見 ているん だろう。母 の死を 悲しんでいた は
ずな のに、もし かして、 死のうと しているの は…… 。英夫は踏
み出そう として、一 瞬ためら いを感じ た。この まま進ん でいけ
ば、 妻の淑子 や息子の貴 志、娘 の美穂とも 別れなけ ればなら な
い。けれ ども、せっ かく再会 できた母 とここで 別れたら 、もう
永遠 に出会え ない気がし た。母 がご先祖様 の魂に溶 け込んで い
ったよう に、自分 もその中に 身を投 じよう。恐 ろしいと 思った
のは 、自分が 存在する と思うか らだ。そ れもすべて 、宇宙と い
う神が見 ている 夢なのかもし れない 。

英 夫の魂が そう思っ た時、幼 児の姿を した英夫は 、人々の 輪
の中に駆 け込み 、まだ若い 母いとの 腕の中に 抱かれてい た。甘

きとく

＊

い 乳が口の中 に入っ てきた。願 っていた ことがか ない、すべ て
が満た された状 態のまま 、温かい膜 の中に包 まれてい った。英
夫という人間 は、も はや存在し ないこと になった 。

はいけつし ょう

すいせい

吉野英 夫が敗 血 症 のため に危 篤に陥ったのは、一 週間ほど
前のことだった。二十世紀最大の彗星 ヘ
｢ ール ボ
･ッ プ彗星 が
｣、

84
85

こかんせつ

地 球 に 最 接 近 し た 頃 の こ と で あ る 十* 六。 炎 症 を 起 こ し た 股 関 節
に、人工関 節を埋め 込む手術 を受けるた め、横 浜市内の病 院に
入院 したのだが 、まさか そんな大 事に至ると は、英 夫自身も予
想してい なかった。
そこ は東京湾 に面した 総合病院で 、埋め立 てられた 海岸には
人工の砂 浜が敷かれ 、対岸の 島には水 族館をは じめとす るレジ
ャー 施設があ った。自宅 から遠 いこの病院 が選ばれ たのは、 専
門の名医 がいるとい う話を妻 の淑子が 聞きつけ たこと、 日帰り
で遊 びに来た ついでに、 充実し た病院の施 設を見学 して、何 か

十
*六 平成九年、西暦一九九七年のこと。

あ った折には ぜひ世 話になりた い、と本 人が希望し ていたか ら
だった。
人 工関節を 埋め込む 手術は成 功した。 ところが、 英夫は持 病
の糖尿病が悪化していたため、いつまでも傷口がふさがらない。
体力が低下し ていた ことで、耐 性菌に感 染してし まい、発熱 が
続くよ うになっ たのであ る。
ごえんせい
意識レベル が低下 したことに より、誤 嚥性肺炎 を防ぐとい う
名目 で、鼻から カテーテ ルを通し て、胃へ栄 養剤が 流し込まれ
た。しか し、消化機 能はすぐ に働かなく なり、 点滴でブド ウ糖
を血 液に送り込 むしかな くなった 。腎臓機能 も不全 に陥り、透
析によっ て過剰な水 分を抜い ても、す ぐに肺に 水がたま ってし
まい 、その繰 り返しが心 臓にも 負担をかけ ていた。
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医師は 自発的 な呼吸を止 め、機械 による人 工呼吸に切 り替え
ようと提案 したが、 ただでさ え苦しんで きた父 の肉体を、 メス
で傷つけることは忍びないというのが、息子貴志の意見だった。
娘の美穂は一日でも長く、父に生き続けてほしいと願ったが、
喉の 切開が必要 だという 説明を聞 くと、兄の 意見に 従わざるを
得なかっ た。妻の淑 子は、病 院への泊 まり込み が続いて 、過労
のた めに体調 を崩してい た。子 供たちの考 えに異存 はないと の
ことで、 延命治療は 一切行わ ないこと になった 。
危 篤に陥る十 日ほど前 から、英 夫はずっと 眠り続 けていた。
ただ、夢でも見ているようで、閉じた瞼の下で眼球が動いたり 、
時折 薄目を開 けて、天 井の方を ぼんやり 眺めている ので、意 識
こんすい
が戻った と思っ て、美穂が声 をかけ てみても反 応はない 。昏睡

状 態とは断定 できな いが、とて も会話が できる状態 ではなか っ
た。
病 室には最 上階の個 室が当て られてい た。最後の ひととき を
家族だ けで過ご せるよう に、という 病院側の 配慮だっ た。この
施設を選んだ のは間 違いではな かった。 平日の昼 間は淑子が 病
床に寄 り添い、 泊まり込 みは美穂が 行うよう になった 。
かたわ
週末は貴志が付き添うことになった。意識が戻らない父の 傍
らで 何時間も過 ごすのは 、正直に 言うとつら かった 。それより
たん
見ていら れなかった のは、英 夫が痰を詰 まらせ て苦しんで いる
姿だった。すぐにナースステーションに看護婦を呼びに行くと、
苦しむ喉 にチューブ を差し入 れ、空気 圧で吸い 出すのだ が、栄
養失 調で血管 が傷つきや すくな っているの で、痰の 中にしば し
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ば血が 混入する 。
西日が射す 頃にな ると、決ま って発熱 するので 、氷枕をし な
けれ ばならない 。ベッド の横には 患者のため に簞笥 があって、
洗面道具 や着替えの 下着が入 れてあった 。貴志 は簞笥の上 に、
携帯 用のカセッ ト・プレ ーヤーを 置いた。音 楽が右 脳を刺激す
ることで 、リラック ス効果を 与えると ともに、 神経細胞 の再生
を促 す働きが あると、雑 誌か何 かで読んだ ことがあ ったから だ
った。
父 に聞かせよ うと選ん だのは 、
「星に願いを」 When You Wish
だ った。ディ ズニーの アニメ映 画「ピノ キオ」の 主
upon a Star
題歌 で、星に 願いをか ける時、 心を込め て望むなら 願いはき っ
とかなう という 内容で、歌詞 は吹き 込まれてい なかった が、子

ど もの頃を思 い出さ せるメロデ ィーだっ た。父が回 復するか ど
うかは考 えたく なかった。 ただ、苦 しみを少 しでも和ら げてあ
げ たい。夢見 るよう な旋律が流 れ出すと 、酸素マ スクをつけ た
表情が 和らいだ ように見 えた。
だ こ
貴志は父の 左手に 触れてみた 。温かい 。ペン胼胝 の出来て い
る右手 と違って 、こちら の手は色つ やが良か った。爪 の色も淡
いピンク色 をしてい る。貴志 は掌で父の 左手を 包み、指の 間に
自分 の右手を差 し入れた 。そっと 握ってみる 。する と、父の左
手は握り 返してきた 。眠った ままのよう に見え ても、父は 目覚
めて いて、こち らの存在 に気づい てくれてい たのか 。貴志が覗
き込むと、うっすらと開かれた英夫の眼から涙があふれていた。
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翌日の 早朝、 病院から電 話がかか ってきた 。父英夫が 死亡し
たという知 らせだっ た。貴志 は信じられ なかっ た。握り返 して
くれ た感触は、 まだ手の 中に残っ ていたのだ が。受 話器を取っ
た母淑子 の話では、 酸素マス クをはじめ 、腕に つないだ点 滴の
チュ ーブなども 外れてい たそうだ 。深夜の見 回りの 合間に、父
が無意識 で外したら しく、発 見が遅れ たために 、心臓マ ッサー
ジな ども功を 奏さなかっ たとの ことだった 。
お昼前 に一家が到 着した時 、英夫の遺 体はす でに、霊安 室に
移さ れていた 。といって も、陰 気な印象は まったく ない…… 。
大きな窓ガラスの向こうには、青い海にヨットが浮かんでいた。
打ち 寄せるさ ざ波の音 は、ここ からは聞 こえない。 外界と隔 て
られているものの、高級なリゾートホテルの一室のようだった。

天 井の一部が ガラス 張りになっ ていて、 陽の光が部 屋全体に 降
り注いで いた。 ガラス越し に晴れ上 がった春 の空を、悠 々と動
い ていく雲の 動きも 見て取れた 。まるで 屋外で太 陽の恩恵を 受
けてい るようだ った。
ベッドの父 の顔に は、白い布 はかけら れていなか った。息 は
引き取 ったもの の、病院 にいる間は 人間とし て扱い、 快適な時
を過ごせる ようにと いう心遣 いからだっ た。光 に包まれて いる
のを 、全身で感 じられる ように。
英夫には 苦しんだ 様子は見 られなかっ た。一 人の人間が生 を

こうごう

終え て、命の火 が消えた という感 じで、苦痛 に耐え た緊張から
解き放た れ、幸せに 浸されて いるよう だった。 光を浴び ている
姿は 神々しく 感じられ、 父を亡 くした悲し みよりも 、父の周 り
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に漂う安らぎに、貴志も美穂も満たされていたのだった。ただ 、
母の淑子だ けは、ハ ンカチで 涙を拭きな がら、 通夜や葬儀 の日
取り や段取りに 頭を悩ま していた 。
貴志が一 向に涙を 流さない ので、美穂 は不審 に思って問い か
けた 。
「お兄ち ゃんは悲し くないの ？」
「お 父さんの 顔、おまえ はよく 見ていない だろ」
二人の 会話に、我 に返った のか、淑子 はベッ ドの傍らに 近寄
った 。もはや 動くことの ない顔 を、味わう ように眺 めている 。
「両手を 曲げて、 胸の前で合 わせて る。これっ て、赤ち ゃんが
お腹 の中に入 ってる時 の姿だわ 」
母の指 摘によっ て、貴志は 父が生 まれる以前 の世界に 戻って

いった気がした。存在する以前の、苦しみも何もない世界へと。
きっとお ばあち ゃんのお腹 の中で守 られてい た世界へと 。
そこに は海が ある。生命 の源であ る海が。 人は死ぬと 帰って
いくのだ。祖 母いと も、またそ の母、と きの海に 戻っていっ た
……
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あとが き
時間 という観 点から、 小説を二種 類に分け た場合、 現在進行
中の話と 、過去を回 想する話 になるが。 ダイナ ミックな展 開で
読み 手を引きつ けるのは 前者であ る。一方、 詩的な イメージや
思索的な 内容は、回 想する者 の目が感 じられる ため、静 的な印
象を 与える。 作品の価値 という 点では、必 ずしも後 者が劣る わ
けではな いが。
ス ティーヴン ソンが作 品の欠点 を指摘する と、素 人の書き手
き む ら き
は実際に あったこ とだから、 と弁解 したという 逸話を、 木村毅
が『 小説研究 十六講』 の中で紹 介してい る。実在の 人物をモ デ
ルにする 場合、 内容は現実の 裏付け があるため に、生き 生きと

描 けたと思っ てしま いがちだが 、それは 実際の文章 から得た 印
象でなく 、書き 手自身が体 験したこ とを記憶 しているか らであ
る 。また、素 材の事 実を偏重す るあまり 、作品と してはいび つ
な筋書 きとなっ ていても 、それに気 づかない こともあ る。
書き手が自 伝的な 内容を書く 難しさが そこにある 。客観的 に
扱うこ とが容易 ではない のである。 その弊害 を少しで も減らそ
うと、登場 人物には モデルと は異なる名 前をつ け、舞台設 定や
年代 をずらした りする。 それはモ デルとなっ た人物 のプライバ
シーを保 護するより も、素材 からの束縛 から自 由になりた いと
いう 意図からさ れること なのであ る。
描かれる 内容を熟 知してい ると、書き 手は細 かな描写が 煩わ
しくなり、突飛な展開を簡潔な文章で済ましてしまったりする。
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読み手 はより多 くの想像 力で、不十 分な描写 を補完し なければ
ならなくな る。芥川 龍之介の 「歯車」な どは、 死を直前に 控え
た者 が放つ鬼気 迫る雰囲 気が、そ うした欠点 を感じ させなくし
ているが 、読み手に は決して 読みやすく 書かれ てはいない ので
ある 。
今回「海に帰る日」として描いたモデルは、言うまでもなく、
僕の 父から見 た祖母の姿 である 。ただし、 そのまま 時間の流 れ
に沿って 書くのでは 、余りに 単純な作 りになっ てしまう ので、
祖母 の死を見 つめる父の 目が、 実は過去を 回想して いたのだ と
いうトリ ックを仕 掛けた。途 中から 父の記憶が 、時間を 遡行し
て展 開してい くのが、 それを暗 示してい るように書 いたつも り
である。

時 間の遡行 というス タイルは 、キュー バの作家カ ルペンテ ィ
エールの 「種へ の旅」から ヒントを 得たが、 父の亡くな った姿
が 、胎児の姿 を連想 させたとい う印象が 元になっ ている。祖 母
が亡く なったの は、昭和 五三年（一 九七八） で父が亡 くなった
のが平成九年 （一九 九七）だか ら、描か れた時代 の描写がピ ン
と来な かったか もしれな い。多摩川 の堤防の 外側に、 在日朝鮮
人の小屋が 建ってい たり、東 海道本線の トイレ に入ると、 便器
から 線路が見え て、走り ながら糞 便をまき散 らして いたという
のも事実 である。
この 作品のテ ーマは何 かと問われ れば、老 いと死を いかに受
け容れる かというこ とである 。僕自身 も人生の 三分の二 は生き
てし まったわ けだから、 遠から ぬ日に直面 する問題 である。
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二〇一四年 四月五 日
髙野 敦志
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