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      蜘蛛の巣が揺れる 

                              畠山 拓 

           一 

 久美はスナック「加奈子」のドアを開ける。 

木製の急な階段をのぼって、木製の古びたドアを押す。 

「忙しそうね。疲れているの。顔色が悪いわよ」 

 加奈子は少女のころからの親友に遠慮の無い物言いをする。 

「少し参っているわ」 

「自分の身は自分で守らなくちゃだめよ。会社は面倒を見てくれないわよ」 

 久美も良く分かっていた。病気になって倒れでもしたら、会社から放り出される。毎日深夜まで働

いて、がんばっているのに。 

「まだでしょう。焼きうどんでも作りましょうか」  

 久美は急に空腹をおぼえる。 

 カウンターの奥で加奈子は手早く調理している。均整の取れた後ろ姿は美しい。通いつめる客も多

い。加奈子には男はいないようだが。 

久美のためにとってあるワインを添えて、湯気の立つ焼うどん。店には客は誰もいない。 

「ああ、美味しい」 

 久美は熱いうどんを口に転がしながら、思わず言った。 

加奈子はドアを出ていく。階下の路上に出してある、店の明りを消しに行ったのだ。閉店にする。 

 階段に靴音が響いた。加奈子が男と一緒に戻ってきた。階下で客と会ったらしい。 

 男はカウンターの隅、久美と離れた止り木に腰を下ろした。背広姿だった。久美が始めて見る客だ。 

 加奈子が男の注文も聞かずにブランデーを出した。なじみの客なのだ。 

久美は気づかぬ風に食事を続けた。急に満腹感を覚えた。かすかに緊張している自分を感じた。 

 男の名は西川晃一。久美と晃一はその後、何度か「加奈子」で出会って、親しくなった。親しくな

ったとはいえ、スナックの中だけのことだ。顔見知りの客同士としてのことだ。 

 ある夜、客たちがつぎつぎと入れ替わっていたが、ふと晃一と久美だけになった。何時もより酔い

が回って、久美は賑やかになっていた。 

「ヨットに乗りませんか」 

 晃一は加奈子と久美をヨットに誘った。電子部品メーカーの技術者らしい晃一がヨットを所有して

いる。金持ちなのだろうか。 

 加奈子が積極的だったので、久美も行くことに決めた。旅行でもして気分転換をしようと考えてい

た矢先だった。加奈子が一緒ならどこへでも安心して行ける。 

「昔は常連の人がこの上の部屋に泊まったこともあるわよ」 

 スナックの三階に小部屋がある。久美は覗いたことはない。晃一は泊まったことはないだろう。駅

の近くの小さなビルだ。この建物全体がどんな構造になっているのか、久美は考えたこともない。 

「それじゃ。来週、待っていますよ」 

 晃一は最終電車を気にしながら、久美に挨拶して出て行った。 

「こんなに早く帰らなくちゃいけないのね。遠距離通勤は大変ね」 

「飲み過ぎなくて、よいかも」 

「永いの」と、久美は加奈子に聞いた。 

「一年ぐらいかな。いつも一人だけれど」 

「加奈子に気があるのかもね」 

「ひとりが、好きなのよ。気楽だし。私はあまりかまわないから」 

 スナック「加奈子」の店内は落ち着いている。緑のインテリアで統一されていた。白い壁にかなり

の価値の絵画が飾られている。加奈子のコレクションだった。加奈子は近所のマンションに一人暮ら



しだった。店は繁盛しているし、倹約家で頭の良い加奈子はそうとう溜め込んでいるかもしれない。 

「家にいらっしゃいよ。飲みなおしましょう」 

 久美は加奈子の誘いにのる。マンションは徒歩、五分ほどの距離だ。真夜中を過ぎていた。通りに

まだ駅の辺りの賑わいが流れてきていた。 

 加奈子は帰宅途中、寿司屋により、土産を作らせた。家でくつろぎながら、味わいたいのだ。久美

もそれを望んだ。 

 数年前に購入したという、瀟洒なマンションはセキュリティーも良く、設備も整っていた。デザイ

ナーズマンションといわれる建物だった。久美も刺激されて大きなローンを組んで最近手に入れた。

結婚をしないと決めているわけではなかった。今、恋はしていない。魅力的な男は皆、結婚している

ようだ。 

「お店のお客さんと、出かけることはあるの」 

「あるわよ。食事とか観劇ぐらいなら。旅行はしたことはないな」 

「そんな関係になったことは」 

「案外、ずけずけ聞くのね。勿論ないわよ。商売と恋は別物よ」 

「でも、お客は、加奈子を目当てにして来るのでしょう。恋心を抱いて」 

「そうかもね。中にはね」 

「西川晃一さんは信用できると思ったわけね」 

「大丈夫そうね。良い人よ」 

 加奈子は笑みを浮かべた。 

「結婚は考えていないの」 

「いきなり、何。久美の方こそ、どうなのよ」 

            二 

 晃一が車で迎えに来ると言うのを遠慮して、女ふたりは久しぶりに私鉄電車に乗った。 

「駅から遠いのかしら」 

「バスは少ないだろうし、タクシーにしましょう」 

一時間以上もついやして岬から一番近い終点の駅に着いた。ホームに立つと潮の香りが鼻腔を満た

した。 

ふたりは他に乗客の無いバスに乗った。海岸の道路を走る。曇っていて水平線が曖昧だ。 

バス停に降り立つ。海と反対側の崖を削り取った細い路がある。目的の家は道を登ったところにあ

るらしい。途中、段々畑があり、農家があった。この地方はスイカや大根が良く育つらしい。 

登るにしたがい、凪いだ海が眼前に広がる。 

西川晃一の家は大きな二階建ての洋館だった。ペンキの剥げ後が目立つ古い建物だ。裏山の樹木が

屋根にかぶさるように生い茂っている。海辺の湿った空気が溜まっているように感じられた。久美に

は気持ちの良い家ではなかった。 

玄関先のポーチに蜘蛛の巣が張っていた。 

呼び鈴を押して、所在無く蜘蛛の巣を眺めていた。黄色と黒の鮮やかな蜘蛛だ。 

「蜘蛛は苦手だわ。多いのかしら」 

「田舎の自然よ。いいわ、後で西川さんに掃除してもらうから」 

 日中に、しかもスナックと別の場所で会った所為だろうか、西川の印象は違っていた。陰気な洋館

の高窓から差し込む光線の下、西川は冷たい感じがした。 

「よく来てくれましたね」 

 西川晃一は笑顔でふたりの女客を出迎えた。 

「東京から一時間。あっという間よね」と、加奈子は言った。 

 晃一は加奈子を見て、それから久美を見た。 

「美女ふたりの到来だ」 

「しっかり、サービスしていただくわよ。いつもは私が酔っ払いの相手をしているのだから」 

 晃一は声を立てて笑ったけれど、久美には作り笑いのように思えた。 



 居間に案内された。窓から濃い緑の光が差し込んでいた。庭は手入れがされていなくて、雑草が茂

っていた。これでは、蜘蛛の巣が玄関にあるわけだ。 

 居間にふたりの女が入ってきた。 

 ひとりは若い女だった。久美は女が自分より若いと思った。 

晃一に紹介されるまでもなく、若い女は妻だろう。中年の女は妻の母親なのだ。 

ふたりの女はとても似ている。 

「妹の幸恵だよ。それに、母の幸子」 

「よくいらっしゃいました。こんなところに。晃一がいつもお世話様になっております」 

幸子はつやのある綺麗な声をあげた。 

「あら、奥様じゃなかったの」 

 加奈子は少しあけすけな物言いをした。 

「妻は居ないと言ってあるよ」 

「そうだったかしら」と、加奈子は言った。案外とぼけているのかもしれない。 

 親子三人の暮らしなのだ。濃密な雰囲気を久美は納得した。よく見れば晃一と女ふたりは細面の顔

が似ている。 

 夕食には今朝ほど漁師から直接手に入れたカマスのグリル料理や自家栽培のトウモロコシのスープ

などテーブル一杯に並べられた。 

客の女達ふたりも厨房に立つことを申し出たが、「お疲れになっているでしょうから明日から御願

いするわ」と、言う幸子の言葉に引き下がった。 

 上等のワインが食卓に出され、五人は長い時間食事を楽しんだ。晃一は加奈子の店に居るときより

饒舌だった。冗談を飛ばし、客を楽しませようとしている。 

「すてきだわ、こんなに綺麗な土地に住めるなんて。田舎暮らしと都会のビジネスの両方でしょう」

と、加奈子は言う。 

「通勤が面倒だけれど、都会で一人暮らしをする気にはなれないな」 

「思ったより近いわね。朝は通勤用の速い電車もあるでしょう」と、久美は言う。 

             三 

 久美はたくさんの夢を見て目覚めた。目覚めると夢はすべて溶けて消えていた。夢のかすかな湿り

気だけが残っている。 

 初めての寝室。居心地の良い部屋だったけれど、勝手が違っている。微かな違和感はそのためだろ

う。 

 朝日が厚いカーテンの向こうで燃えているらしかった。久美は起き上がり、カーテンを空けた。し

ばらく目のくらみに耐える。新緑の木々が目の前に波立っていた。木々の間から海が見えた。 

 昨夜の食事と同じ快適な朝食だった。晃一のヨットに乗る予定である。久美はヨットを楽しみにし

て、加奈子についてきたのだ。 

 ショートパンツの幸恵はスタイルの良い体を弾ませて、皆の間を動き回っていた。母親の幸子も若

い。とても母親とは見えず、幸恵の姉に見える。 

五人は晃一の運転する車に乗り込み、ヨットハーバーに向かう。 

「実は、ヨットに乗るのがはじめてなの」と、久美は言った。 

「大丈夫。あまりゆれないわよ。海も穏やかだし」 

「昔、父のお供をして釣り船には乗ったけど」 

「クルーザーとまではいかないが、気持ちがいいですよ」と、晃一は言った。 

 ヨットハーバーには何艘ものヨットが停泊しており、久美はエキゾチックな雰囲気を感じた。 

 ヨットは晃一の謙遜とは違って、久美の想像よりも、はるかに大きく、豪華だった。豪華なヨット

を所有できる西川晃一の豊かさが久美の頭をかすめた。田舎の海岸に住み、サラリーマンの晃一は資

産家なのだ。加奈子のスナックに通う様子は普通のサラリーマンにしか見えない。加奈子のスナック

は金持ちが遊ぶようなところではない。小さなスナックだ。 

 色々な趣味の金持ちがいるだろう。地味な酒場が好きな人も居るだろう。久美は思わず、ヨットに



乗り込もうとしている晃一と加奈子の姿を目で追った。二人は親密な関係なのだろうか。晃一は加奈

子を目当てに通いつめているのだろうか。それとも、すでに深い関係なのか。 

「晃一。私のサングラスどこに置いちゃったの」と、幸恵はヨットの上の晃一に向かって怒鳴る。 

「子供のころからああなのですよ。兄に向かって」と、幸子は言い訳をする。 

「仲が良いですね。とっても。私も兄がほしかったわ」 

「久美さん。ご兄弟は」 

「一人、二歳違いの妹がいます」 

「そうですの」と、幸子は優しく微笑む。 

「先日、結婚しました。田舎に行ってきました。田舎に海はないです。山ばかり」 

「山もすてきよ。私は山のほうが好きなのよ」 

 幸子は加奈子より自分のほうに親しく接している様に久美には思えた。母親の幸子は息子の晃一と

加奈子の関係をどう感じているのか。 

「お前のバッグに入っていたよ」と、晃一は幸恵に怒鳴り返していた。 

 出航の準備は晃一と幸恵がおこなった。 

 久美と加奈子と幸恵はデッキの先端に陣取った。湾内は滑らかな青い海面が広がっている。海底の

砂が見えるほどに澄んでいる。こんなに綺麗な入り江ははじめての体験だった。 

 幸子は久美と多く口を利いているようである。勿論、加奈子も幸子も親しげに冗談を交えて話して

いた。クルージングを楽しんでいる。 

 幸子は幸恵と同じく色白で細長い顎をしている。二十歳そこそこで、幸恵を出産したとしても四十

は超えている。幸子は三十歳の加奈子と同い年ほどにしか見えない。 

 晃一と幸子、幸恵の家族の親密さは他人を拒絶するように久美には感じられた。今は、自分も加奈

子もゲストだから、良いようなものだ。たとえば晃一と加奈子が結婚し、家族全員と暮らすようにな

ったら、上手くいくだろうか、と久美は思った。 

             四 

「どう。満足した」と、加奈子は久美に聞いた。 

「先日は、本当にありがとう。楽しかったわ。誘っていただいて」と、久美は加奈子に礼を言った。 

 久美はスナック「加奈子」に顔を出したくはなかったけれど、お礼を言わなければと考えて来たの

だった。 

その夜は客が居なかった。 

「お店で会うのと感じが違うから、驚いたわ」と、久美は晃一の感想を言った。当たりさわりなく言

わなければならない。 

「こっちではまじめなサラリーマン。あっちでは金持ちのプレーボーイというところかな」と、加奈

子は言った。 

 プレーボーイじゃない、真面目な男よ、と久美は心の中で言った。 

「あのクルーザーには驚いたわ」 

「マンションより高いでしょうね」 

「家もすてきね」 

「祖父の時代は別荘だったらしいのよ」 

「古いけれどすてきな建物だわ」 

 加奈子の口から久美が良く知っている有名企業の名前が出た。「そこの、創業者一族なのよ」久美

はもう知っているのだ。 

 加奈子はワイングラスを久美の前に滑らせた。 

「どうしたのよ。忙しかったの」と、加奈子は話題を変えた。 

「そうなの。体調も悪かった。でも、加奈子にお礼も言いたかったし」 

 久美は動揺を加奈子に悟られないよう気をつけた。 

 久美は加奈子に聞いてみたくて仕方なかったが、我慢していた。今夜、「加奈子」に来たのもその

ことが知りたかった。本当に加奈子と晃一は関係がないのだろうか。男と女の付き合いは過去も現在



も無いのだろうか。 

 久美子と加奈子の関係はもはや以前とは変わってしまっている。久美子は加奈子に秘密を持ってし

まったのだ。 

 西川晃一一家とクルージングを楽しんで帰った。その二三日後に久美は晃一から電話をもらった。 

「会いたいのだが」 

「先日はありがとうございました、楽しかったです」 

「今夜、時間がありますか」 

「それなら私にお礼させてください」 

 久美は気に入りのレストランを予約した。晃一に御礼をするつもりだった。 

 西川晃一とはスナック「加奈子」で友人の加奈子を介しての顔見知りということだ。加奈子のお供

のようにして、晃一の家に遊びに行った。クルージングを妹や母親、家族と一緒に楽しんだ。晃一と

二人きりで話したことも無かったし、晃一の人となりは何も知らなかった。 

 久美は大学時代から良くもてた。男からの誘いも多かったし、恋人も何人かはいた。結婚を拒否し

ているわけではないが、そこまでの男は居なかった。仕事に満足している。妹が先に結婚したことも、

気にしていないつもりだった。二年間は恋人が居ない。 

 恋は突然に生まれるものだと久美は思う。久美は晃一と食事をし、話をした。話題はいくらでもあ

った。先日のクルージングの楽しかった話、妹や母の、家族の話。晃一の仕事の話。 

 何を話しても楽しかった。晃一はユーモアのセンスがある。自分はお金に固執するタイプでないと

思っていたけど結婚生活は豊かなほうが良いとも思っていた。子供も豊かな環境で育てたい。男に頼

るだけの女ではない、と考えているが、自分が働いても得られる豊かさは高が知れている。マンショ

ンのローンも数十年残っている。男と同じように働く自信はあるけれど、そうだとしても、理想の生

活には遠いのだ。 

 幸子のような姑や幸恵のような小姑なら同居しても楽しい家庭が造れるだろう。美しい幸恵はすぐ

に結婚するだろう。もし自分が働き続けるとしても、あの海岸の家からなら通勤は可能だ。ふたりだ

けの新居も悪くない。 

 久美は晃一との結婚のイメージをすでに抱いていた。 

 食事をし、ホテルのラウンジで飲み、晃一と抱き合った。自然な流れだった。付き合いは短いにし

ても、スナック「加奈子」では何度も会っている。晃一の家族も知っており、家に宿泊し、食事や遊

びもともにしている。出会いがしらの、愛ではない。 

 急速にそこまで進展した。久美に何の不安も無かった。あるとすれば、加奈子を意識してしまうこ

とだった。 

 晃一の女性関係を久美はまるで知らない。晃一は金持ちでハンサムである。女の抱き方からも女性

経験は多いと感じた。けれど、断定できるほどの経験が自分にはあるのか。久美は自信がなかった。 

 何度目かのベッドで久美は晃一に言うのだった。 

「わたし達のこと、何時、加奈子に言うべき」 

「久美の親友なのだろう。自分で決めたらいいよ」 

「少し悩んでしまうの」 

「僕は口が堅いから、何も言うつもりは無いが」 

「こんなことを聞いても、怒らないで。加奈子とは何も無かったの」 

「何も無いよ」 

 晃一は久美の顔をじっと見つめて言った。からかう様な視線だった。声を立てずに笑った。 

 それで、久美は完全に安心したわけではない。自分と晃一の関係を言わずに加奈子に探りを入れる

手もある。万一、ふたりの関係があったとしたら、自分も加奈子も深く傷ついてしまう。 

 色々考えると、スナック「加奈子」に足を向ける気がしなかった。行かなければ、加奈子が疑問に

思うだろう。晃一との関係に気づくかもしれない。自分から告白するしかない、と久美は考える。 

 二人の関係が単に秘密の恋人なら加奈子に打ち明けなくても良いだろ。晃一と結婚するとなるとそ

うはいかない。加奈子に黙っている事などできるはずはない。加奈子の店で出会い。加奈子と一緒に



ヨット遊びしたのが晃一との付き合いのきっかけなのだから。加奈子は自分に嫉妬するだろうか。 

 黒いしみのような不安は消えなかった。親友だと信じていた加奈子なのに。久美は自己嫌悪を感じ

る。 

             五 

 数ヵ月後、久美の誕生日に西川晃一からプロポーズがあった。 

「幸恵も、母も大賛成だといったよ。久美をふたりとも好きなのだね」と、晃一は言った。 

「私も。妹さんも、お母様もすてきな人だわ」 

「僕はあの家を出ても良いと思っているのだ。二人だけの新婚生活が欲しいね」 

「それなら、私のマンションでもいいわ。狭いけれど」 

 久美は少し赤くなっていった。居間と二部屋の洋間の間取りを狭いと思っていなかったけれど、晃

一の屋敷に比べたのだ。マンションを持っていることが誇りでもあった。無邪気に金持ちの晃一に言

ってしまう、自分が恥ずかしくもあった。そんな自分をかわいいとも感じた。 

「すてきなマンションだからね。いずれ、僕が用意するよ」 

 どんなに感じの良い家族でも、母親と妹の同居はリスクが伴う。生活してみなければ分からないの

だ。晃一と二人だけの住まいなら、自由だ。それが良いに決まっている。仕事も今まで通り無理なく

続けられる。残業が多いからあの海岸からの通勤には無理が生ずるだろう。 

「お母様はどうお思いかしら。幸恵さんには恋人が居るの」 

「あいつは、見かけによらずおくてなのだね。結婚はするだろうし、家を出るだろうけれど、母は寂

しがらないよ。そういう人なのだ。子供たちができたら、母は孫を可愛がるだろうな」 

 久美は晃一のプロポーズを承知した。 

 これ以上、加奈子に黙っている事は出来なかった。 

「今まで、黙っていて御免なさい」 

 義務を果たす。久美はスナック「加奈子」に足を向けた。以前は急な階段をのぼるのも気持ちが弾

んだが、今は陰気な洞窟に入り込むような違和感を覚える。 

「いいのよ。そんなこと気にしないで」 

「プロポーズを受ける決心は一人でするべきだと思ったの」 

「おめでとう。良かったわね」 

 久美には加奈子の言葉が湿っているように感じた。 

「加奈子に相談しようかと悩んだのだけれど」 

「そんな必要はないわ。久美自身のことですもの」 

「お付き合いが短いから、不安でもあるの。自分に嘘はつけないし」 

「念のため興信所を使うのも良いかも」 

 何故、加奈子がそんなことをいうのか。やはり、嫉妬しているのだろうか。晃一の何処に嘘がある

と言うの。久美は加奈子の言葉に傷ついた。 

「それに妹や母親もとても賛成らしい」 

 久美は勝利宣言のように、加奈子に言った。 

「結婚式はいつなの」 

「急いでも三四ヶ月先になるでしょう。新居も決めなくちゃだし」 

「あの家は出るのね」 

「彼がそうしたいというから。私は私のマンションでも、と言ったのだけど」 

 加奈子はふっと笑ったようだった。 

「結婚祝いは何にしようかな。欲しいものがあったら、何でも言ってね」 

「ありがとうございます」 

 客が入ってきたのを潮に、「加奈子」を出た。長居をする気にはなれなかった。告げるだけのこと

は告げてほっとした。わだかまっていたつかえが取れた気がした。万一、晃一と加奈子の間に何かあ

ったにしても、もう関係のないことだ。彼等は彼らで清算しているだろう。結婚相手の過去にこだわ

っても仕方ない。友人に気兼ねしても仕方ない。妄想や取り越し苦労は必要ない。 



 店を出際に振り返った久美の目に加奈子の顔が照明の下に暗く見えた。何時ものように笑っていな

かった。何時も笑っていたのだろうか、と久美は考える。笑っていたのかどうか思い出せない。 

 「加奈子を傷つけていないわね」と、念を押したかった。勿論、そんなことを言ってはならないし、

言えるはずもなかった。 

            六 

 結婚を控えた同僚が上の空になり、仕事のミスをするのを、笑っていた。久美は自分も同じように

結婚を控えてはじめて納得できた。仕事のミスをしたわけではなかったけれど、信じられないほど、

気持ちが上ずっている。仕事と、結婚式の準備に毎日追われていた。家も探したが、とても間に合い

そうもなかった。しばらくは久美のマンションを新婚の新居にすることにした。久美には何の不満も

なかった。 

 久美のマンションは購入して二年しか経っていない。内装のやり直しは必要ない。晃一のベッドや

机を入れるだけで十分だ。それ以上新たに家具の入る広さもない。 

 結婚の準備のひとつ、エステや料理教室にも通う。料理は以前も教室に通ったし、好きなので自信

はあった。身体の魅力にも自信はある。晃一も満足しているのだから。 

 西川幸恵が久美のマンションを突然訪ねてきた。海岸で見た、軽装とは違って、スーツ姿の幸恵は

少し大人びて、凛々しく見えた。 

「すてきね。大人っぽく見えるわ」 

「ありがとう。お姉さんこそエプロンが似合う」 

「うれしいわ。もう、お姉さんと呼んでくれるのね」 

「そうです。何を造っているの。おいしそうな香り」 

「ちょうど良かった。食事していってね」 

「嬉しい。今日は晃一こっちに寄るのですか」 

「ええ。そうだけれど。彼、お母様に言ってきてないのかしら」 

「そうかもしれないわ。兄は最近上の空だから」 

「それじゃ申し訳ないわ。家で用意しているでしょう」 

「晃一は母に連絡しているかも。私は早く外出したから。気にしなくていいの」 

「そうなの。幸恵さん今日は何かあったの」 

「実は、私は仕事を始めたのです」 

 久美は幸恵の言葉が意外だった。同時に服装の理由は分かった。 

「どんな仕事」 

「就職ははじめてなのだけれど、家に居ては彼氏も出来ないし、社会勉強もしたいのよ」 

「幸恵さんは綺麗だからどこに居てももてるでしょ。でも、どんなお仕事に就いたの」 

「生命保険の営業よ」 

 その晩、晃一が久美のマンションに顔を出したのは、だいぶ遅い時間になった。幸恵と一緒に食事

出来なかったら、冷たくなる料理を前に久美はいらいらしなければならないところだった。温かい料

理を幸恵に食べさせたことで、満足しなければならない。それに、家族と仲良くなれるのだ。幸恵は

久美を「お姉さん」と呼んで懐いている。 

 久美は幸恵に勧められるままに生命保険の契約をした。契約は高額だったが、拒めなかった。受取

人は晃一にした。夫になるのだし、この掛け金では晃一に協力してもらえなければ払いきれない金額

だった。 

 それにしても、幸恵のようなお嬢さんがどうして保険の営業をする気になったのか不思議だった。 

             七 

 晃一や晃一の家族とは上手くいっていた。親友の加奈子とはそうではなかった。久美は加奈子に会

うのが苦痛で、店に行っていない。行かなければ加奈子にこだわりを持っている事が知られそうでそ

れも辛かった。 

 加奈子の本心が知りたかった。本心を知るのが怖かった。加奈子と晃一は過去に関係があったのか。

現在はあるのか。万一にも現在はないだろう。久美は晃一を信じていた。以前のことは分からない。 



 加奈子が晃一に好意を持っていたら、自分は加奈子から晃一を奪ったことになる。加奈子に嫉妬さ

れ、恨まれているかもしれない。加奈子にも晃一にも確かめようがなかった。 

「久美。話があるの。明日にでも」と、加奈子からメールがあった。久美は動悸を覚えた。勤務中だ

ったからメールなのか。用件以外、話したくないからか。 

 ついに来たと言う気持ちだった。 

 加奈子はこらえ切れなくなって、自分と晃一の関係を告白する気になったかもしれない。恋人を取

り返す積りなのだろうか。晃一とは婚約している。もう、とっくに勝負はついているはず。加奈子の

話とはなんだろう。ありえないと思いながらも、久美は妄想から逃れられなかった。 

「明日は駄目なの。晃一さんの家に呼ばれている」と、メールを返した。今夜から 

晃一の家を訪ねる約束をしていた。晃一の名前を出さずにメールも出来たのに。単に都合が悪いとメ

ールすることも出来たのに。久美は挑戦するように返信した。 

 久美の加奈子に対する反発心がそう言わせたのだ。案の定、加奈子からのメールは無かった。諦め

たのか。腹を立てているのか。苦いものが久美の心に残った。 

 仕事を早く切り上げた。晃一は昨日から休暇を取っている。今日は一人で電車に乗らなければなら

ない。 

 通勤電車なので、混んでいた。終着駅近くなると、車内は人影が少なくなっていた。地元の人間ら

しい乗客がめだつ。電車は夜を寂しく疾走する。車体が軽くなったため振動が激しい。真っ暗な、窓

の外に海のけはいがしてくる。闇のそこに青く光るものがある。 

 携帯の振動を久美は感じた。思ったとおり晃一からだった。 

「一寸、急用ができて、駅まで迎えにいけない」 

「大丈夫よ。タクシーにするから」 

「駅前に僕の車を置いてある。鍵はバンパーの裏に貼り付けてある。それを使ってくれないか」 

「分かりました。晃一さんはどこに居るの」 

「家の近くだよ。申し訳ないけれど、途中で拾ってくれないか」 

「はい。そうするわ」 

 夜の中にぽっかりと浮かび上がった、人影のない終着駅に着いた。数人の乗客が降り、後ろ姿を見

せ、改札を出ると闇の中に消えた。ひんやりとした潮風が頭上から押しかぶさってくる。いつも、こ

んなに寂しいのだろうか。夜露でしっとりと濡れたような、黒いプラットホームを久美は歩いた。靴

音がひとつだけ響く。 

改札を出る。タクシー乗り場にはタクシーはない。 

 タクシーは使う必要はない。駅前に晃一の車が駐車してあるという。駐車場らしきものはない。闇

を通して見ると、見覚えのある白い車に気がついた。晃一の車らしい。雑草が生えている空き地にと

めてある。 

久美は夜露で足元をぬらしながら近づく。鍵はボンネットの裏にとめてあるらしい。しゃがみ込ん

で裏をまさぐる。嫌な感触だ。ようやく鍵を探す。 

 久美は海岸の曲がりくねった道を岬に向かって走り始めた。途中で自分を拾って、と晃一は言って

いた。晃一はどこに居るのだろう。 

 携帯電話をかけた。通じない。左側に黒い海が広がっている。風はなく夜気が重い。水平線は闇の

中に見えない。海と夜空が繋がって、押し寄せてきそうである。真っ暗な空間に吸い込まれそうだ。 

 通り過ぎたら、どうしよう。久美は不安になる。車をいったん止めて、もう一度電話する。路上の

前後に車の影はない。 

 久美の車のヘッドライトに虫が飛び込んで、消えてゆく。動かないヘッドライトの光芒は虚しく闇

を照らしている。左側は崖らしい。やっと電話に晃一が出た。遠い声に聞こえた。 

「何処にいるの。もうすぐ家に着くわ」 

「もう少し行くと、左に上る道がある。そこを上りきったところを左に走ってくれ」 

「分かるかしら。不安だわ」 

「大丈夫だよ。直ぐそばに居るのだから」 



 車をふたたび走らせる。細い道を登る。海から少しばかり離れたことになる。道は舗装されておら

ず、タイヤはでこぼこ道を噛んでゆく。 

 携帯が鳴った。そばに居るという晃一からだろう。 

月も星もない真っ暗な道だ。 

「久美。どこにいるの」と、声は意外にも加奈子だった。いまさら何を電話してくるの、と久美は思

った。 

「彼の家に向かっているの。明日は会えないわ」 

「久美。聞いて。会って話そうと思ったのだけれど、久美のメール今見たの。観劇に誘われていて気

がつかなかった」 

「そんなに急な話なの」 

「そうなの。久美は騙されているわ」 

「私が、誰に」 

「西川晃一は結婚しているのよ。幸恵は妻よ」 

 久美は思わず笑いたくなった。加奈子の嫉妬心がそこまで言わせるのか。冷静な女と思っていたの

に。次に、体中の血が消えてゆくような寒気に襲われた。車を止めた。闇の中に一人だった。 

「信じられない。よしてよ、酷いわ」 

「以前から変だと思っていた。役所に行って確認したのよ」 

「わかったわ。これから彼に会うから」 

「行かないほうがいいわ。行っちゃ駄目。久美、危ないわ」 

 久美は加奈子の電話を一方的に切った。もうすぐ、晃一に会える。 

 加奈子はそんな嘘をつくだろうか。嘘なら直ぐに露見する。加奈子の名誉や自尊心は潰れる。加奈

子の言葉を信じたくなかった。愛らしい幸恵の顔が浮かんだ。「ありがとう、お姉さん」と言う笑顔。 

 私は生命保険に入っている、と不意に思い出した。幸恵から勧められ、晃一が受取人。 

 携帯が鳴った。晃一からの電話だった。 

「久美の車だとおもう。こっちから見えるよ。そのまま、真っ直ぐに」 

「どこなの。分からないわ。辺りは真っ暗ですもの」 

「懐中電灯を点滅させるよ」 

 闇の中を進む。進むのは怖かった。晃一に逢うのが怖かった。同時に一刻も早く晃一の腕に抱き取

られたかった。 

辺りは、草地か、畑か。無限の荒野。岩山のような気もした。 

前方に明りが見えた。小さな明りが点滅している。安堵と恐怖が同時に久美を襲った。あの、明り

までたどり着けば、晃一がいる。晃一の熱い胸が待っている。私を裏切り、騙し、命を奪おうとする

男が待っている。久美は引き裂かれるように思う。私はどうすればいいの。目の前に何も分からない

真っ暗な時間が待っている。 

点滅する明りの裏に晃一は佇んでいるのか。 

久美は明りの大分手前で車を止めた。車を降りる。 

しっかりと、歩いていって、晃一と向き合おうと決めた。一秒でも晃一の顔を見るのを遅くしたか

った。死から逃れたかった。私は殺されるのだろうか。 

晃一は明りのそばには居なかった。 

明りは低い立ち木に固定されていた。後で分かったことだが、発信機が取り付けられていた。遠隔

で操作出来るのだ。 

もしも、久美が明りの直前まで進んだら、そのまま、崖に転落する地形だった。初めての場所で、

真っ暗だったから久美の技術では転落は避けられなかったろう。数十メートル下には岩礁が待ってい

る。 

久美は呆然と点滅する明りを見つめた。眠いような気がした。この明りに誘われて、眠れたら、い

っそ幸せだろう。何もかも忘れて。 

明りがとりつけられていた枝の下に蜘蛛が巣を張っていた。夜の中でじっと獲物を待っているのだ。 



                                   了 


