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 小説／聖慾                       陽羅義光 

 

 

        序 

 

  

 わたくしはあまり「序」なんか書かないのだけれど、今回は書かないとどうしよ

うもない。 

 そうでなければ、わたくしがどうしてこんなけったいな小説を書いたのか理解が

できずに、いよいよ陽羅も気が触れたかとおもう人もあろうから。 

 わたくしはすこし前に、畠山拓の小説を例に出し、「具体性」の欠如を批判した

ものである。 

 他の作家も例に出しているのだが、なにしろ畠山はわたくしの盟友であり弟子で

あるから、後味がわるい。 

 そこで、「具体性」のある小説を、しかも畠山調（つまり私小説の異化）で試作

してみた。 

 後味がわるいだけで、こんなかったるいことをしたのではない。 

 文芸評論家は批判するだけで、それならお前書いてみろといわれると尻尾を巻く

けれども、わたくしは尻尾を巻く必要がない。 

 そのことを自己主張したくてやってみたのである。 

 自己主張どころか自己満足に終わるかもしれないが、それでも満足ならいいやと

いうわけである。 

 それでは書き始めるが、予定枚数は五十枚、予定使用時間は十時間。 

 もちろんこの間、飲食せず、トイレに行かず、畠山との毎日三十回のメールのや

りとりもやめて、これに集中することにする。 

 

 

    ←   ←   ← 

 

 

        春 

 

 

 トツゼン、なんの前ぶれもなく、隣のベンチから、 

「お兄さんは、どこに住んでいるの」 

 雅美が、ハスキーな声をかけてきたのが、はじまりだった。 



「その先のアパート、広有荘です」 

 哲平は、読んでいた『聖書』を閉じてこたえた。 

「だからこの桜公園で、たまにみかけるのね」 

「散歩帰りに寄るのが、習慣なもので」 

 いいながら哲平の視線は、雲梯をやっている、雅美の娘の絵美にうつる。 

 もえる陽炎が絵美の姿を、くねくねゆがませている。 

 雲梯からおりた絵美が、哲平に意味ありげに微笑みかける。 

「まあ、絵美ったら、お兄さんのこと知っているの」 

 雅美は、怪訝な声音だ。 

「お子さんの小学校の帰りに、ほんの数回」 

 哲平は、弁解ぎみにこたえた。 

 雅美は、八重歯が目立つ口をあけて笑いながらも、 

「まさかストーカーじゃないわよね」 

 哲平は、わざとらしく頭をかいて、 

「ぼくの行く古本屋の、前の道が通学路で」 

「あら、あまり上手ないいわけじゃないわね。蔵書堂でしょ、あそこは通学路とは

離れているわ」 

「すみません。あまり可愛いので、つい声をかけてしまって」 

「それから、おともだちなのね。お兄さん、おいくつかしら」 

「二十歳です」 

「なら、十歳ちがいね。結婚しても不思議じゃないか」 

 独り言をいって、雅美は思い出し笑いをする。 

「うちの旦那も、十歳上の五十男だもんね」 

「でも、そんなあれではないんです」 

「あれでもこれでもいいのよ。そうそう、これからお寿司食べにいくけど、ご一緒

にどうかしら」 

 雅美は、付け睫のすきまから、上目遣いで見る。 

 観察、というほうが当たっているかもしれない。 

「ぼくは貧乏学生ですから、高級なものは口にあいません。それにいま肺をやられ

ているもので」 

「なんとなくね、顔色と肌のかんじでわかったのよ。だから声をかけたの。わたし

の弟も、やっぱり二十歳のときに、粟粒結核で亡くなっているから」 

「そうですか、それは」 

 哲平の顔がくもったのは、俯いたせいかもしれない。 

「失礼なこといっちゃったから、奢らせて」 

 雅美の眼が、あきらかに媚びている。 

「でも、感染する病いですよ」 

「弟の看病を長くやったけれど、うつらなかったわ」 

 哲平は、おもむろにうなずき、 



「では、お邪魔でないなら」 

「わたしは立花雅美、この子はごぞんじの絵美、その上に姉がいて、友美というの

よ」 

「知っています。人気女優の立花友美さん。視聴率３０％越えの『女子高生Ｑ』が

先週終わったばかり」 

「お兄さんは、すみにおけないわねえ。週刊文春の記者よりこわいかもしれない。

狼に衣、っていうじゃない。それとも猫かぶり」 

「兔に衣、頬かぶり、ですよ。ぼくはただのファン。テレビも映画もかならず観て

います」 

「よけいにすみにおけないわねえ。もしかしてそれで絵美ちゃんに」 

「当たらずとも遠からずですが、そんなしたたかなことができるほど、いまのぼく

は元気ではありません。それに」 

「それに、なあに」 

「ぼくは哲平、医学部ですが哲学の哲。立花哲平といいます。おなじ姓なので、親

近感というものがあって」 

「あら、もしかすると親戚かも。となると結婚はむずかしいか」 

「その話はもう勘弁してください」 

「ごめん、ごめん」 

 親子ペアの黄色いブラウス姿の、雅美と絵美は手をつなぎ、そのうしろを暗い上

下の哲平がついていく。 

 桜の花びらが、哲平の背にだけ降りかかる。 

 

 広尾紫寿司は、桜公園の裏の通りにあって、近かった。 

 外観はおばけ屋敷に似ていた。 

〈休日も営業・昼間も営業〉という筆文字の、薄汚い紙が貼ってある。 

「回転寿司じゃないんですね」 

 哲平は、こまった表情で雅美をみた。 

「回転なんかいくものですか。目がまわってしまうわ」 

 哲平が真ん中にさせられて、カウンターに坐ると、すぐに絵美は電子ゲームをは

じめる。 

「絵美は卵焼きよね。哲平くんは」 

「ぼくもそれで」 

「そういうの、デキているっていうのよ」 

「知りませんでした。では干瓢巻きを」 

「カンピョウ、なにそれ」 

「つまりその」 

「いいわ。大将、卵焼きふたーつ。それにカンピョウとトロみーっつ。あとはそれ

ぞれにいってもらうから」 

「へい」 



 と大将。 

 哲平を横目でみて、苦笑する。 

 まん丸い顔に、ねじり鉢巻。 

 カウンターに、受け皿代わりの葉っぱを三枚置く。 

「哲平くん、スマホは」 

「ぼくは、古いタイプのケイタイです」 

 哲平は、ズボンのポケットからとりだす。 

「ほんとに二十歳なの。こんなものオヤジだってもってないわよ」 

 哲平は無言で赤面して、もどそうとする。 

「鈍いわねえ。スマホは、ってきいたってことは、電話番号をきいたってことなの」 

「はあ」 

「わたしはこれ、ここにかけてみて」 

 雅美は、じぶんのスマホ画面をみせる。 

 哲平は、ケイタイのボタンを押す。 

「でも、かけることなんてあるでしょうか」 

「わたしがかけるのよ。哲平くんも病気なら暇でしょ。暇つぶしをしましょうよ」 

 雅美は、やや吊りあがった片目を、つぶってみせた。 

「はあ」 

「哲平くんって、ほんとに医学部なの。医学部の学生は、みんなお坊っちゃんって

イメージがあるけど」 

「ぼくはお坊っちゃんです。慶応ボーイです」 

 雅美は、獣に似た声をあげて笑った。 

「わたしに、はしたない下品な笑いをさせないで。どこが、お坊っちゃん、どこが、

慶応ボーイなのよ」 

「じつはお坊っちゃんだったんですが、昨年父さんの運送会社が倒産しちゃいまし

て」 

「だれもいいたくない洒落ねえ。だれもいいそうな嘘ねえ」 

「信じられませんか」 

「どっちでもいいのよ。信じられるのは見た目だけよ。哲平くんが、いまは流行ら

ない苦学生、いえ貧乏青年だってことはわかるわ」 

 雅美は哲平の上から下までを、流しそうめんの迅さでながめる。 

 薄汚れたシャツに、よれよれのズボンに、黒ずんだスニーカー。 

「見た目で判断するのですか」 

「するとかじゃなくて、できるのよ」 

「まいりました」 

 哲平は、おそらくだれがみても純朴で自然な、笑顔をみせる。 

 雅美は、意味があるのかないのか、ひとりでうなずいている。 

「ほかになにか、たのみなさいよ」 

「ぼくは、少食なもので」 



「カンピョウだけじゃねえ。大将だって商売にならないわよ」 

 隣で絵美が、 

「ウニとイクラ」 

 ぬめぬめとした声をあげた。 

「へい、お嬢ちゃんは趣味がいいですね」 

 と大将。 

「ゲソとエンガワ」 

 雅美が獣じみた声をあげた。 

「へい、奥さまもいいご趣味で」 

 と大将。 

 哲平はガリばかりがりがりやっていて、注文しない。 

 絵美がからかう素振りで、哲平のからだを肘でつつく。 

 哲平がよけると、雅美に触れる。 

 雅美は触れた腕を、わざとらしく邪険にずらす。 

 そのせいで、哲平は雅美の豊かな胸に触れることになる。 

「あがり」 

 哲平は、遠慮がちの声をあげた。 

 大将はそっぽを向いて、その声をシカトする。 

 

 雅美が、十万円の勘定を払って外にでる。 

 太陽は天辺にあって、雅美と絵美のブラウスが透けている。 

「あんな高い寿司屋、この世にあるんですねえ。狸の大将に化かされたんじゃない

でしょうか」 

 哲平がさわぐと、 

「大丈夫よ、あのお札は葉っぱだから」 

 雅美が平然といった。 

「つまり、お金なんか、掃いて捨てるほどある、という意味ですか」 

「ちがうわ。言葉どおりよ」 

 雅美がまた平然といった。 

 哲平が首をかしげていると、 

「哲平くん、絵美の家庭教師をやってくれると、助かるんだけど」 

 雅美はトツゼンいった。 

「ぼくは無学文盲ですけど」 

「そんな学生はいない、というのがコモンセンスね。医学部なら算数くらいは教え

られるでしょう」 

「算数は苦手です」 

「なんでもいいのよ。わたしは友美のステージママでしょ。あまり家にいられない

のよ」 

「まあ、留守番くらいなら」 



「それでいいのよ。お医者さんごっこでなければ。たまに絵美の宿題でもみてもら

えれば」 

「まあ、そのくらいなら。でも感染がこわくありませんか」 

「菌はでているの」 

「菌はでてはいないんですが」 

「それなら問題なしね。絵美をだっこしてほしい、というわけじゃないし。夏休み

のあいだだけ」 

 三階建ての邸宅の前についた。 

 石造りの門は厳めしく、立花陽介、という銅板の表札も厳めしい。 

「二ヶ月後に電話かメールするけど、絵美はダンス教室もあるから、おそらく週に

二回くらい」 

「ダンスなんかやるんですか」 

「なんかとはなによ。むかし算盤、いまはヒップホップね」 

「それでは、夏休みから」 

「いえ、今日は哲平くんの適正テスト。友美と十四時までに、六本木のテレビ局に

いくの」 

「なら、特別、ですよね」 

「そういうこと。テストに受かったら、夏からね」 

「それでは午後一に伺います。シャワーして着替えてから、すぐにいきます」 

「あら、広有荘なんかに、シャワーなんかあるの」 

「なんか、ですか」 

「哲平くん、着替えなんかあるの」 

「なんか、それが、あるんです」 

 

 哲平が立花家の門をくぐると、一陣の生臭い風とともに、濃い化粧の雅美とサン

グラスをかけた友美が、ちょうど玄関からでてきた。 

「じゃあ頼むわね。冷蔵庫にある飲み物とお菓子は、好きに食べてね。それとテレ

ビもオーディオもご自由に」 

 真っ赤なマニキュアの指先で茶髪をいじりながら、雅美が愛想よくいうと、 

「ご自由に」 

 いささか顎をしゃくって、友美がクールな声でいった。 

 映画やテレビにでてくるときとちがって、表情がまったく無い。 

 映画やテレビではみせたことのない、美脚をむきだしにしていて、堂堂とあるき

だす。 

「ごめんね、ほんとはああいう子なのよ」 

 雅美が哲平の肩に、鋭い爪を置く。 

 香水の香りがつよくただよう。 

「そういうものなんでしょうね」 

「そういうものよ。純情だけで、芸能界をわたれるわけがないもの」 



「いってらっしゃい」 

 哲平は卑屈なほど頭をさげる。 

 ふたりの姿が消えるのをみとどけて、おもむろに玄関からはいり、 

「絵美ちゃーん、どこにいるのかな」 

 と、かくれんぼを装って声をかけた。 

「わたしの部屋よ、おばかさん」 

 どこか上のほうから声がした。 

「わたしばかよね、おばかさんよね」 

 と歌いつつ、応接室にいく。 

 壁に飾ってある熊の頭部が、まっ先に目についた。 

 黒い目玉が哲平を見ている。 

 応接間から居間にいく。 

 巨大な液晶テレビと豪華なオーディオ。 

 居間の奥の、檜造りの階段をのぼる。 

 絵美の部屋の前に立つと、中から急にドアがひらき、ピンクのドレス姿の絵美が

巻きついてくる。 

「やっとふたりきりになれたね、哲平」 

 耳もとで囁く絵美を、哲平は乱暴にふりほどき、 

「意味がわからん」 

「そういう意味よ」 

「ぼくは家庭教師、兼留守番だよ」 

「兼、絵美の恋人」 

「よけいに、意味がわからん」 

 いいかたはぶっきらぼうだが、声は優しい。 

「まさか、お姉さまの恋人ではないよね」 

 絵美の声音はねばっこい。 

「さっき、はじめて顔をあわせた」 

「でも、テレビや映画で、顔をあわせているでしょ」 

「それはこちらの一方的な」 

「一歩的って、なに」 

「まあいい。宿題でもみてあげようか」 

「みてくれるなら、わたしの裸」 

 いった途端、うねうねとドレスを脱ぎ下着も脱ぎ、全裸になる。 

「こどもの裸なんか」 

 といいながらも、哲平の両眼は血走り、釘付けになっている。 

「なんか、なんか」 

 茶化しながら、絵美は哲平の洗いたてのジーパンに手をだす。 

 哲平は金縛りにあっている。 

 ジッパーがひらかれ、パンツがおろされると、屹立したそれがとびあがる。 



 絵美はすぐさまそこに、ちいさい唇をもっていく。 

「おいしい、おいしい」 

 蛇のそれに似た舌で、チロチロなめはじめる。 

 またたくまに、乳色の液体が絵美の顔にふりかかる。 

「哲平ったら」 

 絵美が意地悪く笑って、またなめる。 

「おいおい、よせよせ」 

 金縛りがとけた哲平は、絵美を押したおし、パンツとジーパンをずりあげ、階下

にかけおりる。 

 

 液晶テレビで、立花友美主演の青春映画『青い春』を観ていると、ピンクのドレ

スの絵美が、〈Ｆｒｏｇ〉のぬいぐるみを抱えて二階から降りてくる。 

「哲平、そんなくだらないのやめてよ」 

「絵美ちゃんは、お姉さま大好きって、前にいっていたよね」 

「こんなのお姉さまじゃない。こっちにしましょ」 

 アニメのＤＶＤを手にしていて、それをセットする。 

 巨大な怪物が、あの手この手で少女を陵辱しようとするところを、少年ヒーロー

がやはりあの手この手で救出するストーリー。 

 ケースのタイトルに哲平は眼をやるが、崩した漢字の立体文字。 

「これ、なんて読むの」 

 さりげなく哲平はきいた、 

「家庭教師なんでしょ」 

「ガードマンだよ」 

「それよ、『我、吾、怒、満』」 

 こたえて絵美はそっぽをむく。 

「理想よね」 

 大団円になって、絵美がつぶやいた。 

「勇ましい少年だ。ぼくも理想だな」 

「ばかね、怪物のほうよ」 

「え」 

 と絶句したきり、哲平は声を失う。 

 ソファに並んだまま観終えると、哲平は居眠りをしはじめる。 

 絵美は哲平のからだにもたれ、哲平の脚にじぶんの脚をくねくねとからませると、

電子ゲームをはじめる。 

 

 哲平が眠りからさめると、室内は暗く、電子ゲームの画面だけが青白く点滅して

いる。 

 無風のはずなのに、庭の樹樹が闇のなかで蠢き、なにやらきこえる。 

「電気のスイッチはどこなの」 



 ときいても、絵美は無言で電子ゲームをまだ続けている。 

 そのとき玄関が慌ただしく、雅美たちが帰ってきた声がした。 

 とっさに哲平は立ちあがり、液晶テレビの裏に隠れる。 

「なによ、真っ暗じゃない。なにかわるいこと、してたわね」 

 さけびながら雅美が、部屋の電気をつける。 

「まだいたのね」 

 哲平をみつけた友美が、クールな声でいう。 

 サングラスをはずした両眼が光っている。 

「まだ、いました。まだ、かくれんぼ、してました」 

 哲平の、しどろもどろのこたえに、 

「そんな下手な嘘は、だれもいわないわよ」 

 雅美は苦笑し、絵美をみおろしながら、 

「哲平くんにイラズラされたりは、なかったでしょうね」 

「ママったら。そんな元気のある人にみえるんだ」 

 電子ゲームの画面から顔をはなさずに、絵美がこたえた。 

「まあいいわ。今日はこれでお帰りなさい。夏がきたら、また連絡するわ」 

 雅美は面倒臭そうに、掌をぶらぶらさせる。 

「テストは合格なんですか」 

「合格とはいえなくても、不合格ともいえないかな」 

「それではこれで。絵美ちゃん、さようなら」  

 薄笑いを浮かべるだけで、絵美はこたえない。 

 哲平は雅美をふりかえり、 

「庭のあれは、樫ですか、欅ですか、それとも松」 

「全部、プラスアルファ、プラスエトセトラ」 

 雅美が即答した。 

 

 

       夏 

 

 

 死に物狂いの蝉がうるさい朝、哲平がまだ陰気臭い夏掛けにくるまっている時刻

に、雅美からケイタイにメールがくる。 

〈今日は午前中にきてちょうだい〉 

 哲平はあわてて返信する。 

〈でも絵美ちゃんはダンス教室でしょう〉 

〈友美がお休みなの〉 

〈それはめずらしい〉 

〈わたしは旦那の出張先まで用事でね〉 

〈どこまで〉 



〈幕張〉 

〈近いですね〉 

〈それでも帰りは暗くなってからかな〉 

〈日が落ちるのは遅いですよ〉 

〈つべこべいわないで、きてよ〉 

〈友美さん厭がるでしょう〉 

〈友美の要望なのよ〉 

〈それでは十一時に伺います〉 

 

 そそくさと起き出した哲平は、入念に歯磨きをしシャワーも浴びて、立花邸にい

った。 

 門はもちろん玄関も開けっ放しで、樹樹の間からムササビが飛び降りてきた。 

 植木鋏を、哲平の目の前でちょきちょきしながら、 

「ちわ、植木屋で。お邪魔でんす」 

 鼬そっくりの顔で、愛想笑いをする。 

「暑いのに、ごくろうさん」 

 哲平も愛想笑いをしてから、玄関をはいり居間までいくと、居間の隣の友美の自

室から声がかかる。 

「時間どおりね。哲平さんって、あんがい真面目なんだ」 

「いつもおもうんだけど、この家、セキュリティはどうなっているの」 

「それ、あぶないって意味かしら」 

「まあ、そういうこと」 

「だれがきたって、友美たちより、危険人物はいないわ」 

 友美の声はちいさいが、やたらに響く。 

「けれど友美さんは、シザーハンズじゃないでしょう」 

 居間で突っ立っている哲平に、 

「いいのよ、おはいりなさい」 

 友美のほうから自室のドアをひらいて、招き猫のしぐさをする。 

 哲平は首から先にはいっていくが、その首がのけぞった。 

 友美のかっこうは水着で、しかも銀色の布の部分はほんのちょっぴりしかない。 

「いいのよ、部屋ではいつもこれよ。いまヨガをやってたの」 

 哲平がはじめて見る友美の部屋は、大小色とりどりの、〈キティちゃん〉のぬい

ぐるみでいっぱい。 

「これからプールでひと泳ぎかと」 

「庭のプールはみかけだけ。だって深さが十五センチしかないのよ」 

「それじゃ、泳げないな」 

「絵美が赤ちゃんのとき、水遊びが好きで」 

「それで」 

「パパがつくったのよ」 



「お父さんはどんな仕事なの」 

「うまくいえないけど、まあ土方の親分ね」 

「親分なら子分よりはいいね」 

「哲平さんって、面白い」 

 面白くもないという顔で、友美はいった。 

「応接間の熊は」 

「あれはパパの首ではないわよ。パパが撃ったのよ。気味悪いでしょ」 

「ともだちになりたくはないよね」 

「哲平さんって、面白い」 

 面白くもないという顔で、また友美はいった。 

「ヨガはいつまでやるの」 

「もうおしまい、これからは、ヨガるの」 

 といいながら、友美は哲平にすりすりすりよってくる。 

 猫のそれよりも巨きな眼が、ギラと光っている。 

「ぼくは、どうしたらいいのかな」 

 哲平はふるえる。 

 もしくは、ふるえるふりをする。 

「遊ぶのよ。友美のからだで、好きなだけ遊ぶの」 

「むずかしいな。ぼくは女性を知らないから」 

「知らないから、知ろうとするんじゃないの」 

「まいったなあ」 

 顔はちっともまいっていない。 

「絵美にばかり、いいおもいはさせないわよ」 

「絵美ちゃんとは、なにもないよ」 

「あってもなくても、そういうことじゃないのよ」 

 眼がまたギラと光る。 

「イメージちがうなあ」 

「立花友美のキャッチフレーズは」 

 友美がきいた。 

「純情ガール」 

 哲平はすぐにいえた。 

「立花友美のプライベートフレーズは」 

「さて」 

 

 哲平はすぐにいえない。 

「色情ガール」 

「まさか」 

 友美がさらにすりすりすりより、哲平の声がうわずってきた。 

「あら、哲平さんのここ、まるで、まさかり」 



「植木屋に見られるよ」 

「見られても、やられなけりゃいいのよ」 

「ぼくは、見るだけとはいかない」 

 鼻息が荒くなった哲平は、鷲掴みで友美の水着をぜんぶ剥ぎとる。 

「いいわ、ここまでは上等」 

 それから友美の、からだじゅうを吸いはじめる。 

「上等だけど、キスマークつけちゃだめよ」 

 友美は、かわらずにクールな声。 

 手の甲で額の汗をぬぐったり、クーラーのリモコンをいじったりしている。 

 哲平は、マークがつかない部分を吸いはじめる。 

「そこはいちばんね。もっと下も、もっと中もよ」 

「下手なのかなあ。ヨガらないね」 

「そんな癖、ついたら、演技のとき、うっかり、でちゃうでしょ」 

「でちゃう」 

 哲平は短パンのなかに発射し、仰向けに倒れる。 

 そのまましばし動けない。 

「まあ、中の下というところかしら」 

 跳ね起きた友美は、Ｔシャツとショーツを身につける。 

 

 友美は部屋の窓から、十メートル先のみすぼらしい広有荘を指さす。 

 広有荘には人の気配がまったくない。 

 つぶれた見せ物小屋に似ている。 

「哲平さんのアパートよね」 

 友美が囁いた。 

 囁くだけで響く。 

 響くと麝香のかおりがする。 

「そう」 

「二階のあのはじっこの部屋が、哲平さんの棲」 

「そう、隠れ家」 

「あの窓から、いつも覗いているわね。ときどきは望遠鏡つかったりして」 

「そう、応接間の熊とおなじ」 

「わたしたちは、哲平さんのこと用心棒ってよんでいたわ。覗き魔がいるから、防

犯カメラもセキュリティも要らないってね」 

「用心棒、か」 

「なのに、水着なんかで、おどろいちゃって」 

 友美は蔑んだ笑い。 

「目の前でみると、すごい衝撃さ」 

「そうかなあ。ボインでもグラマーでもないのに」 

「つまりその、ギャップかな」 



「なるほどねえ。友美も哲平さんのギャップを観てみたいな」 

「そう。それなら」 

 と哲平は腕立て伏せを始める。 

 十回、二十回、五十回、百回。 

「もうやめて、汗臭いから」 

 友美が邪険な声でいった。 

「マスクすればいい」 

「病気にさしつかえるから、やめて」 

 哲平は腕立て伏せをやめて、息切れしながら、 

「ふだんはおとなしくしているから、大丈夫さ」 

「おとなしくって」 

「本を読んだり、音楽を聴いたり」 

「わるい趣味ではないわね」 

「エロマガジンと、エロミュージック」 

「わるい趣味ではないわね。それと覗き見、か」 

「あれもおとなしくやっている」 

「それで、わかったでしょ」 

 友美が睨む。 

「なにが」 

 哲平はとぼけ顔。 

「友美の秘密」 

「そうだな。未成年なのに、酒のんだり、煙草すったり」 

「男ひきこんだり、でしょ」 

「部屋を真っ暗にしてもさ、煙草の火が、山の家の灯火にみえる。酒のグラスが、

かすかな月で光る。白い肌が、みずからの熱で輝いている」 

「哲平さんって、あんがい、ロマンチストじゃないの」 

 ふいに友美が猫撫で声になった。 

「ギャップをみせたかな」 

「あ、そうね」 

 ふたり顔を見合わせ、どちらからともなく笑った。 

 友美は、映画やテレビのときとおなじ笑顔だった。 

 

 哲平はキッチンにいって、ミネラルウォーターのペットボトルを冷蔵庫からとり

だした。 

 それを飲んだり顔にかけたりしながら、居間にいく。 

 いつのまにかガラス窓が開いていて、植木屋の姿は見えない。 

 哲平はガラス窓をしめて、クーラーをつける。 

 クーラーは唸りをあげ、そして止まった。 

 庭の樹樹がなにやら囁いている。 



「友美さん、ランチ作ろうか」 

「いらない。ダイエット中」 

 友美のクールな声が返ってきた。 

 哲平はまたガラス窓をあけ、ソファにひっくりかえる。  

 音も無く絵美がダンス教室から帰ってきた。 

「なんだ、びっくりした、ほんと、幽霊かとおもった」 

 哲平がはしゃいでも、絵美は、 

「ふん」 

 と鼻をならすばかり。 

「お帰り、絵美ちゃん。お腹すいてないかい」 

「ふん」 

 また鼻をならして、絵美は二階にくねくねとのぼっていった。 

 哲平は友美の部屋に声をかけ、 

「なら、今日はぼく、もういらないね。ひきあげてもいいね」 

「いらないよ」 

 友美のクールな声が返ってきた。 

 

 

       秋 

 

 

 雅美からの電話は、台風の前ぶれの強風の朝だった。 

〈松茸ご飯つくったから、食べにこなーい〉 

〈でも、まだ食欲が〉 

〈性欲だったら、あるの〉 

〈むむ、そういうわけでは〉 

〈いいからきなさいよ、松茸ご飯よ〉 

〈そうですよね〉 

〈そうよ、食べたことなんかないでしょ〉 

〈たしか十年前に〉 

〈どうせ中国産でしょ〉 

〈松茸のお吸い物〉 

〈ばかねえ、じゃあね、待ってるわよ〉 

〈ぼちぼち台風が〉 

〈うちはいつだって、台風の眼よ〉 

 電話が切られて、哲平は大欠伸をした。 

 

 正午にいくと、たしかに松茸の香りが玄関まで漂ってくる。 

「こんちわ、ぼくでーす」 



 甘え声で哲平がいうと、キッチンから雅美が、やはり鼻にかかった声をかけてく

る。 

「哲平くーん、おそかったじゃなーい。友美も絵美も、松茸ご飯三杯ずつ食べて、

さっさといっちゃったわよ」 

「絵美ちゃんは小学校ですね。友美さんは撮影ですか」 

「デートだって。だからステージママは用なし」 

 壁のカレンダーの、本日のタマに描かれたハートマークを指さし、雅美はこれみ

よがしにいった。 

「台風デートですか」 

 あきらかに哲平は、平然さを装っていった。 

「きっとホテルだから。問題ないわよ」 

「ボーイフレンド、いえ、セックスフレンド、いるんですか」 

「あの年ごろで、いないわけないじゃない」 

「しかし、パパラッチに狙われませんか」 

「ほほ、パパラッチはパパが退治、なんてね」 

「お相手は」 

「こんどはたしか、猪だったかな」 

「猪武者ってわけですね」 

「哲平くんとしては、やきもち、あるかな」 

「ぼくがですか。どうしてですか」 

「なんとなく、さびしそうだから」 

「ぼくはいつもこんな顔。それよりママさん、心配でしょうね」 

「なにさあ、哲平くんのママじゃないわよお、雅美と呼んでえ」 

 獣じみたさけび声。 

「雅、美、さん」 

「そう、いいかんじよ。心配するのは、男の親のほうかな」 

「おやおや」 

「下手な洒落がでたから、お喋りはおしまい」 

「口にチャック。ズボンもチャック」 

「莫迦ねえ。もういいから、はやく食べなさいよ、松茸ご飯。腹がへっては戦さは

できぬって、むかしからいうでしょ」 

「ぼくは、戦さをするわけでは」 

 キッチンにいき、テーブルについて、松茸ご飯を食べはじめる。 

 松茸のお吸い物も、松茸の茶わん蒸しもある。 

「どうかしら」 

「めちゃくちゃ美味しいです」 

 哲平はまったく噛まずに呑みこんでいる。 

「当たり前じゃない。どうかしら、ってきいたのは、わたしのエプロン姿」 

「もしかして」 



 哲平はご飯を吹きだしそうになる。 

「当たり。エプロンとれば、すっぽんぽん」 

「ご主人、そういう趣味ですか」 

「莫迦ね、哲平くんのためじゃない」 

 八重歯をむきだしにして、わざとらしく笑う。 

「さあ、さっさと食べて、戦さよ」 

「ぼくは反戦主義者です」 

 哲平の声が怯えている。 

「男と男の戦さじゃないわ。女と男の戦さ」 

「もう充分いただきました。今日はこれで」 

 哲平は逃げ腰。 

「ほんとに」 

 上目遣いで見る眼が、さらに吊り上がっている。 

「ほんとです。ごちそうさま」 

「それでは、こんどは、わたしに松茸、ごちそうしてよ」 

「は」 

 哲平がなにかいう前に、雅美は飛びついている。 

 椅子が倒れ、哲平も仰向けに倒れ、キッチンテーブルも揺れている。 

 雅美は哲平に馬乗りになり、ズボンのチャックを破壊し、哲平の芯棒をひっぱり

だす。 

「立派な松茸だこと」 

「雅、美、さん」 

「いただくわよ」 

 じぶんの中心に押しあて、雅美は一気に腰を落とす。 

「ぐあ」 

 獣の喘ぎ声をあげ、なんどもあげ、雅美は哲平の頚部に噛みつく。 

 首から血がどくどく流れ、雅美の八重歯を染める赤を見て、 

「あ」 

 といっただけで、哲平は失神する。 

 

  

      冬 

 

 

 暗い黄昏がくると、庭の樹樹がさわぎはじめる。 

 樫と欅と松が喧嘩し、プラスアルファが応援団で、プラスエトセトラが野次馬。 

 絵美が音も無く小学校からもどって、くねくねと二階にのぼると、雅美は夕飯の

支度にとりかかる。 

 焦茶のセーター、薄茶のスカート姿で、エプロンはしていない。 



 友美がテレビ局からもどると、そそくさとキッチンに顔をだし、 

「ママ、木崎プロデューサーが、新しい仕事くれるって」 

 と猫撫で声で報告する。 

「やったわねえ、友美い。きっとお、新境地開拓だわあ」 

 獣じみた声で誉め千切る。  

 

 三人そろって食卓につく。 

「これ、おいしいわね、なんのお肉」  

 友美が眼をギラつかせていうと、 

「人間のお肉、きまっているでしょ」 

 雅美が八重歯を見せていった。 

「ママったら、また変な冗談、やめてよ」 

 絵美がからだをくねらせていうと、 

「ごめんごめん、今晩パパが帰ってくるからね。パパの好きな小羊なのよ」 

「そういえば、わたしたちの迷える小羊は、いまどうしているかしら。あのボロア

パート広有荘、取り壊しているわね。だいたい広尾にあんなのが有ることが妙なの

よ」 

 友美は猫の眼を細める。 

 雅美は遠くを見る眼をして、途切れ途切れの遠吠えに似た、ハスキーな声で、 

「哲平くん、慶応でも、医学生でも、なかった。パパにいわれ、一応、大学に、連

絡してみて、わかった」 

「ということは、どういうことなの」 

「いわば、法螺吹き風来坊ね。それで残念だけど、家庭教師は辞めてもらった、っ

てわけ」 

「哲平さんは、なにかいっていなかったの」 

「物騒だから犬を飼いなさいって。秋田犬とか土佐犬とか、おおきい犬を」 

 雅美はおおきく手をひろげる。 

「余計なお世話ね。飼ったって、三日後は犬のスープをすすることになるだけよ」 

「まあ、それが客観的判断かしら」 

「ほかには、面白いこといってたかしら」 

「病気もとっくに治っているといっていたわ。立ち退きを拒み続けて、自殺するつ

もりで、ぐうたらしていたって」 

「まるで、家霊ね」 

「あの風体だもの。大家さんがつけた徒名も、おばけの青大将」 

「ふ」 

 友美はクールに笑う。 

「絵美とおともだちになれて、それで自殺する気はすっかりなくなっていたって。

『聖書』より絵美ちゃん。そんな莫迦なこといってたわ」 

「莫迦のなかの莫迦ね」 



 友美はまたクールに笑う。 

「煮ても焼いても、食えない」 

 雅美は八重歯をむきだして笑う。 

「でも、よかったじゃない」 

「故郷に帰って、父さんの仕事を継ぐって。運送会社の倒産も嘘でしたと」 

「それは、よかったじゃない」 

 そのとき、いままで黙っていた絵美が、 

「よかない」 

 ひとことだけいったのが、会話のおわりだった。 

  


