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     触れる 

                               畠山 拓 

          一 

 恭子は思わずぞっとした。同時に悔恨と悲しみが湧き上がる。可愛らしい子供に触られる。何故、

怯えるの。分からない。心と体が分離しているのだ。どうしてなの。わが子が甘えて抱きついてく

るのに。 

「ママ。ピアノ弾きたい」 

初美は微笑む。小さな指が鍵盤に触れる。 

 強制はしていない。今からピアノを教え込もうとしているわけではない。初美がピアノに興味を

示した。しばらく前から、しきりにピアノを弾きたがる。 

 居間の窓際のピアノに日が差し込んでいる。ピアノの陰が、白いカーペットに伸びている。いつ

ものように母親と娘のふたりきりの時間。静かな住宅街の静かな時間。庭には金木犀や桜の木。も

うすぐ、芽吹くだろう。 

 恭子は友人の和子に打ち明けた。言ってしまったことを悔やんだ。 

「どうしてだろう。自分でもどうしたらよいか分からない」 

「何か原因があるだろうけれど」 

「何があるというの」 

「子供をもったことないもの」 

 和子は結婚の経験はない。和子は堕胎の経験がある。恭子は知っている。何年か以前の事である。 

「異常ね、わたしって」 

「こうは考えられない。貴女は子供を愛し過ぎているのよ。自分を責めているのよ」 

「どういうことなの」 

「愛が足りない。まだ愛し足りない、と恭子は思っている」 

 恭子は友人の和子が少し嫌いになる。和子は核心に触れている。和子の言葉に納得したわけでは

ないが。親友に罪をあぶりだされた心地だ。言わなければよかった。当分、和子には会いたくない。 

 それでも、別れ際に「また、近いうちにあいましょう」と、恭子は言う。 

「今度、彼に紹介してあげる。素敵よ」 

「楽しみにしているわ」 

「手を出さないでよ」 

 ふたりの女は笑いあった。別れを惜しむふりをした。 

「ママ。ピアノを弾きたいの」 

 初美の手が鍵盤に届くように椅子にクッションを重ねる。クッションを二つ重ねて、座らせる。 

 小さな指を一杯に広げて初美はピアノを弾く。澄んだきれいな音色。 

 驚くほど覚えるのが早い。 

「天才かもしれないわよ」 

「それは楽しみだ。無理はさせないほうが良いが」 

夫の祐二は言ったものだ。 

「分かっているわ」 



 窓の外の桜の木が眼に入る。薄緑の芽がもうすぐに現れる。この子の才能のように。壊れそうな、

愛らしい子。恭子は意識的に心の中に言葉を立ち上がらせる。私の分身。 

「もうすぐ咲くのよ。チューリップの花が。きれいな花が。初美にはもう見えているわね」 

 初美は確実に弾いてゆく。歩き始めるのも早かった。童謡の曲を綺麗に弾いてゆく。恭子は庭の

隅に視線を流す。球根を植えた。苦い球根。和子の言葉が苦く甦ってくる。 

 私は初美を愛している。充分に愛しているわ。自分を責めてなどいない。初美に触られて嫌なの

は、驚くから・・・。いや、そうじゃないかも。 

 わが子に触られるのを嫌う自分。心理を分析し、克服しようと恭子は決心する。自分なら出来る

はずだと、確信する。自分の中には自分しか住んでいない。自分は自分を裏切らない。裏切る心が

あれば追い出すだけだ。 

            二 

 約束とも言えなかったろうが、和子は男と一緒に現れた。恭子に話していた岡田哲夫という男だ

った。 

 和子よりいくらか若いように見えた。礼儀正しかったが、冷たい性格に思えた。和子が哲夫を他

人に見せびらかしたい気持ちは分かった。ハンサムな男なのだ。和子は軽薄なところがある。 

 三人はレストランで食事をした。哲夫は巧みにワインを選んだ。和子の話では個人の輸入業者だ

という。何を扱っているのか、までは聞かなかった。 

「恭子の子供、可愛いわよ。利口で」 

「母親に似ているのですね」 

「おふたりは、結婚するのでしょう」 

 和子の意味ありげな哲夫を見る視線に気づいた。キューピットになるつもりは無い。初美を話題

にされたくない。和子ならこの場で秘密を暴露するかもしれない。わが子に触れられることを恐れ

ている事を。話題にされたくない。 

「私には何を考えているか。分からないわ。哲夫。マザコンだから」 

「何を言うのだ。恭子さんが本気にするじゃないか」 

 哲夫は和子の言葉に苦笑いをした。恭子に見せるための苦笑いだ。 

 食事の途中に恭子は哲夫の視線を意識する。食事がぎこちなくなった。和子に気づかれることは

無いだろうが。 

「子供にとって母親は永遠だ」 

 哲夫は最近、観たという映画の話をした。「ダージリン急行」と言う映画だ。哲夫は和子が言い

放った「マザコンだから」という汚名から逃れたいのだ。二人がどんな関係なのか、恭子にはどう

でも良いことだった。 

 デザートが終わり、コーヒーのお変わりも済んだところで、和子は手洗いに立った。恭子も一緒

に席を立つべきか、と思った。哲夫を避けていると思われたくない。和子を少しやきもきさせたい。

意地悪な気持ちが湧く。 

「面白いものも扱っていますよ。おもちゃもあります」 

 哲夫は名刺を取り出した。 

「よかったら、何時でも連絡ください」 

「ありがとう」 

 恭子は携帯電話を取り出して、番号を知らせた。哲夫も取り出して、登録しあった。和子が唇を



赤く光らせて、戻ってきた。ボーイが伝票をテーブルに持ってきた。 

「楽しかったわ。また、ご一緒しましょうよ」と、和子は言った。 

           三 

 娘の初美を抱きしめる。初美から抱きつかれるのは嫌だ。何時からなのか。思い出すことが出来

ない。よちよち歩きするようになってからだろうか。歩き始めた初美の危なっかしい歩行。今にも

倒れそうだ。見えない天使が、初美の小さな体を支えている。 

 娘の初美に悟られないよう気遣う。母親から拒否されたと、幼い心が感じたら。とても耐えられ

ない。罪悪感で体が冷たくなる。 

 外出のときは気が楽だ。ベビーカーを使うから。 

 座らせて、ベルトでとめてしまえば、良い。突然、抱きつかれる不安は無い。 

「ママ、どこへ行くの」 

「お出かけよ。買い物をしましょう」 

「お菓子が欲しい。ママ、お菓子を買って」 

 少し肌寒い。初美を充分温かくしている。恭子は自分もコートを羽織る。夫が誕生祝いに買って

くれたものだ。少し高価なコート。気にいっている。 

 公園に行こう。近所のスーパーで買い物をしよう。道々、気が変わった。少し遠くに行ってみよ

う。恭子は行き先をデパートに変えた。初美は電車が大好きである。窓に流れる風景がお気に入り

だ。 

 真昼の駅は込み合ってはいない。困った。エスカレーターが点検修理中だった。ベビーカーから

初美を降ろし、たたんで、右手に小さな手を、左手にベビーカーを抱えて階段を下りる。 

 階段の金属の手すりを幼い初美は上手くつかむことは出来ない。つかんで欲しくはない。不潔な

気がする。 

 丸い金属の手すりの端に、金属の小さなプレートが貼り付けられている。盲人用の点字表示であ

る。 

「ママ、これは何」 

 目ざとく、金属表面の小さな星座を見つけた。不思議な模様。指に触れると微かなささやきが聞

こえてくる。 

「文字なのよ。眼の見えない人が迷子にならないように」 

「迷子になるの」 

「初美も迷子になっちゃ嫌よ。ママと一緒よ」 

 初美を握る手に力がこもる。階段から転げ落ちないように注意する。 

 恭子は大学生だった頃、点字翻訳のボランティア活動の経験があった。町の健康福祉センターで

点字翻訳をした。 

 恭子は点字が読める。点字は目で読む文字と同じかと言えば、同じではない。自分が読む点字が

彼らと同じ感覚で判読できているかは、判らないことだ。 

 電車内は空いている。座席を確保することが出来る。空席が目立っている。初美を座席に座らせ

る。 

 恭子は従兄弟の事を思い出す。もう、何年もあっていない。彼は全盲の青年だった。恭子が点字

翻訳のボランティアをしたのも従兄弟の存在があったから。 

彼から愛されていると感じていた。何故、結婚しなかったのか。 



 最後に会ったのは、結婚式のとき。披露宴の会場だった。手を握った。笑い顔を向け合って、握

手した。 

「ママ、あれは何なの」 

 初美が車窓に流れる風景のひとつに興味を示す。恭子は我に返って、初美の頭をなでながら、答

える。 

           四 

 一ヶ月ほどたった頃、岡田哲夫から電話があった。 

「一度お会いしましょう」 

 哲夫の声は屈託無かった。 

「子供が小さいものですから、なかなか家から出られません」 

「この間は出られましたね」 

「めったに出られません。無理です」 

 恭子は拒んだ。 

「それでは、出られるように工夫してください。また電話します」 

 岡田哲夫はやっと、電話を切った。 

 しばらくして、再び哲夫から電話があった。 

「何か、お話でもあるのですか。和子のこととか」 

「実はそうです」 

結局、恭子が折れた。恭子は哲夫と会う約束をした。 

 デパートの喫茶室に岡田哲夫が現れた。哲夫はお洒落な男だった。胸のポケットチーフや首のス

カーフは趣味の良いものだった。腕には高級ブランドの時計。 

「和子と別れたいのです」 

「別れたら良いわ。それはおふたりの事でしょう」 

 母親に初美を預けて出てきている。気を使って。そんなにしてまで、出かけることは無かった。

恭子は後悔していた。付き合いも無い男の相談に乗ってあげる義務は無い。  

「婚約していましたから。厄介です」 

「慰謝料でも沢山、支払ったら。失礼ですが岡田さんお金持ちそうですから」 

「それで、済みますか」 

 恭子はすぐにでも、立ち上がりたくなった。お茶代の小銭をテーブルにおいて。そうはしなかっ

た。眉をひそめた。男の顔を見つめた。男の顔は少しも苦しそうではなかった。和子と哲夫は似合

っているように思える。ふたりとも、したたかな人間だ。猛獣のような夫婦になるだろう。哲夫は

その危険に気づいたのか。 

「和子は良い女です。何故、別れようと思われるの」 

「貴女の所為です。貴女が現れたから」 

 恭子は立ち上がって、喫茶店を出た。 

「今の言葉は聞かなかったことにします」 

 岡田哲夫は後を追ってこなかった。 

 和子から恭子に電話があった。和子は取り乱していた。電話の向こうで、泣いていた。すすり泣

きながら、恭子に訴えるのだった。 

岡田哲夫から別れを切り出されたのだ。嘆き、怒り、悲しむ。和子のむき出しの感情に押し倒さ



れそうだった。 

 恭子は不安になった。まさか哲夫は言わなかったろう。自分の名前を出さなかったか。知られた

ら和子との友情もお仕舞だ。罪も無い自分が和子に恨まれる。哲夫はそこまで無分別では無いだろ

う。哲夫の真意は分からない。 

           五 

 恭子は和子に会った。会いたくは無かったが会わずにいられなかった。和子は電話で取り乱して

いた。恭子も混乱していた。哲夫の言葉によって。和子の泣き声によって。 

 私の所為ではないわ。哲夫の言葉を心の中で何度も押し返した。岡田哲夫は私のせいで和子を捨

てようとしているのか。そんな、はずは無い。自分と哲夫は何の関係も無い。他人同士だ。一度、

和子を交えて食事しただけ。もしもそうなら言いがかりのようなものだ。 

 和子が心配だった。哲夫の正体も知りたかった。 

「岡田さんとは結婚の約束をしていたのでしょう。原因は何なの」 

「解らないわ。突然別れると言い出したの」 

「何があったの」 

「哲夫は好きな人が出来た、と言うの」 

「誰なの。好きな人って」 

「解らないわ。何も言わないもの。それきり、会おうとはしないの」 

「酷い話だわ。本当に女が出来たのかしら」 

「私もそれ以外は考えられないけれど」 

 涙ぐむ和子を見詰めながら、恭子はほっとしていた。哲夫の口から自分の名前は出ていない。哲

夫の新しい女は自分ではない。自分のはずはない。 

 触れても居ない女の存在で婚約者を捨てる男が居るだろうか。いないとも限らない。居るとは考

えにくい。 

 和子と哲夫の間に、もともと問題があった。何かのきっかけで噴出したのだ。エキセントリック

なことを言う男だ。婚約者の和子とギクシャクしても不思議はない。 

「女をさがさなくては。本当に居るとしたら。私には考えられないけれど」 

「納得できない。新しい女がいようが、いまいが。婚約を破棄される覚えはないわ」 

「それは、そうだけれど」 

 恭子はあることに気づいた。ぞっとした。自分が和子に残酷になっている。何故、残酷なのか解

らなかった。何が残酷なのかも曖昧だ。恭子は自分自身に残酷になっているのかもしれなかった。 

「私が岡田哲夫を呼び出して会うわ。和子はそこに現れなさい。彼を捕まえることが出来る。きち

んと話を付けたら」 

 万一、哲夫の口から「恭子」という名前が出るかもしれない。和子との友情もお仕舞いである。

どのように言い訳をしても、和子を傷つけることになる。自分自身も傷つく。そんな事を言い出す

自分を恭子は理解できなかった。 

「私は哲夫と上手くいっていた。愛し合っていたわ。それがある日突然、愛していないといわれた」 

「不可解なことね」 

「私は彼がふざけていると思った。悪戯だと感じていたわ。私は哲夫の胸に飛び込んで、抱きしめ

ようとしたの。そうしたら、哲夫は言ったのよ。触るな。触るな、と言ったのよ。その声は怖かっ

た。冷たかった」 



 和子の目から新しい涙がこぼれた。 

           六 

満開の桜の花に人が集まっていた。 

川沿いの公園は昼休みの人で溢れていた。 

桜の花が業火のように人々の頭上を圧している。 

 恭子はベビーカーに初美を乗せていた。人混みで迷子になることを恐れた。遠くに出かけるとき

の習慣だ。 

「桜の花を見ましょう。一寸でも」 

 強引に岡田哲夫に誘われて、出かける気になった。 

 哲夫は紺の背広を着ていた。お洒落である。遠くから長身の姿はわかった。 

 ベビーカーを押して公園の小道を哲夫と並んで歩く。 

「和子とは別れたよ」 

「そうですか」 

 二人が別れたことは和子から、恭子はすでに聞いていた。自分の名前は出なかったことは幸いだ

った。濡れ衣なのだ。哲夫の心変わりに自分は責任がない。勝手に疑われたら迷惑だ。 

「和子のことは心配したけど」 

「和子は強い人間よ」 

「そうでよかった」 

「岡田さんは身勝手な方ね」 

「それは、貴女に会ったからです」 

「それが、身勝手と言うのでしょう。私は岡田さんとは何の関係もありません。そんな事をおっし

ゃられては迷惑です」 

 初美は幼くて大人の会話は理解できないだろう。幼くとも雰囲気は感じることが出来る。恭子は

口調が厳しくならないように気を配った。なるべく小さな声で話した。哲夫も穏やかな口調だった。 

「桜の花の下を貴女と歩きたかった」 

「望みが叶ったでしょう」 

 恭子は突き放すように言った。 

「もうひとつ、御願いがあるのです」 

「もう、お聞きするわけにはいきません」 

「これを、和子に返して欲しい」 

「和子からのプレゼントなの。ご自分でお返しになったら」 

「恭子さんから返して欲しい」 

 哲夫の使いなどしたら、哲夫と会ったことが和子に知られる。和子を裏切ることなのだ。哲夫は

そうしろと恭子に言っているのだ。 

 哲夫から無理に手渡された包みは羽根のように軽かった。 

          七 

 桜が散った。 

「お母さん、初美を御願いできますか」 

 恭子は母親に電話した。 

「またなの。この頃、外出が多いのね。何かあるの」 



 母親にそういわれ、あらかじめ言い訳を考えていたけれど、恭子は動揺した。絵を習い始めてい

ることにしていた。近所のアトリエに通っていると。 

 岡田哲夫との関係が出来、情事を重ねるようになって、三ヶ月になる。会いたいのに初美が居る

のでままならない。夫は何も気づいていない。仕事で夜も遅く、育児も妻にまかせっきりなのだ。 

 二週間ぶりに哲夫と会うことが出来る。初美はお洒落して出かける。新しいものを着ける。哲夫

の好みのものだ。 

 家計は全て任されているので、少しの小遣いには不自由はしていない。タクシーを拾い目的のホ

テルのラウンジに急ぐ。初美を母に預けるのに手間取った。初美が一寸ぐずったのだ。 

 約束の時間を過ぎている。恭子はタクシードライバーに思わず「急いでください」と、言った。 

 哲夫はむっつりとした表情でラウンジのソファーに沈み込んでいた。普段から笑顔が多い人間で

はない。恭子は詫びた。 

 食事の後部屋に入る。部屋に入ると恭子はすぐに抱きすくめられる。足が床から離れる。哲夫が

恭子の服を一枚一枚脱がせる。目を瞑って、哲夫の手の感触と息遣いを感じる。唇も舌も。恭子を

襲う風のようである。 

 素裸で明るいベッドに転がされると、生贄のような気がする。白い祭壇に奉げられていると感じ

る。 

 目を瞑って、横たわっている恭子の体に鳥の羽の扇子が軽く触れてくる。幾度か経験した儀式だ

った。 

 羽根が緩やかな風のように首筋から背中へと滑ってゆく。全身の神経が歌いだし、苦痛と快感が

入り混じって噴出してくる。新しい快感を恭子は哲夫によって知った。羽根は生きている。白い肌

をすべる。 

 羽根の愛撫は限りなく続くように思われる。 

やがて、恭子の口からため息が漏れる。 

「まだ、帰らなくて良いの」と、恭子は言う。ゆっくりできることを哲夫に知ってもらいたいのだ。 

「それなら、飲んで帰ろうか」 

「このままがいいの。ルームサービスでは駄目」 

 恭子と哲夫はベッドでワインを飲む。 

 哲夫は初美の写真を見て言う。携帯で撮ったものだ。小さな画面の中に花のように微笑んでいる

幼女。 

「可愛いでしょう」 

「可愛いね」 

「でも、初美に触られるのが嫌いなの」 

 哲夫は「分からないな、どうして」と、言う目で恭子を見つめて笑った。 

「何故か、自分でも解らないわ」 

          八 

夏の陽光を浴びて、沈丁花の香りが強く流れていた。 

 家の中は明るい日差しに溢れていた。エアコンの冷気が室温を快適にしている。キッチンのテー

ブルに恭子は一人だ。隣室に初美が眠っている。テレビの音もなく部屋は静かだ。 

 住宅街を流して歩いている、物干し竿売りの売り声が微かに聞こえてくる。何だか眠くなりそう

だ。 



 恭子はテーブルに投げ出すように置いた手紙をもう一度、手に取る。 

 短い手紙は一字一句、記憶してしまった。和子からの手紙。航空便だった。和子はニューヨーク

に居る。しばらくは向こうに住むのだという。 

 哲夫との関係を和子に知られた。和子はもう、哲夫との事は終わったことだと言う。恭子との友

情も終わったと言ってきた。 

 当然だと考えた。友人を裏切ったのだ。夫も裏切ったのだ。罰は甘んじて受けなければならない。

夫も疑いだしている。騙し通す事は出来ないだろう。自分から告白すべきか。それとも黙ったまま、

哲夫との関係を終わらせるべきか。 

 たとえ、離婚しても哲夫と結婚するのは無理だ。哲夫は結婚にむかない男だ。和子のようにいつ

捨てられるか知れない。幼い子供を抱えて生きていかなくてはならない。初美に苦労をさせられな

い。 

 哲夫を忘れられるだろうか。哲夫との時間を葬ることが出来るか、恭子にはわからなかった。 

 このままではいずれ、夫に知られてしまう。祐二は離婚すると言うだろうか。それとも言わない

だろうか。娘の初美を愛している。離婚もせず、自分を裏切った妻と暮らしてゆく。憎みながら。

夫は何も悪くないのだ。裏切ったのは自分なのに、罪のない人間を苦しめる。告白したからと言っ

て、許されることなのか。平気な顔をして今まで通り暮らして良いものか。そんな自分を許せるの

か。別れ話を切り出したら、哲夫は逆上すかもしれない。夫に言うかも知れない。離婚させようと

画策するかもしれない。 

 まとまりのない思いが恭子の心に吹き荒れていた。穏やかな昼下がりの時間である。  

 恭子は立ち上がり、流し台で和子の手紙を燃やした。万一を考えたのだ。「和子、御免なさい、

いまさら手遅れだけれど、もう哲夫には会わないわ」と、呟いた。手紙はあっけなく燃えた。 

 恭子は隣室にもどり、目覚めかかって、ぐずっている初美を優しく抱き上げた。初美はすすり泣

きながら、恭子に抱きついてきた。 

 恭子はいつものような感覚には襲われなかった。初美の感触が愛おしく、涙が溢れてきた。幼児

の初美は「ママ」と言って甘えた。 

 

                                  了 

                                                 


