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              遠い眠り 

                              畠山 拓 

         一 

 年をとると愚痴が多くなる。思い出話ばかりする。確かにその通りだ。私も例外ではない。気長

に聞いてほしい。私の遠い思い出話を。遠い秘密を。 

 私は二十歳の画学生だった。田舎町から都市の美大に進学した。 

アパートの小さな部屋に暮らしていた。一人暮らしでも孤独は感じなかった。寂しくないわけで

はないが。 

食事から掃除洗濯まで実家の生活とは違い自分でこなさなくてはならない。授業もあり、アルバ

イトもある。忙しかった。母親のありがたさを感じたものだ。父は田舎町の中小企業のサラリーマ

ンだった。家は豊かというわけではなかった。 

家庭教師の仕事を見つけた。小学生に絵を教えるのだ。会社経営の男が、 

息子の情緒教育として絵を習わせたい、という事らしかった。 

私の雇い主である鬼頭隆は塗料会社を経営していた。 

絵を教えるよりも遊び相手になってくれ、と言われた。子供は母親とは死別していた。一人息子

だった。母親代わりなら女子大生を雇えば良いのに。父親の考えは違うらしい。とにかく私は条件

の良いアルバイトを得ることが出来たわけだ。息子は千秋という。 

 鬼頭の幼い息子に絵の才能があるとは思えなかった。千秋は素直で感じの良い子供だった。綺麗

な顔をした寂しげな少年である。母親を亡くしているからなのだと感じた。 

一週間に一度、鬼頭の屋敷に通った。絵を教えるほかに、広い庭でキャッチボールなどをした。

家には通いの家政婦がいた。 

「来週はこの子の誕生日だ。誕生会に来て欲しいのだが、都合はつきますか」と、鬼頭隆に言われ

た。 

「大丈夫です。来られます。喜んで」 

「普段、寂しい思いをさせているから、賑やかにしたい」 

「良いですね。クラスの友達を大勢呼ぶのですね」 

「ホテルでやる。ここでは料理をする者が居ない。彼女の料理はいまひとつだよ」家政婦は料理が

下手らしい。 

 子供の誕生会を贅沢にホテルでやるのだ。ホテルの名前は知っていた。行った事はない。高級ホ

テルで私には縁がないところだった。 

           二 

 金をかければ何でもできるということなのだろうか。小学生の子供の誕生会とは信じられなかっ

た。ホテルの上部階にある高級レストランの個室は贅沢に溢れていた。 

 夜なら下界の都市の明りが、天空の星を逆様に鏡に映したように輝いていたろう。昼なので街は

コンピュータの基盤を連想させた。 

 招待された有名私立学校に通う子供達は皆、操り人形の紳士、淑女だ。行儀よくぎくしゃくと動

いていた。付き添いの親達や、父親の会社関係の人間や、親戚の者たちも、皆金持ちらしい。私が

一度も味わったことのない贅沢な空間なのだ。 

 私の身なりと言えば、ジーンズに古びたセーターだった。画学生の格好としてはこんなものだろ



う。出席者の中で一番貧しい服装であることは確かだった。 

 鬼頭は私を皆に紹介してくれた。私も鬼頭に請われるままに短いスピーチをした。何を言ったの

か忘れてしまった。酒に弱いのに思わず飲んでしまっていたのだ。わけの分からぬことを言って、

恥ずかしかったのを覚えている。 

 千秋は好きだったが、参加者の誰にも好意は抱けなかった。私の抱いた屈辱感は多分、誰の所為

でもなかったろう。ひとりで気持ちが空回りしていたのだ。 

 私は手洗いに立った。大理石の洗面台で顔を洗った。真っ赤な顔が恥ずかしかった。千秋に嫌わ

れてしまう。顔を洗い、ペーパータオルで拭いた。 

 少し気をつけて身動きしていれば、私の現在はなかっただろう。 

 私は大理石の洗面台から離れて歩き出そうとしたとたん、誰かにぶつかってしまった。私が酔っ

ていたのか。老紳士の不注意なのか分からなかった。 

 私がぶつかった老紳士はよろめくと、タイルの壁にもたれた。壁がなかったら転倒していたろう。

強くぶつかったつもりはない。ぶつかった拍子に足がもつれたのだ。 

 私は慌てふためいて、老紳士の体を支えた。 

「御免なさい」 

「大丈夫だ。こちらこそ失礼した」 

 老紳士というほかない男だった。身なりもよく、顔立ちも整っていた。白髪の手入れのよい髪。

高価そうな背広の胸にはポケットチーフが上品だった。 

 老紳士の声が私を魅了した。低く柔らかく知的な響きだった。 

 私は老紳士に魅了されたけれど、はっきり意識したのは、二度目に出会った時である。 

 鬼頭の誕生会も終わり「先生、家に寄ってください」と言う千秋の誘いを断って、皆と別れてホ

テルを出ようとしていた。 

 先ほどの老紳士と会ってしまった。 

「さっきは、失礼しました」 

「助けていただいたのは、私のほうだ」 

 老紳士は綺麗な笑い顔を見せた。恋人にでも見せるような、とろける様な笑顔である。老紳士は

何歳ぐらいだろう。七十歳代に見える。年齢にしては長身のほうだ。私と同じぐらいあった。 

「ぶしつけの様だが、時間があったら少し話しませんか」 

 誘われている、と私は感じた。相手は老人である。美少年趣味の同性愛者なのか。同性愛者とい

う言葉が浮かんだ。私は美少年ではない。見知らぬ男から声をかけられた経験は一度だってない。

詰らないことを考えたのは酔っているせいだ。性のにおいを感じた。 

 私は老紳士に不安と親しみを同時に感じていた。甘い微笑と、親しみをこめた老紳士の申し出に

逆らえなかった。 

 猛然と興味がわいたのだ。正直に言えば、老紳士と連れの女に。女は老紳士の少し後ろに立って

いた。私は老紳士の後ろの女を目の隅に意識していた。連れなのだと分かった。性のにおいを感じ

たのは若い女の所為だろうか。 

 女は老紳士の孫娘ほどの年齢だろう。私と同じぐらいだろう。私が通う大学の女学生にはこんな

雰囲気の女は居ない。若く未熟そうだけれど、同時に洗練されていて大人っぽくも見える。私はお

目にかかったことはないが、高級な水商売の女はこんな感じかもしれない。 

 女は老紳士の家族とは見えなかった。不思議な程ふたりの雰囲気は似合っていた。その若い女は



老紳士の女なのか。 

 老紳士に誘われるままに、ホテルのバーで酒をおごって貰った。 

「学生だね」 

「家庭教師をしている子供の誕生会に呼ばれました」 

「一人暮らしなのだね」 

「はい、そうです」 

 当たり障りのない会話だった。身上調査をされているようにも感じた。私は老紳士と若い女に興

味を持ったが、遠慮して何も聞かなかった。老紳士が私を誘った理由が分からなかった。 

 女は一言も口を利かなかった。老紳士も女に水を向けることはない。女は大人しくしていた。私

の顔を見つめる視線を時々感じたが、視線はかえせなかった。鼓動が激しくなる。美人なのだ。と

ても正視は出来ない。 

「これから三人で遊びに行かないかい」 

 老紳士の誘いに私は逆らわなかった。初めての贅沢な雰囲気の彼らに興味を抱いた。何よりも老

紳士と若い女、ふたりの関係を知りたかった。 

 不安でもあった。老紳士が何故、私を誘うのかまるで見当がつかない。実業家の鬼頭隆は私を息

子の家庭教師に雇った。老紳士の私への興味はその類の事なのだろうか。 

「どうして、私を誘うのですか」と、私は老紳士に聞いた。少し酔っていたので、大胆に聞けた。 

「トイレで知り合ったからだよ」 

 老紳士は子供のように微笑んだ。猿が微笑でいる。 

「くさい仲とでも言うのですか」 

 言ってしまって、後悔した。私は酔ってしまっていた。女にどう思われたのか気になって仕方な

かった。 

「そうかもしれない」 

 私は老紳士にからかわれている気がした。暇をもてあましている金持ちの気まぐれにつき合わさ

れている。経験だから良いだろう。何より私はふたりの正体を知りたかった。ふたりといる時間が

楽しいと感じはじめてもいた。 

 新しい体験が出来る好奇心は十分に満たされたと言えよう。 

 私は高級料亭に初めて入ることが出来た。映画や雑誌などの写真で見たことはある。明るさと暗

さが入り混じった、静寂の空間と言った印象だった。 

 料理は手が込んでいる。何をどう料理したものか、なかなか理解できなかった。私は黙って大人

しくいただいた。 

 老紳士は吉岡龍司といった。名刺を渡されたが、名前と住所、電話番号だけだった。老齢だから

仕事の肩書きは無いのだろう。気ままな隠居暮らしかった。家族は居るのだろうか。この若い女と

暮らしているのか。興味は尽きなかった。 

 私は吉岡龍司が金持ちだと判断した。お抱えの運転手が居るからだった。ホテルから料亭へ、料

亭からマンションへとグレーの外車で移動した。車に興味の無い私には車種は分からなかった。 

 数時間前まで、知りもしなかった人間と酒を飲み、食事をし、自宅にまで招待されているのだ。

奇妙で不思議な体験だった。吉岡龍司が見ず知らずの大学生の若造に贅沢をさせる理由は何かある

というのか。 

 私は快適さに溺れて行くと同時に緊張と不安でいっぱいだった。心のそこから恐怖心のようなも



のがわき上がるようだった。 

 吉岡龍司の優しさと若い女の魅力にのめり込んでいた。私が置かれた奇妙な状況を考えたくなか

った。 

 若い女を「リエ」と、吉岡は呼んでいた。「理恵」という名前なのだろうか。目の光や表情から

して利発で教養のある女に違いない。無口でほとんど話さない。吉岡龍司のそばに大人しく控えて

いる、といった風だった。 

 マンションは何部屋あるのか分からなかった。私は今までにこんなに豪華で広い居間は見たこと

が無かった。居間だけで何十坪あるのだろう。 

             三 

 私は料亭でも大吟醸の酒を頂いた。千秋の誕生会は昼だった。昼からずっと飲んでいる。誕生会、

ホテルのバー、料亭と色々なお酒を飲んでいる。すっかり酔っ払っていた。 

 酔っ払っているのは、理恵も同じらしい。理恵とは初対面だ。初めて酒を飲んだので、普段どの

程度飲むものか知らない。どんな酔い方をするのかも分からない。理恵は酒が好きらしい。 

 吉岡はソファーに沈みこんだ。 

「ゆっくりしたまえ。今、理恵に 何か用意させる」 

「もう結構です。随分、ご馳走になりました」 

 吉岡は私を見ずに放心したようにじっとしている。老人なので急に疲れが出てきたのだろうか。

理恵に何か指図する様子もない。 

 私は突っ立っているのも落ち着かない。失礼な気がしたが許しもないのにソファーに座った。し

ばらくして、理恵がブランデーを出した。 

グラスを二個テーブルに置いた。理恵は飲まないのだろうか。吉岡は黙って、ふたつのグラスに

ブランデーを注いだ。手に取り、私を促して、軽くグラスを挙げ、ぐいと飲んだ。酒が強いのだと

感じた。私も釣られて、飲んだ。 

 頭がぼんやりしてきた。酔いつぶれてはいけない。初対面の人の家でみっともない姿をさらせな

い。そう思いながらもだらしなくなりそうだった。 

 私は眠ったのか。どれだけ時間がたったのか分からない。多分、数分。いや、もっと長かったか

もしれない。気がつくと、吉岡の目がじっと私を覗き込んでいた。鷹か鷲か、猛禽類の目のように

感じた。見たことも無い視線だ。 

「失礼しました。もう帰ります」と、私は驚いて言った。眠りこんだ醜態に慌てていた。 

「これからだよ」と、吉岡は言った。 

「もう晩いと思いますし」 

 私は部屋を見回し、時計を探した。何処にもないようだった。天井からの厚いカーテンは閉めら

れており、窓の外は分からなかった。 

 私はまだぼんやりしていた。酔いが冷めていないのだ。 

「ちょっと、こちらに来てくれませんか」 

 部屋の向こうで吉岡の声がした。 

 居間にはソファーが三箇所に置かれている。ひとつに理恵が横たわり、眠り込んでいた。こんな

にしどけなく美しい女の寝姿を見るのは初めてだった。横たわっている所為か胸や足の線がなまめ

かしく見える。人魚のようだな、と私は唐突に思った。 

「すまないがベッドに運んでくれないか」 



 私は躊躇した。理恵はほっそりとしていたし、大柄でもなかったから、運ぶことは出来るだろう。

躊躇したのはどう抱きかかえればよいのか、分からなかった。背負う方法もある。背負うにしても、

抱きかかえるにしても、尻や胸に触ることになる。そんな事をしていいのだろうか。 

 そうするしかなかった。私は理恵を抱きかかえて、吉岡に指示されるまま寝室に運んだ。寝乱れ

た髪が理恵の顔にかかっている。 

「これに、着替えさせてくれないか」 

 吉岡の手に透明な羽根のようなネクリジェがあった。私に差し出して、理恵の着替えをしろと命

じるのだった。 

 小さな女の子でもない。妻か恋人かの裸体を私が見ても良いと言うのだろうか。途中で理恵が目

覚めたら、どんなに恥ずかしがるか。 

「構わない。やりなさい」 

 服を脱がせ、眠り込んでいる理恵を裸にした。吉岡はブラジャーやパンティーも取れという。理

恵の乳房は白く豊かだった。命じられるままにパンティーも脱がせた。全身白く、生々しさと、作

り物めいた均整があった。 

「どうだね。美しいとおもうかい」 

「はい。そう思います。とても綺麗です」 

 私の声は上ずっているのが分かった。早く、ネグリジェを着せないと、理恵は眼を覚ましてしま

う。私が手を差し出しても、吉岡はネグジェをくれない。 

「早くください。眼を覚まします」 

「大丈夫だよ。君は眺めたくはないのかい」 

 私は黙っていた。 

理恵が私の女だったら、吉岡を殴り倒していたろう。 

「触っても良いのだよ。良い手触りだよ」 

 見るだけではなく、触れと命じられているのだ。吉岡は私の心を見透かしている。強い反撥を感

じた。吉岡から理恵を奪えるのだ、とも感じた。 

 私は震える手を理恵の胸に置いた。暖かいような冷たいような不思議な感触。そんな感触は初め

てだった。 

 理恵の恥毛は薄いと感じたけれど、女のその部分をしげしげと眺めた経験などない。自分のもの

の濃さと比べていたと思う。 

 吉岡は私に眠っている理恵の全身を愛撫する事を命じ、そそのかすのだった。 

私は吉岡の命令に服従しなければならないいわれはなかった。拒否することも出来たはずだ。理恵

の羞恥心を傷つけるのを拒否出来たはずだ。 

理恵が微かに身じろぎをして、ため息を漏らした。眠っているのか、目覚めているのか。理恵は

覚醒しているのかもしれない。眠った振りをしているだけだろうか。 

             四 

 私は理恵が現れないことを望んだ。私から呼び出しておきながら、理恵が来なければ良いと願っ

た。 

 理恵が喫茶店の窓から見えた。横断歩道を足早に渡ってくる。美しい腰の揺れ。私の下半身は硬

直していた。今なら出来るのに。理恵とひとつになれるのに、と激しく感じた。 

 吉岡が許可し、そそのかしたけれども、私は眠っている、あるいは眠った振りをしている理恵を



抱かなかった。正直に言えば、硬直しなかったのだ。「また、いつでも遊びに来なさい。自由にし

ていいから」と、吉岡は甘い微笑を投げたけれど、再び会いたくないと思った。吉岡も役立たたず

の若者などもう、必要ないと思っていたかもしれない。 

 目の前で自分の女を犯させて、満足を得ているような老人だ。二度と顔も見たくない。或いは、

女を愛するあまり、女を満足させるために、自分の代わりを見ず知らずの若い男に務めさせる。そ

ういうことかもしれないが。いずれにしても汚い老人だ。 

 驚きと、緊張と、罪悪感のため不能になった私を理恵がどのように思っているのか知りたかった。

何より、眠った振りをしていたのか。あの時、理恵は何を考えていたのか。さらに知りたかったの

は、何時もあのようなことをしているのか。吉岡を愛しているのか。どうしてあんなに歳の離れた

ふたりは一緒なのか。私の頭は疑問ではちきれそうだった。 

「来てくれないと思っていた」 

「どうして。あなたが好きよ」と、理恵は微笑んだ。やはり私より年上だと感じた。性を知り尽く

した女だ。私は劣等感を感じた。同時に、理恵をめちゃめちゃにしてやりたかった。今なら、喫茶

店のテーブルに理恵を押し倒してでも出来る、と感じた。 

「覚えているの。あの時のことを」 

「どうなのかな。何故知りたいの」 

「意識があって、あんなことをさせるなんてどうかしている。普通じゃないよ」 

「あなたは私を抱かなかったのね」 

「眠っている女を犯すなんて出来ない」 

「あのひとも居たし。体は正直ね。でも、あなたは素敵よ」 

「本当は、笑っているのだろう」 

 理恵の手がテーブルをすべり、私の手を握った。 

「御免なさい。嫌な思いをさせて。私たちを許して」 

 理恵は、はっきりと私たち、と言った。あれはやっぱり共犯だったのだ。私はふたりに利用され

たのだ。 

             五 

 私は理恵を抱いた。何度しても、しばらくすると、硬直した。理恵と私はひとつの生き物のよう

だった。生き物は両性具有だった。古代では皆ひとつの生き物だった。ひとつの生き物が雄と雌に

分離した。雄と雌、男と女はもとの姿になろうと、互いに引き合うのだ、という。 

「彼と、別れて欲しい。結婚したい」 

 関係ができてまもなく私は理恵に結婚を申し込んだ。理恵はすでに吉岡龍司の妻だった。老人だ

けれど大金持ちで、セクシーな魅力や教養もある男だ。 

「彼を愛しているのかい。理恵は僕を愛しているだろう」 

「あなたを愛しているわ」 

「彼も愛しているのか」 

「わからない」 

「彼と別れて、僕と結婚しよう」 

「簡単ではないわ」 

「簡単な事だよ。愛しているか、いないか。それだけの事だよ」 

「そうもいかないわ」 



「あんな変態男のそばにおいて、理恵を汚したくない」 

 暖簾に腕押しとはこのことだった。理恵は私と狂ったようにセックスをし、少しでも長く私のそ

ばにいる工夫をした。愛しているとも言う。吉岡に離婚のことはなかなか言い出さなかった。若い

男からセックスの喜びを、金持ちの老人からは贅沢の喜びを、吸い取る。理恵はそんな女なのか。 

             六 

「君は最近感じが変わったね」と、鬼頭隆は言った。 

 理恵との恋に夢中になっていたけれど、アルバイトも大学もおろそかにするわけに行かなかった。

早く就職して、結婚したかった。まだ、三年はあるが。 

「そうですか。僕も少しシティーボーイになったのかな」 

「それもあるだろうが、恋をしているからだろう」 

 私は顔が紅潮するのを覚えた。後ろめたいことはしていない、と感じていた。恥ずべきことをし

ているわけではない。人妻と恋をして悪い事はない。それでも理恵との馴れ初めは人に話すことな

ど出来ない。 

「何でも、お見通しなのですね。鬼頭さんは」 

「相談事があったら、何時でも言いなさい」 

 鬼頭隆は愛情深い人だ。息子の千秋も母親が居ないけれど、とても素直に育っている。千秋は絵

の才能は無いようだけれど、熱心に学ぶ。 

 私は迷った。鬼頭隆に助言を求めるべきなのか。 

 理恵とはしばしば喧嘩をしていた。理恵の煮え切らない態度に、私は興奮し、いらだった。愛し

ているといいながら、私が居なければ死ぬといいながら、離婚に踏み切ろうとしない。私と遊んで

いるだけなのか。 

 私と理恵のセックスを吉岡龍司は知っているのではないかと、思うこともあった。理恵は何も話

してないというが。老練な吉岡が溺愛している理恵の変化に気付かない事があるだろうか。私は吉

岡の死を空想した。 

「ある人を好きになったのです」 

 私は鬼頭隆にある時、思わず話してしまった。 

「どんな人だね。その人は」 

「私より少し年上の人妻です」 

「それで、つきあっているのかい」 

「つきあっています」 

 鬼頭はじっと私の表情を見ているらしかった。 

「若いときの恋はね」 

鬼頭の言葉に私は反発を感じた。若気の過ち、とでも言われている気がした。中年の男に何が分

かるものか、と考えた。思ったことに羞恥心を覚えた。鬼頭隆も恋をしたいと考えているかもしれ

ない。可愛い息子に再び母親を与えたいと思わぬはずは無い。 

理恵の若々しく大人っぽい姿が浮かんだ。私と鬼頭と吉岡、三人の男の中で一番理恵に似合って

いそうなのは鬼頭だった。理恵なら千秋の良い母親になれるだろう。あんなに愛情深い女は居ない。

私は自分の想像を嫌悪した。 

「お兄ちゃんの彼女、どんな人」と、千秋は私に聞いてくる。 

 父親と私の会話を聞いていたのだ。ほんの子供でも興味を抱くのだ。 



「見るかい」 

 私は理恵の写真を千秋に渡した。裸じゃないが、半裸に近いものだった。私はとても気に入って

いたし、上品な雰囲気がよく写し取られていた。 

「綺麗な女の人だね」 

「そうだよ。とても愛しているのだ」 

「ほしいな。この写真」 

「それは駄目だよ。どうして欲しいの」 

「ママに似ている。ママの写真少ないから」 

「でも、ママじゃないよ」 

 千秋は理恵の写真をしぶしぶ私に返した。 

          七 

理恵の病弱な両親は吉岡の経済的な庇護を受けて暮らしていた。理恵の家の借金も吉岡が肩代わ

りしていた。理恵の兄は就職などの世話を受けていた。吉岡と別れて学生の私とおいそれと結婚す

る事はできなかったろう。 

 私は理恵の事情は知らなかった。理恵は一言も漏らさなかった。 

 理恵は吉岡を経済的な理由だけで必要としていたわけではない。愛していたのだと思う。 

 私と理恵はそれからに三年後に結婚した。私は思いを遂げられたのだ。理恵と吉岡が離婚したの

ではなかった。吉岡龍司が死亡したのだ。吉岡は八十歳で死亡した。心臓麻痺の発作だった。臨終

に理恵は立ち会っていない。自宅の寝室で亡くなった。深夜だという。 

 私たちはホテルのベッドで愛し合っていた。 

 吉岡の死に私も理恵も責任はない。理恵は私との関係を吉岡に秘密にしていた。彼を精神的に苦

しめてはいない。私には責任はない。 

 私は何年もそう思ってきた。理恵と話しても、結論はそうだった。 

 理恵は誠実な女だった。結婚生活は幸せだった。子供が居なかったから、寂しくもあったが、二

人で、長い愛の歳月を持った。 

 私は吉岡龍司の歳になるまではまだ大分間がある。 

理恵はもう、居ない。半年前に膵臓癌で亡くなったのだ。 

 人生はあっという間だ。 

 私は理恵を吉岡から奪ったのだろうか。贈られたのだろうか。 

ぼんやりと考えていることがある。私たちは吉岡の死に責任があるのではないか。 

 私たちが吉岡の死を早めたのかもしれない。もしかしたら理恵は私たちの関係を吉岡に漏らして

いたのではないか。理恵は否定していたけれど。 

 確かめようが無い。未来も分からないけれど、過去も謎だらけだ。分かっていたと思っていたこ

とが、ある時、不意に分からなくなる。長年連れ添った、妻の理恵もそうだ。謎は深まるばかりだ。

何故、理恵は私を愛したのか。何故、私は理恵を愛したのか。 

理恵は目覚めていたのか。眠った振りをしていたのか。本当に謎だらけだ。「そうじゃないかい、

おまえ」と、私は語りかける。壁に飾った理恵の絵に語りかける。眠った理恵を描いた、気に入っ

ている私の自信作である。 

                                 了 

  


