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      悪い夜の部屋 

                            畠山 拓 

           一 

 三田晴子はおじ夫婦の家から逃れて、都会の大学に進学できたことを嬉しく思った。学費も生活

費も自分で稼ぎ出す覚悟でいた。 

なんでもして働くのだ。田舎と違って、都会は仕事が多い。えり好みさえしなければ、仕事と学

業を両立させることは可能だろう。 

 晴子は両親を失い、おじの家で暮らしていた。彼等につらい目にあったというのではないが、晴

子はおじ達を愛せなかった。 

 高校では首席で、大学は国立の一流校に入学できた。文学部心理学科だった。 

 晴子が美人だった所為か、一流大学に進学した若い女だったためか、偏屈そうに見える不動産屋

の主人もとても親切だった。家賃の高い首都にしては好条件のアパートの一室を借りることが出来

た。 

 狭い一間のアパートだった。晴子にとっては初めての自分の城だった。 

 大学のガイダンスも終り、幸い五月病にも掛からずに、晴子は元気だった。 

 二三のサークルにも誘われたけれど、はっきり返事はしていない。 

やるなら本当に打ち込めるものをやりたい。高校のときから心理学に興味があった。フロイドや

ユング関連の心理学の著書を読んでいる。晴子は自分が人間心理に引かれるのは孤独な少女期をお

くったからだと感じていた。 

 サークルに入るのをためらったのは、自分が何をやりたいか、はっきりとわからなかったからだ。

生活の時間のこともあった。アルバイトをして生活費を捻出しなければならない。学費は奨学金を

狙う。生活費を稼ぎ出すことが最優先だった。 

 アパートの最寄り駅前のコンビニエンスストアで働くことになった。時給は東京都の労働最低賃

金に少し上乗せしたほどの額だった。勤務時間を調制してもらえるのがあり難かった。 

 コンビニは繁盛していた。数人のアルバイトが居た。アルバイト店員は晴子と同じ大学生である。

専門学校の生徒もいた。 

 山田一郎は専門学校だった。晴子より一つ年上だった。しっかりして大人びた青年だった。一郎

は新米の晴子に親切だった。 

必要以上におせっかいはしない。人との接し方はあっさりしているのだが、温かみを感じる。レ

ジの打ち方から、商品の並べ方、在庫管理、接客の基本、店内の掃除、など山田は先輩らしく親切

に教えてくれた。 

 或る日、山田一郎は少しはにかんだ笑みを浮かべながら、映画のチケットを晴子に差し出した。

晴子は正直に嬉しいと感じた。一郎に好意を抱き始めていたからだ。晴子は恋の経験は無かった。

高校時代に国語の教師に憧れの気持を抱いたことがある。大学に進学すると、その片思いも終わっ

たと感じていた。 

 上階に映画館がある真新しいビル。幾つものスクリーンで多くの映画が上映されている。ロビー

にはスナックの販売カウンターや、くつろげるソファーが並んでおり、映画のポスターが飾り付け

られて楽しい。 

 山田一郎はポプコーンとコーラを買った。職場のコンビニの一郎に比べ幾分はしゃいでいるよう



に見えた。 

 映画は冒険物語で、晴子の好きなものではなかったけれど、時間を忘れて見終わっていた。楽し

かった。一郎と一緒だったからか。ポプコーンを食べコーラを飲んで、お腹がいっぱいだった。 

 次の日、一郎と顔を合わせた、晴子は「とても楽しかった」と、言った。「僕も。また一緒に行

こうよ」と、一郎は笑顔を見せた。 

           二 

 心理学は心の科学だ。科学だから、実験や証明というものが必要である。人の心は謎だらけだと

思う。晴子は両親を失っている。淋しい境遇が自らの心を見詰める人間に成長させたのかもしれな

い。自分の心も謎である。晴子が心理学に強い興味を持ち、大学で学ぼうとしたのだった。 

 人間の心は実験や証明で解明され尽くしてはいない。未知の領域が大きい。 

 考えた末、晴子がサークルに入会した。心霊研究会だった。 

会の名称は「蛍」と言った。心霊研究には、擬似科学的なものや迷信的なものもある。晴子が入

会した「蛍」の中身は良く分からなかったけれど、名称と案内ビラの内容に心を引かれた。ビラを

晴子に手渡した学生にもひと目で興味を引かれた。 

「蛍」の代表者の東条雅彦に晴子は不思議な魅力を感じた。  

容貌がハンサムとはいえない丸顔だったが、利発そうで理性を感じさせる輝きがあった。笑い顔

が一目見ただけで忘れられないほどすてきだ。山田一郎も笑顔が良い。晴子は良い笑顔に心をくす

ぐられる。真面目で控えめな山田一郎に比べたら、東条雅彦は正反対で、感情の激しさを感じさせ

た。めまぐるしく変化する表情は幼児性と同時に狡猾さも感じさせた。天才的な才能を秘めていそ

うだった。 

 大学の構内で声をかけられ、しばらく話しているうちに「蛍」に強い興味が湧いたのだ。晴子は

後で自分の感情は東条雅彦に対するものだったと気が付いた。東条が追求している「心霊研究」と

はどのようなものなのか。 

「どんな活動をしているのですか」 

「文献による研究と、実際に体験するものとあるよ」 

 文献は解説書を読むことから始まって、原文を読解するものまであるらしい。体験はチャネリン

グなど実際に霊魂を呼び出し、交信するのだという。 

「東条さんは霊媒師なのですか」 

「君が実際に確かめると良いよ」 

「会員は何人ぐらい居るのですか」 

「七名だよ｡君が入会してね」 

「私、忙しい生活をしているから、活動する時間が無いの」 

「心理学の授業は楽珍だよ。コンビニのアルバイトは調制できる」 

「たくさん働かなくちゃならないの。貧乏だから」 

 晴子は東条雅彦に声をかけられたのだ。何故自分のことを東条が知っているのか晴子には分から

なかった。前から観察されていたのだろうか。コンビニで見かけられていたか。同じ教室で見かけ

たことは無い。はじめて逢ったはずなのに。晴子は疑問を口にすることは出来なかった。東条には

何でもない事なのだ。理由もなく思った。晴子は不思議な能力と魅力を東条雅彦に感じた。 

「しばらく考えさせてください」 

「待っているよ。ここに連絡先は書いてある」 



 その後、晴子はコンビニでアルバイトをした。 

「どうかした。晴子、何かあったのかい」 

 一郎が声をかけてきた。晴子が何時もと違っているように思えたのだ。事実、晴子はぼんやりと

していて、軽いミスを犯した。一郎はそれを心配したのだ。 

「すみません。少し疲れていて」 

「シフトを少し減らしても良いよ。がんばっているから」 

「大丈夫」 

 晴子は田山一郎と話をしてみたくなった。不安だった。何を相談するというのでもないけれど、

一郎と話したかった。話すことで心を落ちつけたかった。 

「帰りに、一寸お話が出来ないかしら」 

 一郎の顔は心配のあまり一瞬曇り、そして明るく輝いた。 

 仕事が終り、次の出番のアルバイトに引き継ぐと、ふたりは帰り道についた。明るいファミリー

レストランの席で向かい合った。ゆっくり向き合うのは映画で一緒して以来だった。 

「どうしたの。いったい。心配事」 

「何でもないのよ。山田さんと話したくなっただけ。ご迷惑だった」 

「そんな事は無いよ。ただ、ちょっと何時もと違うように見える」 

「山田さんは霊魂を信じる？」 

 一郎は驚いた顔をして、微笑しながら首を振った。晴子は「心霊研究会」に入ろうと思っている

ことを話した。 

母の思い出を話した。母は交通事故で亡くなったのだ。母ともう一度逢ってみたい。母ともう一

度話をしてみたい。 

 不可能な事。ありえないこと。一郎になら自分の願望を素直に話せる気がした。一郎は笑わない

だろう。 

一郎は笑わなかった。晴子は恥ずかしくなった。同時にほっとした。 

            三 

「蛍」の今年度、初めての会合があった。大学の他のサークルと同じく、学内の施設に集まるもの

と晴子は思っていた。 

 会合は東条雅彦の自宅で行われた。古いけれど洋館の豪邸なことに晴子は少し驚いた。豪宅に足

を踏み入れたのは初めてだった。 

 雅彦が一人で住んでいるのだと聞いて、晴子は更に驚いた。雅彦にも両親がいないという。晴子

はそれを聞いて体が震えるような強い感情を覚えた。 

 会のメンバーだという七人の構成は男四人、女三人だった。晴子は皆と初対面である。皆、個性

的な雰囲気を持っていたけれど、仲間としてやっていける、と晴子は感じた。 

 広い屋敷の管理から、食事や身の回りのことを全て、男の雅彦がやれるのだろうか。「蛍」の事

や雅彦のことなど、晴子には知りたいことが多かった。 

「蛍」の会員達は東条雅彦の家に入るのははじめてでは無いだろう。それにもかかわらず、会員の

皆の顔は固く緊張している。やはり、晴子と同じような気持ちなのだろうか。 

 ぼんやりと晴子が理解している。会で行われていることはチャネリングと呼ばれるものなのか。

東条の説明があったわけではない。雅彦が故意に意地悪をして説明しないのではない。説明するこ

とで晴子を混乱させたくない、と考えたからではないか。晴子は無理に納得する。 



 雅彦に指示されるままに会のメンバーを見習って、円卓についた。晴子は雅彦の隣に座るよう、

指示された。 

 テーブルの中央には、香壷が置かれていた。死者の息のように微かに香が揺っているのだろう。

甘い眠りの香りが広がっている。 

 東条雅彦が霊媒なのか。雅彦が霊媒者として高い能力を備えているのだろうか。 

 晴子は自分が死後の世界を信じていない、と思っていた。突然に両親を失った。どんなに死んだ

両親に会いたいと願ったことか。両親が永久に消えてしまった。どうしても信じられなかった。自

分のそばに居ない。両親は、ではどこに居るのか。ここにいないということはどこかに居る、とい

う事ではないのか。死の世界に居るのか。死の世界というのは何処にあるのか。 

 両親が肉体を失ったことは理解できた。交通事故の遺体は綺麗になっていたけれど、それは葬儀

屋の技術だ。両親の体は内部も外部も壊れて、もはや修復できないことは分かった。 

 両親に言葉を話させたもの、微笑ませたものは何処に行ったのか。体の中の頭や胸に入っていた

としたら、何処に消えてしまったのか。出て行ったのなら、今は何処にあるのか。 

 肉体は消滅し、愛は記憶の中にだけある。晴子には長いあいだ認められないことだった。月日が

悲しみを別のものに変質させるようだったけれど、謎は何時までも残った。 

 死後の世界は生きている人間の恐れや悲しみが作ったものだ、と晴子は信じている。もう、子供

ではないのだし、思い出すたびに涙を流しているわけではない。 

 大学に進学し、一人暮らしになり、孤独を感じた。そんな時期に、偶然、「蛍」を知った。東条

雅彦という魅力的な青年と知り合った。 

「さあ、皆、用意はいいかい」と、雅彦が言った。皆は声を出さずにうなずいている。 

「それじゃ。意識を集中するために、部屋を少し暗くするよ」 

 室内の照明が消された。それでも、サブの証明がどこかにあるものか、真っ暗ではなかった。会

員の姿は、隣やテーブルの向こうに浮き上がっている。普通、人は暗闇に入ったとき、視力は強ま

る。眼球の瞳孔が開き、微光にも反応するからだ。 

             四 

 山田一郎はボーイフレンドだから、晴子が東条雅彦に心を引かれたにしても、一郎を裏切った事

にはならない。 

 晴子は一郎のドライブの誘いを断った。ドライブか厭なわけではなかった。一郎が嫌いなわけで

はなかった。一郎に誘われるままに交際を続けることは良くないと感じた。流れに任せておけば、

一郎はどんどん自分を好きになるだろう。晴子には一郎の気持にこたえることは出来ない。今から

わかっている。 

 まだ、東条と交際しているわけではない。恋愛関係になっているわけではない。それなのに何故、

と春子は思う。 

「晴子さん、僕が迷惑かい」と、一郎の顔は暗かった。 

「そんな事は無いわ。ドライブは行きたいわ。でも、時間が無くて、勉強も忙しいし」 

「大学生だからね」 

「山田さんも、コンピュータの勉強進んでいるでしょう」 

 山田一郎はコンピュータの情報処理専門学校に通っている。「私は数学音痴だったの。パソコン

をやっと出来るくらいなの」と、晴子は山田の前で卑下している。山田が学歴コンプレックスを感

じている、らしいことを晴子は意識している。意識する自分を嫌悪した。わざと一郎の前で卑下し



てみせる自分が嫌だった。 

「研究会の方も忙しいだろうし、諦めるよ。ドライブに誘うのは」 

 山田一郎の綺麗な微笑に晴子の心は痛んだ。「貴方が好きよ」と言えたらどんなに気が楽になる

か。好感を抱いているのは確かなのだから。 

 東条雅彦に出会ってから、晴子は雅彦のことしか考えられなくなっている。 

 大学の近所の駅の階段で晴子は雅彦に声をかけられた。 

「ちょっと。お茶を飲まないか」 

「何かお話があるのですか」 

 晴子の言葉には答えずに、雅彦は晴子に背中を見せて歩き出した。 

「君が悲しい体験をしていることは分かるよ」 

 喫茶店で雅彦は話し出した。 

「君は何かとても深い悲しみを経験しているね」と、雅彦はさりげなく言った。 

 他の誰かにそんな言われ方をしたら、反発しただろう。若い男だったりしたら、お腹の中で苦笑

したかもしれない。女の気をひこうとしている言葉だ。 

雅彦の言葉だった。晴子は動揺して、しばらく黙っていた。 

 東条雅彦の霊能者としての能力は晴子には分からない。そもそも霊能力という能力が存在するの

かさえ疑問に思っている。 

 占いや、霊能力者は存在する霊と交信しているのではなく、相手の心理を鋭く読み解く能力に長

けている、とする見方がある。霊が存在するのではなく、依頼者の心がある。存在する、その心を

探り、あたかも依頼者が知りたがっているあの世のもの達が立ち現れたように演出するのだ。 

 人間の心を読むことは、才能と訓練があれば出来る。能力の高い人も居れば、低い人もいる。 

「正直に言うと、先日のチャネリングも私は疑問なのです」と、晴子は思い切って雅彦に疑問を投

げつけた。 

「もっともな疑問だよ。飛び入り交信者の話はこのあいだしたね」と、雅彦は穏やかな口調で言っ

た。 

 「飛び入り交信者」とは霊媒者も依頼者も知らない第三者が霊媒者に入り込み話すというものだ。

後にその第三者の存在が証明されれば、霊が存在する可能性は高くなる。 

 晴子は霊媒者や依頼者がその「霊」を知らなかったと証明するのは難しいことだと思う。霊媒者

や依頼者が正直な人間であっても、彼ら二人とも「霊」を知らないとは限らない。忘れているだけ

かもしれないのだから。 

 街角の占い師に言われたような言葉でも、雅彦の言葉は晴子の心に明確なしるしを刻んだ。晴子

は動揺した。今まで、雅彦に晴子は身の上話をしたことは無い。両親の死を話したことも無い。 

「どんな経験か分かりますか」 

 雅彦の目は澄んでいた。雅彦の澄んだ目がじっと、晴子の目を捉えた。晴子は雅彦の目は冬の夜

空だ。深く果てしない。 

「分かるよ。大切な人を失ったのだね」と、雅彦は静かに言った。黒い瞳はじっと晴子を見据えた

ままだった。 

「どうして、そんな事が分かるの」 

「君を見ていればね。分かるよ」 

 そういうものなのかもしれない。自分にはどこか影があるのだろう。傷を負っていることが、他



人にも分かるのだろう。普通の人間なら、人間の悲しみは、何かからの別離だと言うことは知って

いる。別れは人の最大の悲しみだ。雅彦は頭もよい、直感の鋭い人間だ。若い女の悲しみの核は肉

親を失ったからだと、見抜いているのだ。あるいは、考えたくないことだが、雅彦が事前に晴子の

素性を調べたかもしれない。 

「私の悲しみを・・・」と、晴子は言った。 

晴子の声は少し破れたように響いた。言葉は下手な芝居の台詞のように硬かった。 

「ショックだったろうね。怖かったね」 

 エレベーターも廊下も怖かった。 

叔母に抱えられるようにして、向かった霊安室に入るのが嫌だった。父や母が居ないことは分か

っていた。 

ついに居なくなってしまった。晴子は母や父を失うことをずっと恐れていた。それがついにやっ

てきたのだと思った。 

 晴子に特殊な予知能力があったのではない。そのころの晴子には両親を失うのではないかという

漠然とした不安があった。たぶんその年頃の少女特有の心理だったのだろう。 

 雅彦は言い当てている。雅彦は人間に共通する心理を言っているだけ。自分は勝手に雅彦の言葉

を自分に重ね合わせているだけかもしれない、と晴子は考えた。ふたりの晴子がいた。冷静に雅彦

の言葉を解釈する晴子。もう、ひとりは今にも子供のようにすすり泣き始めるかもしれない晴子。 

「ちょっといいですか」 

 そう言って晴子はふらりと立ち上がった。体がよろめく様だった。平常を装って、洗面所に入っ

た。鏡に幽霊のように青白い女の顔が映っていた。 

大丈夫、私は平気。晴子は自分を励まして個室に入った。全身の力が抜けて座り込んでしまった。

あの時も、気を失ったのだ。両親の亡骸のそばで晴子は卒倒していた。「自分はついに両親を殺し

てしまった」のだと、少女の晴子は感じていた。何かの罰なのだ。私の罪は何なのだろう。いくら

考えても少女の晴子には分からなかった。 

 晴子は体を縮めて、泣き出した。涙と嗚咽がしばらく続いた。 

 やがて、晴子はぴたりと泣き止んだ。小部屋を出て、鏡に向かって手早く化粧を直した。ブラウ

スの襟元をちょっと直すと、何事も無かった風に、テーブルに戻った。何をしていたとも、大丈夫

かとも、何も聞かずに雅彦は晴子の顔を見つめた。雅彦には何があったのかわかっているようでも

あった。 

「甘いもの、嫌いじゃないでしょう。パァウェをとりませんか」と、晴子は誘った。 

「良いね。食べようよ」 

「実は私、おなかが空いてきたの」 

 晴子の顔に微笑が浮かんでいた。 

             五 

 授業中だった。晴子の携帯にメールが入った。雅彦からだった。 

「明日。君の故郷へ来なさい。僕は、もう来ているのだよ」 

「何故、 どうしてもっと早く知らせてくれなかったの。そちらに何か用事あって」と、晴子はメ

ールを返信した。 

 雅彦が何かの用事があり、偶然に晴子の故郷の田舎に行った。途中で晴子を思い出して、のメー

ルだろうか。はじめ、晴子はそんな風にしか考えられなかった。故郷の風景が心に浮かぶ。今、故



郷に雅彦が居るという。晴子は奇妙な感情に囚われた。心を揺さぶられた。雅彦の存在が不意に、

幼い頃からの思い出に進入してきたかのようだった。 

「会ってから話すよ。なるべく早く来て欲しい」 

「今からでも行きます」と、晴子は返信した。 

 授業が終わると、晴子は教室を飛び出した。明日と言わず、今日のうちに雅彦に会おうと思った。

新幹線で一二時間なのだ。準備のため、アパートに戻った。息を切らせて、アパートの玄関にたど

り着いた時、意外なことに山田一郎の姿に出くわした。 

 一郎は晴子の顔を見ると、当惑したように笑った。一郎は晴子を訪ねてきたことは間違いない。

会えると思っていなかったか。偶然に会えたのでかえってどぎまぎしているのだろう。 

「どうしたの、山田さん」と、晴子は言った。 

「お別れの挨拶に来たのだ」 

「お別れって、お店やめるの」 

「仕事を変えたのさ」 

「どうして、今度はどんなお仕事なの」 

「コンピュータのベンチャー企業。社長と知り合って、まだ在学中だけれど」 

「良かったわね。素敵ね。おめでとうございます」 

 晴子は山田一郎がわざわざ別れの挨拶に自分を訪ねてくれたことが嬉しかった。一郎には冷たく

したのに。一郎の好意を受け入れることをしなかったのに。 

「もっと、お話したいのだけれど、これから出かけるの。準備で戻ってきた」 

 故郷に帰ることを言った。一郎は駅まで送るといってくれた。旅行カバンを持つと。晴子は申し

訳ないと思ったけれど、このまま一郎と別れる気がしなくて、アパートの外で一郎に待ってもらっ

た。 

 急いで準備して、外に出だ。一郎は愛犬のように大人しく待っていた。 

「どうして、田舎に帰るの」 

「ちょっとした用事よ。親戚のところに寄るの」 

「僕は永い事帰っていないな」 

「たまには帰りなさい」 

「そうするよ」 

 一郎は晴子の旅行カバンを持って並んで歩く。上背もあり大柄な青年だ。大人しい大型犬のよう

だ。しばらくの沈黙の後に、一郎はぽつりと言った。 

「今、白状するけれど、僕は晴子さんを好きだった」 

 晴子は躊躇して、言葉を発せられない。 

「お仕事の成功を祈っているわ」と、やっと言った。 

 新幹線の座席について、晴子は酷く疲れていることに気がついた。 

悲しかった。まるで、自分が一郎から振られてしまったような気分だった。自分は、どう言えば

良かったのだろう。一郎は好青年だ。一郎の気持ちもはっきりと知った。自分は一郎を嫌いではな

い。 

 これからは職場でも会うことは無い。一郎に最後通告をしたようなものだ。「さようなら」と。 

 急に眠りたくなった。眠りの中に逃げ込みたくなったのだ。眠いということはそういうことなの

だ。晴子は恥じた。どこかで深く後悔している自分を想像した。自分はきっといつかこのことを後



悔する。それを分かっているのに、何故、逃がしてしまうのか。自ら逃げてしまうのか。 

 気がつくと、故郷の駅だった。新幹線を降り、在来線のホームを通り、改札口に向かう。ホーム

のたたずまいの、微かなところが記憶の風味を呼び起こすのだ。階段から見える改札口の向こう。

ホームの影と、手洗いの表示。遠く見える、引込み線と土手のふくらみ。 

 東条雅彦が今、この町のどこにいるのか、気にもならなかった。携帯を取り出す気もしなくて、

ぼんやりと歩き出していた。駅前にはバスターミナルがある。タクシーも何台か客待ちをしている。

晴子は軽いボストンバックを手に歩き出していた。昔、両親と暮らしていた家は人手に渡っている。 

おじの家は町の中心部、バスで十五分ばかりのところにある。その家は実家だという気がしない。

今では帰る家という、郷愁はまるでない。 

 両親と暮らした家は人手に渡っている。 

立ち入ることの出来ない場所だ。玄関の扉は永久に自分のためには開かない。庭の樹木の佇まい。

屋根と窓。大きくは無かったけれど真新しい建物。母と父と晴子の最も好きな場所だった。食堂、

寝室、風呂場。湯船の温かさや、両親の温かさが、突然記憶から甦ってくる。窓の外の粉雪。柿木

に残った、小さな柿の実。父に抱かれて湯船の中から見ていた。 

「外で遊んでいたから、寒いの」 

「本当だ、晴子は氷の子供だね」 

「氷の子供じゃない。パパの子だよ」 

 父の笑顔。晴子の頬は知らずに涙で濡れていた。我に返って、震えている携帯に出た。案の定、

雅彦からだった。 

「もうついただろう」 

「東条さん、今どちらにいらっしゃるのですか」 

 東条雅彦の言葉を聴いて、携帯を取り落としそうなほど、晴子は驚いた。 

 晴子は駅まで引き返し、タクシーを拾った。どうして。なんなの。としか思えなかった。心のな

かで繰り返していた。 

 懐かしい町並みが続く。つい数ヶ月前に別れたばかりの街の風景だけれど、遠い昔の記憶のよう

だった。場所によってはまるで知らぬ街のように見えた。また、さっき通った場所のようにも思え

た。穏やかな日差し。真新しいビルと古い商家が混在している。曲がりくねった道に並木が輝いて

いた。午後の通りには人影が少なかった。 

 どうして、東条雅彦がそこにいるのかまるで想像できなかった。 

 晴子はタクシーを止めた。懐かしい町角だ。両親がなくなって叔父の家に引き取られてから、そ

こに立ち止まることはめったに無かった。 

 両親と暮らした懐かしい家を前にして晴子は呆然とした。窓のカーテンの色が変わっているだけ

で、記憶の家が目の前にあった。今にも窓が開き、母が顔を出しそうな気がした。父が水遣りの如

雨露を持ち、庭先に現れる気がした。今は人手に渡った家なのだ。 

 懐かしい家の前に立っているという、感慨の他に、何故ここに東条雅彦がいるというのか不思議

だった。そんな偶然があるものだろうか。雅彦とこの家の関係は何なのだ。 

 玄関の前に立ち、おそるおそるチャイムボタンを押した。 

 ドアが開くと、雅彦が顔を出した。「待っていたよ」と、言った。 


