悪

佐々木涼子

フランスに行ったら空を見ろと言ったのは︑夫だった︒
﹁留学したんだから勉強しなくちゃなんて思うことないよ︒毎日︑空を見て
暮らせばいい︒フランスの空を見つづけたら︑きっと何かが残るよ﹂
そのとき私たちは︑暗い夜空に明あかと照らし出された大学の講堂を︑肩

て︑青すぎる空と輪郭の鮮明な雲がちょっと不自然だと思ったものだが︑フ
ランスに来てみたら︑実際に絵のとおりの空がそこにあった︒

認

春先のフランスの空はどこまでも青く︑あまり青くてほとんど蔭って見え
るほどだ︒その中に白い雲が︑まるでシュークリームのようにしっかりと形
をなして浮かんでいる︒ほんとうに︑プッサンの絵にあるとおりの空だった︒
大学三年のとき︑﹁十七世紀フランス名画展﹂で初めてプッサンの本物を見

毎日︑よく空を見た︒

雲
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を並べて眺めていた︒七十年安保闘争が大学改革を求める学
生運動と重なって予想外の盛り上がりを見せ︑ ついに講堂が
学生たちに占拠されたときのことだ︒
強いライトに照らし出された講堂は︑まるで壮大なスペク
タクルの舞台装置のようだった．︑真昼よりもなお眼に舷しい

そして雪が降った︒それが解ける前に︑また次の雪が降﹄っ

雪景色に閉じこめられて︑私は夫の言葉を反認していた︒

た︒それから三月の半ばまで︑白一色の冬がつづいた︒

﹁二年なんてすぐだよ︒それに夏になったら行くからさ﹂

．今度はそっけなくかわしたのだった︒たしかに︑高度成長

そう言っておきながら︑でも夫は︑・夏になったら来るよ
ね？と念を押す私を︑
﹁そんなことわからないよ︒事務所の都合しだいだ﹂：

明るさのなかで︑．数え切れないほどの旗が林立し︑風に翻っ
ている︒マイクに向かって割れるような怒声を浴びせかける
演説が︑独特の譜調で聴く者の心を答打った︒暗黒の空を染

は思われない︒冬の間にすっかり出不精になっていた私は︑

長い冬がようやく終わって︑復活祭が近づいてきた︒しか
し予定していた旅行のことを考えても︑私の心は浮き立たな
かった︒大地はまだ凍てついていて︑快適な旅ができそうに

だが︑いつ終わるともしれない冬のまっただなかにいた私
にとって︑夏はまだまだ先のことだった︒

さだった︒

期の建築事務所は︑個人の勝手など言ってはいられない忙し

それを見ながら︑夫が言ったのだ︑フランスへ行ったら空

めている赤い照り返しが疑︐血の色のように見えた︒

た︒

を見ろ︑と︒その少し前に︑私の留学が本決まりになってい

夫は低い声でつけくわえた︒

って
てる
るだ
だ↓
る﹂
﹁空は一つにつながっ

の城を囲んで石の建物が密集していたが︑大学の新キャンパ

変していた︒気温も上がって︑空の色は青く澄み︑空気は花
の香りに満ちていた︒季節は春への曲がり角をまわったので

夫に言われなくても︑私は空を見ただろう︒何しろ空だけ
はふんだんにあったＰパリから東南へ急行で三時間のところ
にあるディジョンは︑市の中心部には中世のブルゴーニュ公
スは︑土地がゆるやかに起伏する町のはずれに現代的な建物

ある︒

で本を読んでいるほうがいいような気がするのだった︒
ところが︑一週間の旅から戻って見たら︑ディジョンは一

この寒空の下を歩きまわるよりは︑暖房の効いた自分の部屋

分の小さな世界に閉じこもれると思った︒

が点在しているだけで︑あとはすべて空だった︒
秋も深まった十月の空が︑しかし日本から着いたばかりの
私には重圧だったＰ大きい空がのしかかってくるような気が
した９十一月の末に濃霧の日が何日かつづいて︑空がすっぽ
り隠れたとき︑かえってほっとしたものだ︒これでやっと自

雲の宿り

私は毎日︑胸を伸ばして空を見上げた︒そして︑これもフ
ランスにしかないものの一つだ︑と思った︒
気候の変化とともに︑私の気持ちもまた大きな曲がり角を

復活祭の旅行から戻った数日後︑講義のあとで同じクラス

越えた︒フランスに来て以来︑頭の中にたれこめていた厚い
雲が︑一挙に晴れたみたいだった．
のアルノーと文学部の地下のカフェに行ったとき︑話が一段
落したところで︑彼が︑それにしても君はおしゃべりになっ
たねと︑まじまじと私の顔を見ながら言った︒彼はそれまで
私の中に︑無表情で内省的な東洋の神秘を見ていて︑それを
好ましく思っているようでもあったから︑このひと言は必ず
しもほめ言葉ではなかったのだが︒

音楽のほかに音がなければ︑ジョスリン一人か︑ボーイフ
レンドのリシャールと二人きりでいる︒若々しいはしゃぎ声
に︑時々英語の甲高い叫びが混じるとすれば︑彼女の友だち︑
つまりカナダ人の女の子が集まっているのだ︒そして︑だみ
声のフランス語のなかから突然まったく理解不可能の吠え声

が起こったりする時︑そこにいるのは彼の友だち︑つまりリ
シャールと同郷のアフリカの黒人青年たちだった︒

ョンヘ留学していた︒

ジョスリンはガイアナ︵彼女自身の発音によれば﹁グイア
ーナ！﹂︶の生まれだったが︑少女時代から後をカナダで過
ごした︒そしてカナダの大学の在学中に一年間︑ここディジ

はじめのうち︑ジョスリンの客はほとんどカナダ人だった︒
それ減復活祭を境にめっきりと少なくなり︑それを補うよう
に増えていったのがアフリカ人の客だった︒というより︑こ
の新しい顔ぶれがカナダ人たちの足を遠のかせたのではなか

もっともアフリカ人たちも︑時としてカナダ人にもまさる
正統ョ−ロッパ風の礼儀正しさを見せることがあった．それ

った︒

ったろうか︒私はカナダの若者たちの繊細で内気な明るさが
嫌いではなかったから︑それはちょっと心残りなことでもあ

隣室のジョスリンの暮らしぶりも︑今は暗い廊下づたいに
ではなく︑窓の外の光の粒子を振動させて伝わってきた︒部

日中は窓を開け放していることが多くなると︑部屋に一人
でいても野原にいるのと変わりなかった︒春は今がまつ盛り︒
あたりにはまさに生命そのものから発しているようなあらゆ
る種類の音が満ち満ちている︒樹木までが枝葉のひとつひと
うめ
つを広げ︑伸びをして︑気持ちよさそうに坤いている︒

屋にいればたいていはレコードをかけている︒音の悪い旧式
のプレイヤーが奏でるエディット︒ピアフのシャンソンか︑

ある午後︑部屋にいて退屈した私は︑とるにたらない用事
を作ってジョスリンのドアを叩いた︒すると部屋の奥のほう

のはもっぱら上流階級の子弟だからだ︒

というのも︑アフリカには植民地の伝統としてフランス風の
教育が行き渡っているのに加えて︑フランス本土に留学する

ちょっとレトロな六十年代初頭のジャズ︒それが彼女の身の
こなしに合っているらしい︒耳で聴いているのではない︒体
の動きがリズムを吸い寄せるのだ︒
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から﹁派こうぞ！﹂︐と彼女自身の声がして︑だが間髪を入れず

にドアを開けたのはリシャールだった︒見れば他にもまだ数
人︑人がいるような気配である︒ジョスリンが独りでいる︐と
思いこんでいた私はちょっと面くらい︑さり︑とてものも言わ

ずにドアを閉じることもできず︑そのつまらない用件を口ご
もったｐ部屋の一番奥︑窓際に陣取っていたジョスリンは︑
私の頼みに応じるべく腰をあげる︒そのあいだに︑ドアの把
手を握ったリシャールが︑優雅な騎士よろしく︑もう一方の
手で部屋の中に向けて大きな弧を描いた︒
私が初めてリシャールを見たのは︑クリスマス休暇の疲れ
もすっかり消えた︑一月末のある午後だった︒部屋にいて本
を読み︑考えたことを書きとめたりしてしばらく過ごすと︑
頭が水分を含みすぎたスポンジのようになる︒私は気分転換
のために小鍋をぶらさげて︑廊下の端のキッチンにお湯を沸
かしに行った︒するとそこに先客がいて︑火の上を覗きこん
でいた顔をふりむけてこちらを見た．そのとたん︑私は思わ

のなかで︑ブラック︒チョコレートの肌がハレーションを起

ず逃げ出したいような気分に襲われ︑それをこらえて立ちす
くんだ︒それほど美しい黒人青年だった︒あたり一面の白さ
こすほど舷しく輝いていた︒

美しさというのはいつも絶対的で︑そして電撃的なものだ
から︑これを言葉で説明するのはほんとうに難しい︒言葉は
美を捕らえようとして無数の矢を放つ︒しかしその矢はこと
ごとくはじかれてしまう︒はじかないようなら︑それはほん
ものの美ではない︒

リシャールを見たとき︑私は黒人男性の美しさというもの
を瞬時に理解した︒それまでの私は黒い肌に偏見を持ってい

と不信の衣をまとっていた︒

た︒いや︑偏見などという立派なものですらない︒単に感覚
が閉ざされていただけだ．そしてその無感覚は︑微か葱恐怖

リシャールの美しさに打たれて︑私が小鍋を手に立ちつく

していると︑そこへ隣室のジョスリンが姿を見せた︒その美
青年はジョスリンのボーイフレンドだったのだ︒それがわか

ったとき︑私はなんだかうれしかった︒もしもリシャールと
いう人がいなかったとしたら︑私は果たしてあれほどジョス

リンと親しくなっただろうか︒

リシャールがなぜそれほどにも美青年に見えたかというそ

の理由は︑もちろん顔の造作や姿形にもよるのだが︑それ以
上に︑それらの顔や身体をまたと唾く優雅に動かすというと

ころにあった︒じっと動かずにいる彼は彫刻みたいで︑ちょ
っと冷たい感じがする︒だがいったん動き始めると︑すべて
が大きな暖かさに変わった︒長い捷毛に蔭った眼は︑濃い褐

色の瞳がクリーム色の白眼に淫んでいて︑そのため時には熱
に病んでいるようにも見えるのだったが︑今もその潤んだ眼
がこちらを捕らえて放さない︒そのうねるようなエネルギー

に足をすくわれないためには︑かなりの気力が必要だった︒
私はジョスリンの部屋に入りたくないからではなく︑この眼

に対する抵抗力を他ならぬ自分自身に立証するために︑敢然
と自分の部屋へ向かって睡を返したいとさえ思った︒
もしかしたら私は︑いつかジョスリンが言ったように︑

雲の宿り

﹁リシャールのこと︑好き？﹂だったのだろうか︒冗談めか
してそう言いながら︑ジョスリンの眼には微かな不安の色が
瞬いていて︑私は彼女がいじらしくなったものだが︒
いや︑どう考えてみても︑それはありえない話だ︒私がこ

そしてへまるで黒いバラの花が朝日に咲きそめるように笑

﹁そうね︑ほんとは私もそう︒リシャールはきれい狸．．﹂
うのである︒

すると彼女は︑︑ウフン︑とちいさな含み笑いをして︑

な黒人へという意味だが︶︑はじめて見た﹂

﹁そうお？ｆでも私はあんなにきれいな人︵あんなにきれい

の美青年を愛していたとすれば︑それはたとえば人が魅力的
な野生動物に見惚れるように︑美しい花々や輝く星々を愛で
るように︑だった︒もっとも︑時に愛という名で呼ばれると
ころの︑孤独にいじけてしかも倣慢なエゴイズムの占有物と
してではなく︑宇宙に遍在する生命と永遠の現れとして地の

った︒

部屋に入ると︑リシャールが︑それまで自分が坐っていた
らしい肘なしの安楽椅子を私にすすめ︑言われるままに腰を
下ろすと︑黒いレザーに残るしたたかな温もりがお尻に伝わ

ほかに客は三人︒黒人の男と白人の女のカップルが︑ソフ
ァーベッドにいる︒男は前かがみに浅く腰をかけ︑女のほう

花や天の星に心を通わせる︑それと同じように男をも女をも
愛することができるとしたら︑そのようにしてひとりびとり

リシャールを愛していたというより︑私はリシャールを愛

が持つ熱や光が縦横に行き交うことが可能だとしたら︑それ
はそれでとても心惹かれる世界ではあるのだけれど︒

は深く退いて︑背中を壁にもたせかけている︒女の着ている
レンガ色のスカートは︑その当時流行の︑ふくらはぎの下ま
でのミディ丈だったが︑膝上十センチまで裂けていたから︑
狭いベッドを横断して投げ出された彼女の白い脚は眼に痛い

するジョスリンを愛していた︒
たとえばジョスリンにこんなことを言ってみる︑
﹁リシャールって︑ほんとうに美男だわねえ﹂

ほど挑発的だ︒

ソファーベッドの二人の正面には︑洗面台とビデのコーナ

細い金のチェーンで絡めてある︒

るまるとした男だった︒仕立てのいい三つ揃いのスーツの胸
元に︑派手な柄のネクタイを締めて︑それをごていねいにも

に小脇に抱え込んでいるのは︑黒人にしてはかなり背が低く︑
低い分だけ太るほうにまわってしまったような︑顔も体もま

このフランス人形の華著でしかもふくよかな脚を大事そう

すると彼女はぷいと横を向き︑きれいに反った鼻筋を見せ
て切り返す︑

﹁そうかしら︒でも私がカナダにいたときのボーイフレンド
は︑もっとすてきだったわよ・私たちが揃ってレストランに
入っていくと︑みんな振り返った︒だって私たちふたりとも
．一番の美男と美女だったもの﹂

そう言ってから︑今度は私の眼を正面からひたと見つめ直
す︒私は少しもめげずに︑しみじみと︑つくづくと言う︑
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１︒その洗面台に腰をあずけて︑胸の前で腕を組み︑︐態度ば
かりはハリウッド映画の人気スターみたいに気取って︑一人

の男が立っている︒古びたよれよれのジャケットを着た貧相
な男だ．彼が着ると︑なぜかどんな服もサイズの合わない︑
くたびれたものに見える︒この前会ったときもそんな感じだ
った︒というのも︑この日の三人の客のうちで︑彼だけが私
にとっては初対面でなかったからだ︒

ってしまった﹂

る︒

と︑文句のっけようのない記憶力の良さを示したからだ︒
そういう彼の口調には︑いまなお恨めし気なところがあって︑
私はあらためて弁解しなければならないような気にさせられ

﹁あの頃はとても引っ込み思案だった︒まだ良くしゃべれな
かったし⁝﹂
思ったんだ﹂

﹁でしょう？だから僕は君がもっと人とつきあうべきだと

呼吸おいて表情を和らげると︑

それはディジョンで迎えた最初の日曜日だった︒食事に出
かけようとしたら︑今日は休日だからキャンパスの反対側に
ある遠くの学生食堂しか開いていないよと︑寮の管理人が教

﹁でも僕は唾ぜかそういう控え目な女の子が好きなんだな

しんみりした口調で言って︑鉾を収めた︒

彼は勢い込んで言い︑しかしそれで気がすんだのか︑ひと

えてくれた︒いつも髪をきれいにセットアップしている中年
の彼女が︑それをとても気の毒そうに声をひそめて言うもの

あ﹂

その夕暮れの道で︑やにわに話しかけてきたのがこの人だ︒

だから︑私はちょっと傷ついた．

紹介のすんだところで︑フランス人形がまつさきに口を切
った︒

お︒すっごく感激して帰ってきたわよお︒いい国だってえ︒

して︑言われた内容まで薄っぺらに感じさせてしまう︒

場合がまさにそれだった︒外国説りのなかに飛び出した軽や
かなフランス語は︑学生らしいスラングの効果を十分に発揮

の荘重さを伴うことがある︒その逆に︑母国語である流暢な
フランス語から妙に軽薄な印象を受けることもあって︑今の

外国人が話す誰りのあるフランス語も︑たどたどしいが故

﹁日本てぱねえ︑私の伯父が一度仕事で行ったことがあるの

ョスリンのサロンで再び顔を合わせた今︑相手があの時のこ
とを忘れていてくれればいいと心に念じた︒だが︑その期待

余生を送るん葱らぜえつたいあそこだって︑ゆうのよれえ﹂

食堂に着くまでどうしても振り切ることができず︑あげく︑
何とも可愛げのない別れ方をした覚えのある私としては︑ジ

は見事はずれた︒リシャールがまずこの男を指して︑
と紹介したとき︑彼は私を真っ直ぐに見て︑

﹁僕と同国のロスタン﹄

し穣蝉あなた を 知 っ て い る ． 去 年 の 秋 ︑ モ ン ミ ュ ザ ー ル の
学生食堂へ行く道で会ったよね︒あの時あなたはディジョン
ヘ着いたばかりだと言っていた︒僕はあなたともっと話がし
たかったのだけれど︑あなたは日本人の知り合いのほうへ行

雲の宿り

まるぽちやは彼女の話を聞きながら︑いかにも嬉しそうに
クックッと笑い︑コンマで彼女の腰を引き寄せ︑ピリオドで
膝をなでていたが︑最後に彼女が大きな眼で自分をみつめて︑

はいられなかった︒

もう一度﹁余生を送るんならねえ﹂と言ったときには︑とう
とう感きわまって︑やおら伸び上がって口元にキスし通いで

フランス人形は声を張り上げる︑

﹁でえもねえ﹂

﹁やっぱ遅れてるっつうか︑考え方の違うとこってあるみた

い︒伯父じゃ態くて︑彼の奥さんがゆうんだけど︑日本て男
の人と女の人 っ て 別 々 な ん だ っ て え ？ 家 に 招 待 さ れ た 時 な
んかも︑伯父だけ奥の部屋で男の人同士で楽しんで︑伯母は
女の人たちといなくちゃなんなかったんだって︒それがやだ

もあった︒私の胸には︑かって心細く見上げた夫の背中が浮
かんでいたが︑それよりも︑そんなふうにほんの片時離れる
ことにさえも不安を覚えたその頃の自分の柔らかな愛着が︑

思いがけずもまざまざと思い返されて︑その余韻に浸された

私は︑今このとき眼の前にいる人々もその話し声も︑どこか
遠いものに感じてしまう︒東京からさらに遠くは葱れた雪国
の︑黒く煤けた太い梁の下に見た夫の後ろ姿は︑ここフラン
スのディジョンから思い描くと︑さかさまに持った望遠鏡の

奥にあるように果てしなく遠く小さく︑引き止めるすべもな
く遠ざかって行くように思われた︒
﹁僕らみたいな新しい独立国から見ると︑日本は経済成長の

私の言葉を引きついでロスタンが言う︑

チャンピオンなのさ﹂

伝統的な習慣とか独特の精神性とか⁝︒どうしてできるんだ

﹁でもフランスでは︑日本の古さってことをよく耳にするね︒

それはどの地方の話だろうと私は考えた︒夫の郷里で︑私

ろう︑西洋のものを取り入れながら︑それに抵抗して古いま
まを保っているなんてことが︒神秘的な国だよねえ︒僕は前
から日本のことが知りたくてたまらなかった︒でも僕らの国

ったって︑言葉がわかんないから﹂

も似たような経験をした︒親戚の家に遊びに行っても︑酒の
席に誘われるのは夫だけだ．最初の頃は︑私を残して立ち上

には日本人はほとんどいないし︑フランスではよく見かける
けど︑ディジョンには少ない︒ぜんぷで何人？十人かあ︒

だけどあなたたち日本人はほんとに打ち解けないね︒前にも
日本人に話しかけてみたことがあるけれど︑みんなじっに控

がり振り向きもしない夫にひどく総き︑途方に暮れた︒
地方へ行けばそういうこともあるかもしれないわ︒日本の

昔風な考え方によれば︑男と女は違うということに産ってい
たから︒もっとも最近は日本もどんどん西洋化されてきて︑
あらゆる意味で日本らしさは消えていくいつぼうだけど⁝︒

日本人は冷たい︑日本人は黒人を差別する︑そうはっきり
言われなくて︑私はほっとした︒しかしそこまで言ったきり

え目だ︑あなたみたいに﹂

そのように︑フランス人形に向かって無意識のうちに日本的
なものを弁護する構えをとりつつ話しながら︑私は不服だっ
た過去の自分自身に︑いま遅ればせに言い聞かせているので

００

ロスタンは私の顔を見て口をつぐんだので︑私は会話のポー
ルをパスされたみたいで︑さて今度はどちらのほうに投げ返
そうかと︑そのポールをしばし両手で弄ぶ気分でいる︒と︑
リシャールがのどかな声で私の緊張を解いた︒
﹁日本のテクノロジーって︑いいよなあ︒僕︑ニコンのカメ
ラ持ってるんだ﹂

リシャールはロスタンのそばで︑どことなく気の弱そうな
甘えた態度を見せた︒ジョスリンとふたりでいるときの若い
豹のような甘やかさとは︑また別のものだ︒体格も服装も︑

なくて︑ヨーロッパも同じなのよ︒人間のことだってさ︑外
国人とはあんまりつき合いたがらない入っているじゃない？
特にディジョンは古いからさあ︒でも︑あたし︑そういうの
ナンセンスだと思う︒いろんな人とつき合って︑いいものは

どんどん吸収すべきなのよ﹂

隣に坐っているまるぽちやは︑この演説の︑ことに最後の
部分にすっかり感激して︑しゃべっている彼女の首筋に何度

か口づけした︒なればこそ︑彼女は人種偏見をさらりと捨て
去り︑このまるぽちやを恋人にしたのだろう︒

されていくんだ﹂

﹁そんなふうにファッションになってしまうのが︑一番危険
なんだ︑本来もっていた意味なんか︑まったく失われてしま
うんだから︒肝心なのは精神なんだよ︒その精神が骨抜きに

ロスタンよりリシャールのほうがずっと立派だったから︑そ
れは見ていて冊に落ちない光景だった︒
﹁それっていいことでしよ︑新しいものがどんどん入ってく
フランス人形がまた意見を述べる︑

く︑さりとて反対を唱えるでもなく︑ロスタンの演説を拝聴
している︒そんな彼らのおとなしさには︑たけりたつ教師や
親の前で白けた自分をもてあましているこどもに通じるもの

リシャールやまるぽちやはと見れば︑相づちを打つでもな

いうふうで︑だからたいていは︑ますます黙りがちになる相
手を前に︑一人で何人分も喋りまくるということになる︒

ても包容力のあるところと︑ひどく冷淡なところが同居して
いた︒いま誰かを熱心に説得しているかと思うと︑一瞬後に
はその試みを放棄してしまう︒それも気が変わるというので
はなく︑相手の反応を待たずに自分で自分の話の穂を継ぐと

ロスタンの声は次第にとげとげしくなっていって︑今はも
うフランス人形のほうを見てもいなかった︒ロスタンにはと

るっていうのは﹂

﹁そのぶん進歩するんだしさあ︒どうしてそれに抵抗しなく
ちゃなんないのか︑わかんないなあ︒いいとか悪いとかって
いうより︑それこそ必然ってもんよ﹂
﹁でも︑そのために昔からの価値が壊されたり失われたりし
ロスタンは諒々と説き聞かせる口調で言い︑そのせいで︑

ていくからね﹂

フランス人形の向うっ気の強い態度は︑本人の意図に反して
いささかこどもっぽく見えてしまう︒

﹁いいものは残せばいいじゃない？アフリカ風の織物とか
服とか髪型なんか︑フランズでも大流行よ・すっごくかっこ
いいもん︒そういう意味じゃ︑変わるのはアフリカだけじゃ
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があった︒

ひとり上機嫌で張り切っているのはフランス人形だ︒切れ
目のないロスタンの話に注意を凝らし︑すきあらぱ食い込も
うと構えている︒根っからの議論好きなのだろう．二十年後
の彼女の横で︑その夫は深海に棲む生物のようにも寡黙に︑
おしゃべりのフランス女性を妻とした男でなくてはとうてい
表現し得ない深い諦念と疎外感を︑全身に惨ませているにち
がいない︒

﹁腹が立つよな︑パリのサンⅡミシェル通りあたりでアフリ
カの小間物なんか売っているのを見ると︒堕落だよ︑恥だ

ロスタンはその言葉通り︑恥辱に身をふるわせ︑うなだれ

よ﹂

た．だが︑誰の応えを待つ間もなく顔を上げると︑今度は倣
岸をむきだしにして言うのである︒
﹁ああして売っている黒人たち︑あいつらにはもうアフリカ

その言い方は︑誰かを仲間はずれにしようとしているガキ

人の資格はない﹂

大将にそっくりだ︒まるで自分がアフリカ人のリーダーか何
ぞででもあるみたいに︒そう思うと︑ふっとおかしさがこみ
あげてきて︑私はジョスリンの方を振り向いた︒さっきから
沈黙を守っている彼女は︑窓枠に肘をあずけたまま外を眺め
ている︒その黒い横顔には完全な無関心しか見出せない︒そ
れを見て私は思うのだった︒ジョスリンもロスタンも︑私か
ら見れば同じような肌の色だ．微妙な色調のちがいはあって
も︑個人差という以上の意味ある徴候は︑私には読み取れな

い︒だがジョスリンは南アメリカ大陸で生れ︑カナダで教育

を受けた黒人だった︒その彼女にとってアフリカの問題は︑

文字どおり海の彼方のことだったのかもしれない︒
その春の午後︑私たちはたまたまフランスの地方都市の学
生寮の一室で話し込んでいたのだが︑その私たちのあいだに

大きな海があった︒

は︑幾つもの大きな海があった︒ジョスリンとリシャールの
あいだを隔てる海︒まるぽちやとフランス人形のあいだに横
たわる海︒そしてこのとき︑私と日本にいる夫のあいだにも

になっていく﹂

﹁われわれは西洋文明から多くのものを学びもしたが︑貴重
なものを失いもした︒ある意味で︑われわれはどんどん無能

﹁どういうこと？よくわからないな﹂
ある感慨にとらえられてロスタンの声が一段と沈んだすき

﹁どんどん利口になっていくんじゃないの？新しい知識を

を︑フランス人形は逃さず口をはさむ︑

るということなのかな﹂

吸収してるんだから︒それとも︑すでにそういう知識を使い
こなしているヨーロッパ人と比較して︑あなた方が自信をな
くしちゃうっていうか︑つまり自分で自分を無能だって感じ

フランス人形はロスタンの使った﹁無能﹂という言葉を繰

抵抗を覚えずにいられなかったのではないか︑彼女を見てい

り返すとき︑微かなためらいを見せた︒その言葉が︑彼女が
黒人に対して心の奥底で抱いているある印象をあまりにも端
的に言いあてたものであったために︑それを口にすることに

ｍも

た私にはそんなふうに思われたためらいだった︒
﹁いや︑それはちがう．まったくちがう．ヨーロッパの科学
を学ぶことで︑アフリカは昔からの考え方や判断力を失って

しまったんだ︒アフリカにはアフリカなりのれっきとした精
神秩序があったのに︒なんてつたってアフリカ人だって︑何
も考えずに何千年も暮らしてきたわけじゃないんだからね﹂

ロスタンはいささか威嚇的な口調でフランス人形を見すえ
て言い︑それから︑この冗談をともに楽しむ仲間と語らうか
のように︑まるぽちゃとリシャールを皮肉江笑いを浮かべた
眼でかえりみた︒もっとも彼らのほうは︑ますます鰻身の置き
どころがなくなったかのように眼を伏せてしまったが︒
﹁アフリカ人は伝統的な思考の方法論をどんどん失っていく︒

﹁科学ってつたって︑迷信みたいなものでしよ？おまじな

われわれの科学をね﹂
いで病気を治すとか⁝﹂

﹁おまじないって言うだる？そしておまじ通いで病気を治
すっていえば︑もうそれだけで未開で劣っていると決めつけ
るだろ？でもそれはヨーロッパの近代科学の立場から見て
の話だよ︒そもそもヨーロッパとアフリカは︑ものを見る視
点や思考のシステムが違うんだ．違う視点から見れば︑正し

ロスタンの声が熱してくる︒

いこと正しくないことの関係が変ってくる︒一方の視点で見
えなかったものが見えてもくる﹂
﹁ぼくはもう七年もフランスにいて医学を勉強してきたけど︑
ヨーロッパの近代科学だって万能じゃないよ︒ヨーロッパ医

学でとらえきれないことは実に多いんだから︒いつぽうアフ
リカにはアフリカの医学が存在していた︒人間のいるところ
には病気がある︒病気のあるところには医学がある︒アフリ

カの場合︑それが白魔術さ︒魔術といったって︑ヨーロッパ
の人間が考えているみたいに︑人を恐怖に追いこんだり︑感
情で盲目にさせたりするものじゃないよ︒白魔術といわれて
いるものの大部分は︑現状を改善するための理性的で客観的

葱方法だ︒ただ︑ヨーロッパの近代科学という限定された一

点から見たときに科学的でないというだけの話だよ﹂
いまはもうフランス人形も口をはさまなかった︒
﹁さっき僕が︑アフリカ人はどんどん無能になっていくと言
ったのは︑このことだ︒アフリカは︑たとえば白魔術の能力

を急速に失いつつある︒この損失は甚大だよ︒というのもヨ
ーロッパ医学は︑原理を異にする現象に対しては︑職すすべ
を持た産いからだ︒アフリカでは︑ヨーロッパ医学ではとう

てい捉えきれないようなことが次々に起こる﹂
見るとリシャールもまるぽちやも︑先刻までの半ばめんど
うくさいような︑なかば照れたような態度を捨てて︑身を乗
り出してロスタンを見詰めている︒そういう彼らの眼からは︑
心なしか︑いままでまったく見られなかった強い光が発して
いるようだ︒そしてロスタンが︑アフリカではヨーロッパ医
学で捉えられないことが次々に起こる︑と言ったとき︑こら
えきれなくなったようにまるぽちやが言った︒

私は一瞬あっけにとられた︒それまで張りつめていた糸が

﹁そうだよ︒ぼくの伯母は二十年間妊娠していた﹂
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急に緩んだようなかんじで︑笑いだそうと周囲を見まわして︑

﹁こどもが生まれた﹂

﹁それで⁝︑二十年たって︑どうなった？﹂

は言った︒

当然だろうと言わんばかりの曇りのない眼で私を見て︑彼

再度驚いた︒真剣なのはまるぽちやひとりではない．ロスタ
ンもリシャールも︑熱っぽいクリーム色の白目の中央の︑濃
い瞳に光を脹らせて︑おたがいを見詰めている︒さっきまで
そつぼを向いていたジョスリンまでが︑何かの気配を感じと

ここまで来てやっと足を止め︑ほっと息をついているように
見えた︒いや︑そのように思ったのは︑あるいは私の眼の迷

﹁そうよ︒吸血鬼だって︑ほんとうにいるのよ﹂
脇から︑とつぜん低い声がした︒ジョスリンだった︒

﹁そうだよ︒アフリカにはいろんなことがある︒いまのヨー
ロッパ人にはとても信じられないようなことがね﹂

声で咳いていた︒

組んだロスタンは︑誰に向かってというわけでもなく︑低い

いったい何なのか︑恐怖している私自身にもまったくわから
ないのであった︒そんななかで︑あいかわらず腕を組み足を

れる怪物への恐怖といったようなもので︑しかもその怪物が

次第に大きく通ろうとしていたからである︒それはたとえば︑
眼にも耳にも捉えられないがしかし確かに気配だけは感じら

い︑私自身の不安定さのなせるわざだったかもしれない︒と
いうのは︑いま安らかに見えるロスタンと反対に︑私の心の
なかには︑なにかしら形容しがたい動揺が芽生えて︑それが

ロスタンの表情からは︑最前の苛立ちが消えていた︒彼は

った野生動物のように︑こちらを窺っている︒それはまるで
彼らの間に︑突如として電流が通いはじめたかのようだった︒
﹁それはぼくの伯母の一人だった︒ぼくがまだ生まれる前に
始まったことだけど︑でも医者がどんなに診ても︑それは完
全で︑しかも健全な妊娠だったんだって︒ぼくが少し大きく
なってものが分かるようになったとき︑他の人がぼくに︑妊
娠してもう何年にもなるって教えてくれた﹂
フランス人形はといえば︑自分の恋人が思いがけずもこん
な途方もないユーモアを持っていたことに感激し︑それを誉
めてあげるために︑笑いころげ葱がら彼の首を抱き寄箕口

づけしようとした︒ところが︑ついさっきまでは不器用なが
ら一生懸命フランスふう恋人の役割を演じ︑つねに騎士道的
な愛の表現を怠らなかったまるぽちゃであるのに︑いま自分

そうに振りほどいたのである︒

の話に夢中になった彼は︑ついつい本来の生地をむき出しに
してしまった︒肩先にからまりつく白い腕を︑思わずうるさ

﹁吸血鬼ィ？﹄

﹁そう︑吸血鬼︒私が自分で見たわけじゃないけど︑私の両

半信半疑の声が上がったが︑話しはじめたジョスリンは真

ひととき︑深い沈黙があった︒そのなかで︑私とフランス
人形以外の人たちは完全に納得しているように見え︑それが

剣そのものだ︒

るまるぽちやにたずねた︒

私を少なからず恐怖させた︒しばらくして︑私はおそるおそ

o
￥

﹁どこで？﹂

親が実際に見た﹂

彼女の生まれ故郷だ︒

﹁グイアーナ！﹂

﹁私たちは何度も何度もその話を聞かされた︒一番下の妹が
生まれたばかりで︑下の両親の部屋にねかされていたのね︒

ある晩︑部屋の隅のベッドで眠っていた赤ん坊が︑急に泣き
出した︒その声でママが眼を覚ましたら︑なにか黒いものが
赤ん坊のベッドにおおいかぶさっているんだって︒ママはび
っくりしてパパを起こした︒パパは見るなり︑吸血鬼だ！
って叫んで︑すぐに飛びかかった︒吸血鬼はあっという間に
跳び退いて︑開いた窓を飛び越えて︑逃げていったんだって︒

すごいスピードで︑とても追いかけることなんかできなかっ
たから︑ふたりは窓のところで︑ただそれを見ているだけだ
った⁝︑でも︑そのあとでパパもママも心底おそるしく通っ
てきて︑パパは次の日の朝になってもまだ膝がガクガクして
ぜんない人なのに﹂

止まらなかったって︒ふだんは︑怖いなんていうこと︑ぜん
誰も︑一声も発しなかった︒その逃げ去った黒いものは︑
まちがいなく吸血鬼だったのかと︑誰もたずねはしなかった︒
私の頭には︑黒々とした密林にむかって大きく開かれた窓

が浮かんでいた︒その窓のかなた︑密林とのあいだに横たわ
る草地をまつしぐらに突き抜けていく黒い影︒獣のようでも
あり︑人のようでもあり︑姿かたちはとらえ難いが︑じっと
眼を凝らすと︑その足元は数十センチほど︑地面から浮き上

がっている⁝︒

語り終えたジョスリンの体は︑止めようもなく小刻みに震
えていた︒まるで︑朝になっても膝の震えの止まらなかった
彼女の父親のように︒いつもは艶やかなチョコレート色の肌
が白茶けて粉をふいたようになっているのを見て︑ジョスリ

気がつくと︑部屋のなかには夕闇がしのび寄っていた︒そ

ンはいま蒼ざめているのだ︑と私は思った︒

れはまるで︑はるか遠く地球の反対側にある大陸の密林の闇
が︑ほんの少し凄み出してここまで漂ってきたのではないか
と︑そんな気にさせられる薄闇だった︒

五月になった︒来る日も来る日も︑申し分のない上天気だ︒
花は次から次へと咲き乱れ︑はじめのうちこそ︑リラだ！
マロニエだ！と感嘆の声を上げていたけれども︑そのうち
堪能し︑やがてうんざりした︒それでも一向に勢いのおとろ

える気配がなく︑色も形もますます盛んに咲き誇る︒空気は
甘い匂いにみちみちて︑地上から空まで︑まるで花束という
名前の香水瓶をぶちまけたよう︒それが夜になっても消えな

いどころか︑いっそう濃やかに︑いっそう鋭く︑室内にまで
流れ込んでくる︒胸苦しくなるほどだった︒

こういう上天気のとき︑困るのは︑自分もまた上機嫌だと
いうことだ︒まったく私は︑生まれてこの方なかったほどに
上機嫌だった︒なんの理由も恋く︑ただ上機嫌だった︒まず
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上機嫌という状態があって︑あとからその種を探した．
たとえば私はひとりで部屋にいて︑前日街で︑知り合いの

夫婦と出会った時のことを思い出す︒いっしょにおしゃれな
サロン・ド・テに入ったら︑その夫婦は︑それぞれに自分が
注文したケーキをきっちり半分まで食べ︑自分の食べかけの
皿を両手でささげ持つと︑ひとことも相談せずに︑一瞬の動
作でそれを交換してしまった︒そのふたりの息の合い方には︑
実にこちらを瞳目せしめるほどのものがあったのだが︑当の
本人たちはほとんど無意識でやっているらしく表情ひとつ変
えない︒のみならず夫たる人迩ど︑ケーキとはまったく無縁
な話題に没頭して︑物堅い意見を述べるのを中断さえしなか
った！

そんなことを思い出すと︑私はただもうおかしくなって笑
い転げてしまうのだった︒笑い始めると︑笑うことの快さが
つぎの笑いを誘い︑何がおかしいのかも忘れてひたすら笑っ
た︒そうしてひとしきり笑って︑やっとおさまると︑ああ︑
よく笑ってお腹が空いた︑などと思うのだった︒それはいさ
さかヘンリー︒ミラー的な︑天井知らずの上機嫌だった．も
ちろんミラーとは違うふうにだが︑しかし彼と同じく︑私は
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑軸︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ど︑でもそうすると︑・帰ってすぐまた出てこなくちゃならな

次の授業まで時間が空いて︑下宿に帰ろうかと思ったんだけ

いの⁝︒おじやまじやなかったかしら？もしそうなら言っ
てね︒ちょっと困ったように眉根を寄せて︑突然訪ねた言い

訳をしている︒細いうなじをたわめて︑足元のリノリュウム
の床に眼を落としたままの彼女を︑ドアの長方形の額縁に入
れて眺めると︑それはまるで︑はからずも良にかかった大き

それに続く数日︑エリザベートは毎日ドアのところに行儀

な白鳥のようだった︒

よく立って︑長々と挨拶をした︒私はいやがっていると思わ
れないように︑さりとて歓迎しすぎることもないように︑で

て少しずつ近寄ってくるのを︑辛抱づよく待つ気持に似てい

きるだけ何気ないふうを装った︒それは臆病な小動物が馴れ
たよう准気もする︒

っている︒

十日もすると︑エリザベートの訪れは習慣になった︒今日
も来るにちがいないと︑くつだん約束があったわけではない
がわかっている︒彼女の方でも部屋に入るときに遠慮のそぶ
りを見せなくなった︒ドアを開けるなり︑もう話の本題に入

こそアルプスの山間にひっそり咲いた花だと感じ入ってしま
うのだが︑いったん話し始めると︑そうした感慨は確かに裏

折れそうに細くて長い首筋や︑白い華箸な肌︑そして繊細
な目鼻立ち︑なかでも大きな青い眼を見るかぎりでは︑これ

毎日︑目に見えて日没が遅くなっていく︒間延びした暮れ
方の時間を︑エリザベートの訪れがうまい具合に埋めてくれ

切られた︒おしゃべりだというだけでなく︑かなり巧綴で技
巧に富んだ表現力を身につけた社交家でもあったからだ︒

すべてを持っていた︒そして何も持っていなかった︒

た︒復活祭の旅行で知り合ったスイス人の留学生だが︑ある
昼一下がり︑なんの前触れもなく私のドアを叩いたのだった︒
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エリザベートの話題は主としてフランス人学生のことだっ
た︒フランス人はこう考える︒こういうものの言い方をする︒
まるでフランス人しか眼中にないみたいだったが︑そこには
たぶん︑批判と裏腹の微妙なコンプレックスも混じっていた

エルという名の少年だった︒いや︑ダニエルのこととなると
エリザベートがまるで小さな男の子のことを話すような口調
になるので︑私の脳裏にはダニエル少年のイメージがくっき

二十二歳の青年である︒

りと描かれてしまったのだが︑実際には彼女より一つ年下の

エリザベートとダニエルは小学校以来の同級生だった︒彼
女のほうが年上なのは︑小学生のときに大きな病気をして︑
学年を一年やりすごしたからである︒ある年︑自分の学級に

のだろう︒白人同士のあいだの区別や差別︑さまざまなコン
プレックスについて私が察するようになったのは︑もっぱら
彼女はまた︑知り合う相手をきわめて敏感なレーダーで選

加わった年上の女性を︑ダーーエル少年は憧れに眼をみひらい

彼女のおかげだと言っていい︒

り分け︑その一人一人に対する反応を変えた︒それが確実に︑

て見つめたのだろう︒ましてエリザベートはダニエルが出会

で︑その訳をたずねる︒︒

金髪にどうして水玉がいけないのか︑私にはわからない︒

それも赤い地に白の水玉！﹂

だって金髪でやせているのに水玉のネクタイなんかするのよ◎

﹁ダニエルって︑洋服の着こなしなんか︑ほんとにだめなの︒

る︒

ダーーエルの話になると︑エリザベートは急に強い態度にな

るようだった︒

上ということにしておきたかったのかもしれない︒それにま
たダニエルというのは︑女王様に一歩を譲ったほうが気持ち
が落ち着くような︑そんな騎士道的な優しさの持ち主でもあ

と︑エリザベートは言う︒勝ち気な彼女は︑自分のほうが

いていは私︑かな︒まあ︑そんなとこ﹂

﹁私たち︑小学校の時からいつもどちらかが一番だった︒た

った最初のライバルだった︒

相手の人種と国籍と社会階層に拠っている︒たとえば外でジ
ョスリンに会ったとすれば︑エリザベートはにこやかに︑さ
っと二メートルほども退いて︑私たちの話の終わるのを待っ
ている︒私はここでいくらでも待っているから︑あなたがた
は好きなだけ話していていいのよ︑そう言いたげなほほえみ
を浮かべているか︑さもなければ道端の花か何かに気をとら
れているふりをする︒それはそれで私たちを急かさないため
の心憎い配慮であると見えないこともないが︑しかし︑自分
はけっして会話に加わる気はないのだという明瞭な拒絶でも
あるのだった︒

スイスのチューリッヒに生まれ育ったエリザベートは︑早
くに両親を亡くし︑その後は年の離れた姉に育てられた︒彼
女の話のなかにしばしば姿を見せるこの姉は︑きわめて身持
ち正しく思慮深く︑相当に口やかましいブ池ジョワ婦人のよ
一もう一人︑エリザベートの話に頻繁に登場する人物はダニ

うであった︒
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﹁あ−らへ決まっているじゃないの︒ま︑人にもよるでしょ
うね︒でもダーーエルにはだめ︒あなただって会ってみればわ
かるわ︒ああ︑でも︑とても会わせるわけにはいかない︑恥
ずかしくって⁝﹂

そう言って一人で笑いころげるエリザベートは︑ふしぎに

だろう︒エリザベートとダニエルの二人にとって︑おたがい
がおたがいの何であるかということ︒どう縛られているかと
いうことｐそして︑どう自由であるかということ︒いやむし
ろ︑相手にどう突き放されているかということかもしれない︒
しかし︑それを見きわめようとして澱みを掻き回しても︑た
ぶんむだだ︒とたんにすべては不透明に濁ってしまうだろう︒

ことが多かった︒昼一どき︑その隙間から食事に行く私を呼び

暖かくなってから︑ジョスリンはドアを半開きにしている

止めて︑あとから追いかけてくる︒あるいは︑私が部屋を出

華やいで︑しかも訳もない自信をちらりと覗かせ︑気のせい
か言葉つきまでちょっと蓮葉になる︒そういうダニエルを残
して外国留学をするのは︑彼女にしてもつらいものがあった
のではないだろうか︒

る汁駈分粒前を見計らって顔を覗かせ︑

﹁いいえ︑そんなことはなかったわ︒必要なことだから﹂
いったんは断定的に答えたものの︑そのすぐ後で︑

てみたほうがよかったとも言えるの︒私よりもダニエルにと
って︑そうだったみたい︒私が国を出るまえ︑二人でいっし
ょにロンドンに旅行したとき︑ダニエルが言いかけたことが
あるの︒ずっとこのままでいるのは耐えられなかっただろう

冬のあいだ片時もジョスリンのそばを離れることのなかっ
たリシャールが︑いつからか︑また一人で出歩くようになっ

いかと︑私は思った︒

﹁そうね︑確かにぜんぜんっらくないわけでもない⁝︑私た
ち︑ずっといっしょだったから︒でも︑だからかえって離れ

って︒私はその先を聞こうとしなかったんだけど︒だって︑
なんだかいやだったし︑それにダニエルっていつもそうなの

ていた︒私もカフェやロビーの人混みで彼を見かけることが
あったが︑そんな時の彼はたいてい数人のグループといっし

﹁学生食堂に行く？じゃ出かけるとき声かけて﹂
そん産ふうに言う︒ジョスリンは人の後を追うたちではな
かった︒その彼女が私を誘ったのは︑何か訳があったからに

よ︑ハキハキしなくて﹂
言葉尻はいつものエリザベートらしい口調になったものの︑

側を通りすぎて︑彼に親しげに挨拶されたりすると︑私は思
わず落ち着きを葱くしたものだ︒というのも︑リシャールの
横にはたいてい女性がいて︑彼が笑いかけている相手である

ょで︑その長身と美貌は遠目にも抜きんでていた︒時にその

ジョスリンは外でリシャールに出くわすのが怖いのではな

ちがいない︒

そこにいたるまでの彼女の口振りには奇妙に不透明なものが
あった︒この明断睡人の心のなかにも︑あえて掻き乱したく
ない澱みのようなものがあるらしい︑と私は思った︒水の底
を覗くようにその澱みを探ってみたとき︑見えてくるのは何
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ところの私に向かって︑強い好奇心と︑好感とはほど遠い感
情の混じった鋭い視線を投げたからである︒私のほうは︑ふ
がいなくも頬を赤らめた自分に腹を立てながらも一瞬の後に
は平静にもどったけれども︑ジョスリンだったら︑遠くにリ
シャールを見かけただけで︑心穏やかではいられなかったに
ちがいない︒

﹁⁝浮気じゃないから︒⁝じゃない？⁝⁝誰でも彼でもとい
うのはだめ﹂

え︑何の話？ジョスリンの話に熱が入っている︒頭上の
陽光も彼女の声も暖かい︒ジョスリンの声は︑ほんとうに暖

﹁⁝カナダを出るときに︑彼と話し合って決めたの︒⁝さよ

かい︒

うなら︒⁝たって︑もしもまだおたがいに好きだったら⁝︑
自由だったらね﹂

またいっしょに⁝って︒そのとき二人とも恋人がいなくて︑

食事を終えてレストランから外に出ると︑陽光のまぶしさ
はとても目を開けていられないほどだ︒私たちのポーヌ舘へ

計画があって︑私といっしょにフランスに来るわけにはいか

﹁好きだったわ︲よ︑おたがいに︒彼も私も︒でも彼には彼の

﹁ずいぶん簡単に別れるのね︒つらくはなかった？好きじ
ゃなかったの？そのカナダのボーイフレンドのこと﹂

ジョスリンの声は確信に満ちている︒まるで地道な生活設
計を語るように︒収入の一部は不測の出費に備えてかならず
蓄えておくべきだと力説しているみたいに︒

うのは︑だいじなことよ・そういう人が見つかるまでは気持
ちも不安定で︑勉強も何もできやしないもの︒まず恋人がで
きて︑それから生活が始まるのよ﹂

て︑いっしょにやっていける人︒それともちろん︑ハンサム
な人ね︒だって︑並んで歩いていてみっともなくないってい

男友だちを探すことだった︒考え方も生活もしっかりしてい

﹁だから︑フランスに来て私がいちばん最初にしたことは︑

声が少しずつ澄んでくる︒

二人とも自由だったら︑って？私の耳に︑ジョスリンの

は︑白く光るコンクリートの道が蛇行しながら上っていて︑
その両側はひたすら緑の芝生である．
﹁ねえ︑気持ちよさそうだから︑少し草の上で休んでいこう
よ．おしゃべりでもしたい気分﹂
とジョスリンが言い︑
﹁うん︑お昼寝でもしたい気分﹂
と私が応える︒

見れば︑芝生のあちらこちらに︑二人︑三人と人影はある
のだが︑ひんやりと湿っぽい草の上に坐りこんでしまうと︑

満腹と舷しさになかば閉じた眼に入るものは緑一色︒その視
野の一隅に︑ジョスリンのチョコレート色の丸い膝があるｐ
彼女の緩やかな声が遠く︑近く︑うねって聞こえるのは︑私
が眠いからだ︒

﹁⁝からね︑⁝いいって．⁝かもねえ︑確かに︒⁝でも︑私
にはできない﹂・
畢癖に合わせて︑重い験を上げたり下げたりすると︑視野の
境界を彼女の膝が出たり入ったりする︒
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なかった︒それで私たちはよおく話し合って︑いまはいった

んで︑それは私が初めて見るジョスリンの表情だった︒

の瞳はいよいよ陰り︑クリーム色の白目には微かな紅がにじ

﹁待っているとは言わなかったの？﹂

ん別れて自由になって︑また出会ったときに︑まだ好きだっ
たら︑あらためていっしょになろうっていうことにしたの﹂

六月の初め頃︑よく雨が降った︒フランスには梅雨がない
なんて︑うそじゃないの︒この季節にこうも降りつづけば︑

﹁ほんとうに毎日よく降るね︒でもこれは梅雨ではないよ︒

これはもう立派な梅雨よ・そうアルノーに言ってみる．だが

﹁言わなかった︒そんなことできないもの︒だって恋人がい
ないなんて健康に悪いじゃない﹂
私はびっくりして顔を上げた︒ジョスリンはその私の眼を
しっかりと受け止めた︒それから一瞬時をおいてニッと笑う

彼には︑私の苛立ちが理解できない︒

﹁そうよ︑ひとりでいるのは健康に悪いのよ﹂

と︑私の名を呼んで︑

もっともこの時期はいつもそうだな︒雨が降ることが多い︒

名前はともかく︑今はことさらに雨の季節というわけではな
い︒ただ︑たまたまここ数日雨がつづいているというだけ︒
特にディジョンでは﹂

突き立てた人差し指を私の目の前でゆらゆら動かしながら︑
ゆっくりと言った︒こどもにお説教するような口調だった．

私は言ったが︑もちろん皮肉なつもりはいささかもなかっ

﹁で︑リシャールを見つけたというわけね﹂

﹁それじゃあ︑やっぱり梅雨じゃないの．日本の梅雨だって︑
る︒今と同じ﹂

毎日降るというわけじゃないのよ・あいだには晴れる日もあ

た︒ジョスリンは︑

と短く応え︑そのまま声が途切れたので︑眼を落としてい

レコーダーを持っていったら︑それが見つかって︑男子学生

アルノーは私が聴講しているクラスの学生だった︒はじめ
のうち授業のフランス語が聞き取れなくて︑こっそりテープ

そう︑私が前に話したのだ︒

﹁うん︑聞いたことある﹂

﹁梅雨って有名？﹂

﹁日本の梅雨というのは︑連日雨が降りつづくんじゃないの
か︒もっと大変なものかと思っていた︒有名だものれ﹂

﹁そう﹂

た私は彼女が満足の思いにひたっているのだろうと想像して
いた︒が︑それはどうも見当はずれだったようだ︒というの
には思いもかけない深刻な響きがあったからである︒

も︑しばらくしてジョスリンがまた話し始めたとき︑その声
﹁でもねえ︑よくわからないんだけど⁝︑もしかすると私︑

リシャールのこと愛してるんじゃないかと思う﹂
私は眼を上げた︒ジョスリンの眼はあらぬ方にあって︑も
う私を見てはいなかった︒焦点を失った彼女の眼の︑暗褐色
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に取り囲まれてしまった︒フランスでは︑日本のテープレコ
ーダーは貴重品だった︒それがきっかけで︑何かというと誘
ってくれるように葱った数人のなかに︑アルノーもいた︒み
んなで名前を教えあったときに︑﹁アルノーね﹂と私が彼の
﹁あなたは僕の名前を正確に発音した最初の⁝﹂

名前を確認したら︑

と言いよどんで︑それから首をかしげて一瞬考え込み︑

と︑うれしそうに笑った︒きげんがいいときには︑ブルー

﹁東洋人﹂

グレーの眼が澄んだ青になる︒薄い色の髪をしているので︑

なんという色なのか訊ねたら︑﹁明るい栗色﹂と答えた︒金
髪じゃないの？と聞くと︑﹁ううん︑金髪はこれと違う﹂
と言う︒

これは梅雨じゃない︒雨が降っているだけのことだ︑とア
ルノーは言う︒それは日本でも同じことではないか︑と私は
思う︒ただ雨が降っているだけ︒いったい梅雨って何？も
しかしたら︑雨が降るということよりも︑雨が降ると思うこ
と︑ああ梅雨だ︑と思うこと︒そして心の中に梅雨という名
前の鯵屈を抱えること︒今まさに私がそうしているように︒
・私はディジョンで︑ひとり梅雨の中にいた︒
たとえばジョスリンに言ってみる︒

﹁ねえ︑毎日雨ばかりで︑いやにならない？うんざりだ
わ﹂

﹁雨？そういえば︑よく降るね︒でも私︑雨はきらいじや
ないよ︒今の季節なら冷たくないし︑それに濡れるほどの雨

じゃないし︒うん︑私︑雨好き︒雨が降っている時︑窓を開

け放して愛し合うの︑だ−いすき﹂

ジョスリンの言うとおり︑それは傘もささずに歩いても︑
しばらくすれば乾いてしまうほどの雨だった︒室内の空気が
湿気を帯びるということもない︒私にはジョスリンのように

愛し合う相手はいなかったので︑その代わり︑窓を開け放し
たままで︑終日音楽を聴いていた︒葱かでも好んで聴いたの
がブラームスのピアノ協奏曲第二番︒きめ細かく溶け合った

の空模様と心模様によく合っていた︒

低音の弦を音もない小糠雨と聴いたり︑とっぜん舞い込むピ
アノの独奏を時たまの畷雨に見立てたり︑この曲はそのとき

Ｉその日§刺から小雨がばらついていた︒

クラスのみんながダンスパーティに行くというので︑私も
行った︒行くか行かないかわからないわ︑と言ってあったけ

れど︑夕方になって空に青さが広がったら︑楽しみに心が向
いた︒大学都市のはずれにある男子寮のカフェで︑手作りの
スパーティだった︒

飾りつけにクラッカーとアルザス︒ワインだけの簡単なダン

帰りはァ腿ノーの車に乗った︒グループで出かけた時︑帰
りに送ってくれるのはアルノーと決まっていた︒町の中心か
ら彼の下宿へ行く道の途中に私の寮があったからだ︒

寮の前まで来て車を降りようとした私に︑アルノーがキス
をした︒友だち同士の頬と頬を触れあう挨拶のはずだったの
に︑私の肩に回したアルノーの腕に力が入った︒
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﹁君をアンブラッセしたい﹂・

ついて︑急に胸が縮まった︒毛布を動かさないように息を殺

﹁ノン︵ううん︑怒ってない︶﹂

﹁僕がきらいなの？﹂

﹁ノン︵いいえ︑行かない︶﹂

﹁僕の部屋に来ない？﹂

﹁ノン︵そう︑幸せじゃなかった︶﹂

﹁でも︑君は幸せじゃなかったんだ﹂

﹁ノン︵そうじゃないけど︶﹂

﹁僕がいけないの？﹂

﹁ノン︵そう︑いなかった︶﹂

ｌ﹁怒ってるの？﹂

して︑ベッドから抜け出した︒

耳の後ろで彼が職いた︒アンブラッセ⁝︒キスすること︑
抱き締めること︑それ以上のこと︒ワインを飲み過ぎて頭に
藷がかかっていた私には︑彼が何をしたいのかわからなかっ
た︒わからなかったけれど︑背中に回したアルノーの腕の力

﹁眼が覚めたら︑君はいなかった﹂

﹁ノン︵いいえ︑︑︶さらいじや坐ぱい︶﹂

﹁君はいつも︑ノン！ノン！ノン！﹂
言いをがら︑アルノーの眼が私の眼を捉えて︑共犯の甘い

﹁ノン１．﹂

に︑ある意志があった︒

﹁このまま別れるって︑言わないで﹂

網にからめようとする︒灰色の目に明るいブルーの光が射す︒

﹁・⁝・・ノン︵いいえ︑⁝一言︐わか︾い︶﹂

﹁ノン！て言わないで﹂

かわいい⁝︒私はまたも足元をすくわれそうに通って︑持ち

目をつぶる︒自分はいま畳の上に横になっているのだと想
像する︒畳の縁がガラス戸の敷居になっている︒その向こう
は庭︒敷居の際を十五センチほど下がると︑木のサンダルが

小さなかすれ声が言った︒

﹁残念﹂

ドマージュ

い⁝︒しばらくして︑

アルノーの瞳が︑灰色に陰る︒太陽までが姿を隠したみた

﹁夫を愛しているって︑わかったの﹂

こたえる︒息を吸ってから︑やっと言う︑

﹁⁝⁝ノン︵⁝いいえ︑言わない⁝︶﹂

ｌ眼を覚ました時窓から見える空はもう白らんでいた．

った︒確か葱安らぎ：：：．

寝返りを打つと温もりにふれた︒まだ薄暗い部屋の底に︑白
い体が沈んでいる︒水で薄めた半透明のミルクのなかの︑ク
リームの塊みたいに︒私は反対側に寝返りを打って︑また眠
りのなかにもどった︒眠りの甘い篭のなかにもう一つの背中
を探り当てると︑やっと安心してため息をついた︒すべらか
な嘘狛色の夫の背中だった︒拭きこんだ柱のように固い肌だ
やにわに眼を開けた︒いったい何がどうなったのだ︒気が

ｒＺ２

載っている沓脱ぎ︑また十五センチ下がって黒々とした地面︒
その地面にそってもう少し行くと︑まばらな木立があって︑
そこは垣根が崩れていて境界が明らかでないけれど︑すでに

お隣りの庭のなかだ︒でも今は日も暮れかけて︑木々の形も
定かでなく︑だからこれが果てしなく奥深い茂みだと思うこ
ともできる︒その向うから︑ふだんは物音にまぎれて聴こえ
ない郊外電車の音︒風がこちら向きなのだろうか︒
そういえば︑少し涼しい︒新婚生活を始めた建て付けの悪
い離れにいる私は︑夕食の支度を終えてしまって︑夫の帰り
を侍っている︒夫の帰りを待ちながら︑私はそれよりもさら
に昔の六月のことを憶い出している︒

は私の学校友だちの家で︑私はその子の名前をまだ覚えてい
る︒覚えているので︑エッコちゃん︑とこどもの時に呼んだ
通りに口に出して呼んでみると︑あまりにくすぐったく︑心
がもたついて︑私は丸めた背をいよいよ丸め︑縮めた手足を

あの頃から何と遠く隔たってしまったのだろう︒こどもの

いよいよ縮めるほかない︒

頃ばかりではなく︑二︑三年前の自分すら︑今の自分とは別
の人間のようだ︒ひとりの男という小宇宙にすっぽりくるま

れて︑外へ出て行くのも気おくれするように長い一日を独り
家の中で過ごしてようやく夕方︑食事の支度がすべて終わっ

てもまだ夫が帰って来ないと︑後はもう何もする気力がない︒
何もすることのない空虚と充足の抱き合わせは︑こどもの頃

と似ていないこともないようだけれど︑そのように手足萎え

心の眼をいよいよ深く閉じると︑その空を背景に見えてく
るものは︑三段にも四段にもなった高い物干しだ︒白く光っ

くてもどこか湿っていて︑それが気持ちに柔らかなぼかしを
掛ける︒青い空も︑いつも霊っている︒

まうような大きなことであったので︑それを知らずにいた自
分はまだ自分ではなかった︒あるいは今こうして体を起こし

しかもこれは私の最も奥深い中心を貫き︑全身をほぐしてし

閉じた険の裏に浮かんでくるのは夕暮れ時ばかりではない︒
夕暮れの林の中をずんずん抜けて行くと︑明るい初夏の空が
開けてくる︒梅雨明けの日本の空︒日本の空はどんなに明る

てはためいているのはたくさんのおむつ︑それにこどもの小

ているのもおっくうで︑力なく畳に身を横たえている自分が︑
じつはほんとうの自分ではないのかもしれなかった︒

て囚われているのがたったひとりの男の腕の中であろうとは︑
こどもの頃といわずつい去年の夏でさえまだ知らずにいて︑．

さなシャツなんか︒

い︒畳もない︒沓脱ぎの上のサンダルもない︒高い高い物干
しにひるがえる洗濯物がない︒遠くから風に乗って聴こえて
くる郊外電車の響きがない︒乾いた雨しかない︑降ってもす

私はほどよく湿った空気が好きだ︒梅雨明けの明るく蒸し
た空が好きだ︒夏の夕暮れが好きだ．フランスにはそれがな

それを見上げながら︑私は濡れ縁に腰掛けて︑地面には届
かない足の先にサンダルをぶらぶらさせている︒広い庭には︑
向こうの端に立っている物干しと私たちの足元近くの小さな
砂場のほかには何もなくて︑固い地面に短い雑草がまばらに
生えているのは︑その家が建ってまだ間もないからだ．それ
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ぐに乾いてしまう雨しかない⁝︒

そんなふうに︑ここにないものを次々と挙げて︑思いの触
手でそれらを撫でさすりながら︑：私はいつも時を定めぬ眠り
私の生活は内側と外側の境い目が暖昧になりつつあった︒・

に入ったＰ

内なる梅雨に包み込まれているとき︑その感じを一層強いも
のにするためには︑手も足も丸めてじっとしているのが一番
だった︒畳に寝そべったり︑濡れ縁で足をぶらぶらさせてい
るつもりの時に︑不意に眼を開けてあたりを見回すと︑女子
寮の灰色のブラインドや黒い金属の卓上ランプ︑赤い花柄の
カーテンが眼に突き刺さる︒私は反射的に眼を固くつぶった︒
⁝⁝気がつくとノックの音が遠ノ入から響いていた︒誰かが

ドアをノックしている．顔を上げ泌誕ジョスリンが︑すでに
半開きの扉の把手を片手に握り︑椎に寄りかかっている．眼

﹁ん？﹂

を細めてじいつと私を眺めているところは︑まるで三十分も
前からそうしていたような風情だ．
﹁うん⁝︒お唇一︑学生食堂に行くのか葱あと思って︒でも私︑

か争い・

チケット持ってないのｐ貸してくれるなら⁝﹂
モンミュザールの学生食堂へのポプラ並木を肩を並べて歩
きながら︑ジョスリンは初めて私に愚痴らしいことを言った．
食券を借りることへの遠回しの弁解の意味もあったかもしれ
﹁リシャールが︑私のチケットみんな待つてっちゃったんだ︒

・意外な言葉だった︒ジョスリンやリシャールがそれほど金

もう私︑︑卵ばかり食べているの︑いやになった﹂

ていた︒

に困ることがあるとは思いもよらなかった︒私の目には︑総
じて黒人の留学生は豊かなように見えた︒ジョスリンにして
も︑冬の間はよく街へ出てワンピースや靴を買ってきたもの
だ︒彼女の生活は決して質素ではないという印象を私は持っ

リシャールが車を運転しているところを見かけたのも︑ち
ょうどその頃のことだ︒レモン・イエローの無蓋のスポーッ
タイプで︑座席が目立って低い︒あれは彼のじゃないの︑急

に帰国しなければならなく葱った友だちがリシャールに預け
ていったのよ︑とジョスリンは言ったが︑黄色い車体から降

た︒

り立つと︑彼の長身はとりわけ引き立って見え︑その身のこ
なしといい顔つきといい︑とても借り物の車には見えなかっ

考えれば何やら肺に落ちないことばかりだったけれども︑

私はジョスリンが折にふれて断片的に語る以上のことを︑こ

ちらから訊ねる気にはなれなかった︒彼女にしても︑私が探
りを入れたりしないことを知っていて︑だからこそ︑こんな

にちがいない︒

日に私に声をかける気に通ったのだろう︒そうでなければ︑
彼女は今日もまた一人で卵を食べているほうがいいと思った

モンミュザールへの道は初夏の日盛りの明るさで︑空気が
プチプチ音を立てているみたいだ．この季節︑日本の藷がか
った明るさも悪くはないけれど︑しかしまたフランスの夏は

z昇

じめの︑透明で光が響き渡るようなこの空気も何ともいえな
い︒秋には葉がすっかり落ちて︑紡錘形の巨大なほうきを二
列に並べたようだったポプラも︑今はこんもり葉に包まれて︑

仕方がないのをやっと抑えているようだ︒
そのうち男が何か言い︑ジョスリンがワァーッと声を上げ
て笑うと︑男は片腕を頭上に差し上げてゆっくりと回り始め
た︒舌の先で︑チュッチュ︑チュッチュとリズムを取ってい

ジョスリンと連れ立って歩いていると︑あちらこちらから

いっせいにくねくねと動く︒リズムに合わせて動いていると

る︒丸い肩も盛り上がった背筋も︑体じゅうのどの部分もハー

緑色の炎が最盛期へ向けて燃えさかっている︒

彼女に向かって挨拶が飛んでくる︒が︑私が傍にいるので寄
﹁エイ！ジョスー・﹂

っては来ない︒

いうよりは︑体そのものがリズムを生み出している︒とりわ
けすごいのが腰の動きで︑よく見れば体中で一番動きが少な
い︑ほとんど静止している部分なのに︑それにもかかわらず

いことに軽い目肱に襲われた︒

ひときわ大きい声がして︑一人の黒人がこちらへ来ようと
していた︒背も高いが︑それ以上に横まわりが大きい．しか
し突き出たお腹にもかかわらず︑その身のこなしの軽やかな
こと．顔ばかりか体全体を笑いに波打たせて︑ジョスリンめ

リンも悪びれもせずその眼を受けとめて楽しんでいる︒︑ステ

﹁ほんとに陽気なのよね︑あの人︒いつだって︑ああなんだ

だった︒

ふたたび歩き始めてからも︑ジョスリンはしばらく朗らか

のまま踊るような足取りで遠ざかって行った︒

な気な身振りで掻き抱いた︒そして思わせぶりな深いため息
をついてジョスリンを下からすくい上げるように見ると︑そ

ンだった︒二人とも︑まるでしなやかな獣のようだった︒回
り終わってジョスリンの方に正面向くと男は︑片方の腕でも
う一方の自分の腕を︑まるで女を抱くように上体を傾けて切

ップを踏むほどではなかったが︑爪先でリズムを取って︑全
身が微妙に揺れている︒それは私が見たことのないジョスリ

男の眼は終始ジョスリンの眼をとらえて離さない︒ジョス

すべての動きはそこへ収敏し︑そこから拡散しているように
見える︒私は目を離すことができず︑そのうち︑だらしのな

がけて進んで来る．ジョスリンはと見れば︑ついさっきまで
の沈んだ表情はあとかたもなくなって︑顔にはその男と同じ
﹁しばらくぶりね−︒元気ィ？﹂

ような陽気な笑いが浮かんでいる︒

私の眼の前で︑大きなお腹がゆさゆさ揺れる︒その振動に

﹁やせたよ−︑君があんまり冷たいから﹂

こちらまで引き込まれそうだ︒でもお腹の持ち主は︑私には
目もくれようとしない︒体にふさわしいグミ声で︑男はジョ
スリンとの共通の友人のことや︑いま食べてきたばかりの学
生食堂のメニューのことを話している︒しかし託りが強くて︑
私には彼が言っていることの半分もわからない︒話しながら
も体の動きはじっにリズミカルで︑．まるでハイテンポなラテ
ン音楽のカウントを取っているよう︒あるいは︑踊りたくて
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振り向いて後ろ姿を見送りながら︑駄々っ子のことを言う

から﹂

に晴れ間が広がっていた︒

机の前の肘なし椅子に座って足を組んだ姿は︑少し痩せた
ように見えたが︑彼女の背後の窓には︑数日来いちだんと強
くなった初夏の陽射しがあったから︑その逆光で彼女の顔の
と私は思った︒

線︑体の線に添う陰影も濃く︑痩せて見えるのもそのせいか

ように笑う︒

﹁彼︑リシャールの友だちなんだけど︑私のこと口説いてる
の︒あの人と遊びに行っちゃおうかと思うこともあるんだあ︑

までも︑その人がいるとい葱いとで態度が違うのを見せられ

向かって他の誰彼のことを話すと︑相手が急に冷たい表情を
したりする︒あなたと会うのはいいけれど︑あなたと一緒に
いるあの人はいやだと言われたりする︒はっきり言われない

中が幾つにも仕切られた透明な水槽のようなものなのである︒
初めて水槽に投げ込まれた当座は︑本人はもちろん自分自
身の位置づけを知らないし︑周囲もこれをどう位置づけるべ
きかわからないので︑不可解なことが色々起こる︒ある人に

えない壁で幾つにも分割されていて︑各人はそれぞれ自分の
区分のなかだけで行動しているからだ︒ディジョンはいわば︑

もちろん︑ディジョンがいかに小さな都市で︑ディジョン
大学がいかに小さな大学であるとしても︑私が知らない人が
いて当然である︒にもかかわらず︑数か月の滞在の後には︑
誰もがここの人間を知りつくしたという気になってしまう︒
それというのも︑ディジョンという人間の集合体は︑目に見

のことが私に一種奇妙な感じを抱かせた︒

私の差し出すお茶を相変わらず優雅に︑背筋を伸ばしたま
ま受け取って︑彼女は最近知り合った人々のことを話してい
た︒それはほとんど名前も聞いたことのない人ばかりで︑そ

リシャールがあんまり私のことを放ったらかしにしたりする
と⁝﹂

﹁どうして行かないの？行けばいいじゃない﹂
私は少々荒っぽく言った︒つい今しがた見せられたダンス
の余韻でまだ頭がぽうっとしていたし︑ジョスリンの愚痴の
せいでリシャールに反感を覚えていたこともあって︑ちょっ
なると︑正面を向いたまま言った︑

と乱暴な気分だった︒だがジョスリンは突然醒めた顔つきに
．﹁あなたはアフリカ人を知らないからそんなことを言うの﹂

かだった︒

にべもないといった調子だった︒アフリカ人が一体どうだ
というのか︑聞いてみたい気もしないではなかったが︑そん
な言葉も呑み込んでしまうほど︑ジョスリンの横顔は冷やや

ほうも時たま顔を覗かせても席が温まる暇もないようにして

エリザベートがしばらく姿を見せないことに︑私は気づか
ずにいた︒自分のことにかまけていたせいもあるが︑彼女の
帰って行く︒

その日︑エリザベートは久しぶりにゆっくり腰を落ち着け
て話をしていった︒私の内なる梅雨もようやく上がって︑心
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たりする︒それはまるで目の悪い金魚が繰り返し水槽のガラ
スに頭をぶち当てるようなものだ︒それを繰り返すうちに︑
理不尽な痛みの積み重ねから︑壁にぶつからない泳ぎ方を覚
えるようになる︒こうしていつの間にか位置づけがなされ︑
のである︒

無意識の内にその枠の中での可能性しか考えないようになる
そうなると世間は狭い︒新しい人と知り合いになっても︑
その人は私の知り合いをほとんど知っている︒外に向かって

歩いていると思ったら︑円形の壁沿いにいつも内へ内へと引
っ張られているのだったと気づかされることになる︒
大学のキャンパスでも事情は同じだった︒数か月も経つと︑
知るべき人はほとんど知りつくして︑それでもなお知らない

人は︑これはもう自分とは違う仕切りに住まう魚︑たとえ見
えたとしても存在しないのと同じなのだ︒その昔︑階級の区
分がはっきりしていた時代というのは︑もしかしたらこんな
感じだったのではないだろうか︒
エリザベートの口からつぎつぎに聞き覚えのない名前が出
てきたとき︑私が妙な感じがしたのはそういう理由からであ
った︒というのは私とエリザベートとは︑まったく同じでは
なかったものの︑かなり近い仕切りの中に棲息していて︑二
人がそれぞれに持っている交友関係の円は重なり合い︑共通
の領域が大きかったからである．それに︑それまでのエリザ
ベートは厳密に人を選ぶたちで︑彼女に比べればまだ私の方
﹁私︑最近とても多くの新しいことを学んだわ︒ほら︑あな

がつき合いがよかったのだ︒

たが以前に言ったことがあるでしょう︒私はもっと外の世界
に眼を開かなくてはならない︒自分を励ましてでも︑新しい

経験に挑戦するべきだって﹂

そんなことを言っただろうか？いつ？

﹁あなたが言ったことは正しかったわ︒どんなものでも近づ
いてよく知れば︑そこに今まで気づかずにいた価値を見出す
ものなのね﹂

そう言いながら私を見る彼女の眼が︑思い通しか順びを含
んでいる︒普段の彼女からは考えられないことなので︑私は

一瞬とまどった︒エリザベートは何か言いたいことがあって︑

それを言い出せずにいるのではないだろうか︒

を整えるようにしてから︑私の顔を真直ぐに見て言った︑

私が黙っていると︑エリザベートも言葉を途切らせた︒そ
して両方のてのひらを胸の前で爪先だけ合わせ︑眼の前の虚
空を見るともなく見ている︒何かおかしい︒と︑やがて呼吸

﹁私︑ある青年と親しくなったの︒さっき話した集りに私を

青年︑と言うところがいかにもエリザベートらしくて大仰

連れて行ってくれたのは彼なのよ﹂
だが︑

﹁そう︑それはよかったわね﹂

律儀に答えて︑また爪の先を見ている︒やっぱり変だ︒

﹁ありがとう﹂

﹁彼とても頭がいいの︒いろんなことを教えられたわ︒私︑
ているのよ﹂

今まで自分が何て無知で狭い考え方をしていたのかとあきれ
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﹁彼はスイスにとても興味があったんですって︒スイスとい

れて声に活気が帳ったぬその青年との交際において︑彼女の
優れた知的吸収力がじゅうぷんに働いたことは明らかだ︒

エリザベートはほっとしたように体の力を抜き︑話すにつ

か彼女に意地悪をしているみたいだ︒奇妙な緊張︒私は気分

：真剣すぎる眼で私を見つめて言う︒まるで私を説得しよう
としているかのように︒私はますます言うことがなくなる︒
黙っていると︑エリザベートもまた黙ってしまった︒なんだ

﹁彼︑トーゴの人なの︒知ってる？アフリカの国だけど﹂

を変えるために︑お茶をいれ直そうと立ち上がった︒と︑彼
女はそれに追いすがるようにして︑

ですって︒スイスはいわば遠い国だった︒フランスは親戚の
ようなものだけれど︑その隣りのスイスは未知の国︑神秘的

う国については読んだことがある︒高度な精密機械工業のこ
とも︑国際政治の場における独特な立場のことも︑雪に覆わ
れた風土のことも︒でも︑今までスイス人と知り合いに葱る
機会がなかった︒私はね︑彼が初めて話をしたスイス人なん

私はびっくりして坐り直した︒たしかに私は驚いていた︒
でも驚いたのは相手が黒人だからではない．私が驚いたのは︑
それを選んだのがエリザベートだからだ．しかし彼女が自分
でその人を選んで︑それを私に告げようとしてこんなにも緊

・神秘的という単語をＰ彼女はドイツ誰りで強くいかつく発

語るのを初めて聞いた︒

音した︒私は彼女が自分の国のことをこんなにもうっとりと

な国だった﹂

張している．としたら︑できるだけ当たり障りのないことを
言うしかない︒

﹁誰かと知り合いになるということは︐いつも何かしら新し
い世界を開いてくれるものだわ︒外国に留学するということ

どうか︑その点はいまひとつ判然としなかった︒彼女の語る
ことはもっぱら新しい世界を前にしている者の感激であって︑

帰る時︑エリザベートは上機嫌だった︒学年の始めの頃
授業について語った時と同じように︑強い情熱がその眼から
ほとばしっていた︒ただ︑その情熱が恋愛のそれであるのか

﹁彼もそう言うの︒異なる文化や伝統を背景に持った者同士
が積極的に交流しないのは愚かだって︒フランスには本当に

純粋に知的な好奇心以外のものではないというふうにも見え
た︒ドアに手を掛けてまだしゃべりつづけているエリザベー
トが一息入れるのを待って︑私は先程から気になっていたこ

出まかせに私はしゃべった︒

の最大の意義もそういうところにあるのよ﹂

多くの国から留学生が来るけれども︑彼らは︑つまり私たち
はということね︑フランスのことは勉強しようとするけれど︑
それ以外のことにはあまり関心を示さない︒それはとても損
なことだ︒あたかも宝庫を前にして手も触れることなく立ち

﹁ねえ︑その人︑もしかしてあまり背の高くない人じゃな
い？．﹂

とを訊ねた︑

去るよう准ものだ︒というのも︑ここフランスには実に多く
の文化がその代表を送っているのだから﹂
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﹁いいえ︑私より高いわよ﹂
﹁言葉に誹りがない？﹂

﹁フランス語は私よりずっとじょうず﹂

﹁彼はフランスで医学を学んでいるの︒七年もフランスにい
るのよ◎もうほとんどフランス人といってもいいくらいだわ︒

ふくまれていなかったからだが︑それだけでなく︑その言葉
を当然のように口にするには︑いまや自分のなかにもいささ
か微妙なよじれがあると感じたのではなかっただろうか︒

ートの顔に広がる︒確かに質問が悪かった︒私は喉元まで出

ろうかと考えてしまうことがあると言うの︒大きな有効性を

でも︑フランスで学んだ医学がアフリカでどのくらい有効だ

どうしてそんなことを聞くのだという不審の色がエリザベ
かかっていた次の質問を呑み込んだ︒ひょっとしてその人︑
きるだろう︒

よれよれの 上 着 き て な い ？ な ど と ︑ ど う し て 聞 く こ と が で

持っていることは確かだけれども︑でも百パーセントではな
い︒器具とか設備のことではないのよ・そうではなくて病気
自体のことなんですって︒アフリカにはヨーロッパ医学の体
系からまったくはみ出してしまう病気があると言うの︒それ

次の日︑エリザベートはまた私の部屋のドアを叩いた︒坐
る早々︑彼の話だ︒彼女はいま彼について語ることのできる
相手を求めているのだった︒

作り上げている︒その観点から見ると︑野蛮なのはむしろヨ

彼女はすらっとその名を口にした℃私にはどうにも発音す
ることのできなかった名前︑しかしまぎれもなくそれである

﹁ロスタンやロスタン・×××××﹂

﹁その人︑．何ていう名前？﹂

ながら︒

脳裏で︑もう一つ別の声と重なった︒前日ぬぐいきったはず
の疑いが︑またまた頭をもたげる︒エリザベートが一息入れ︑
感嘆の念に堪えないように首を振っているのを見て︑私は訊
ねた︒慎重に︑寝ている子を起こさないほどの気づかいをし

しだいに演説口調になっていくエリザベートの声が︑私の

ーロッパ医学の方だ﹂

には伝統的な療法がちゃんと存在していて︑病気とそれらの
いわゆる原始的医学とは両者あいまって一つの精徴な体系を

前日から一歩進んで︑その日のエリザベートはアフリカと
いう未知の土地について語った．いままでまったく未開の地
として眺められてきたアフリカが︑じっは驚くべく多様で複
雑な生活様式を持っていること．それらはヨーロッパ風の思
考方式︑価値基準にとらわれた眼で見ると野蛮なものに見え
るのだけれども︑偏見のない洗われた眼で見てみると︑非常
に多くの意味や価値が存在していて︑それらが精密に体系化
され︑ひとつの大きな秩序をなしているさまは︑．もはや高度
に進化した文化だと言わざるをえない︒
﹁それはほんとうに文化的で︑同時に知的なものですらある

のよ・ただその知性というのが︑私たちの︑つまりヨーロッ
パの知性とは違うのだけれど﹂
﹁私たちの﹂と言ってから一拍おいてハエリザベートはその
言葉を言い換えたｐその場合の﹁私たち﹂．には聞き手の私が
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ことは確かな名前であった．私は驚いた顔をしたつもりはな
かった︒が︑エリザベートはキラッと眼を光らせて︑
﹁知ってるの？﹂

なかったけど﹂

﹁いえ︒うん︑ちょっとね︒ほら︑隣のジョスリンのところ
で会ったことがあるの︒挨拶をした程度で︑ほとんど話はし

エリザベートはほっとすると同時に残念そう葱表情を見せ
﹁そう⁝︒話をしたら面白かったでしょうに︒頭がいいのよ︑

た︒

あの人︒でもね︑アフリカは頭で理解しようとしてもだめだ
って言うの︒理解しようとすることは︑すなわち理解しない
ことだ︒それはただヨーロッパの基準で測ろうとしているに
過ぎないからって︒アフリカを知ろうと思ったら︑判断する
ことを止めて︑それに触れることから始めなくてはならない︒
考えることをやめて︑まずその中に入っていかなくてはなら
ない．ねえ︑考えてはいけないんですって︒神秘的じゃな
それから感極まったように両手を打つと︑声を一段と張り

い？﹂

上げて︑

﹁あのねえ︑来週の土曜日に︑アフリカ祭があるのよ・ディ

が﹂

ジョンのアフリカ人留学生がみんな伝統的な衣裳を着て民族
芸能をするんですって︒すばらしいでしょうねえ︒アフリカ
人の集まりでは︑今その話で持ちきりよ︑特に女の人たち

次にエリザベートがやってきたのは︑三日後だった︒夕方

も食事時に近い頃で︑ドアの向こうに彼女を見た私はちょっ
と意外だった︒どんなに長居をしたときでも夕食に遅れるか

ら と 彼 女 が 腰 を 上 げ る タ イ ム ・ リ ミ ッ ト まＩ
︑と う に 過 ぎ て い

る︒珍しく私を夕食に誘うところを見ると︑何か言いたいこ

たまま︑窓の外を見ていた︒

とがあるようだ︒エリザベートはしばらく部屋の真中に立っ

﹁この間話したでしよ︑アフリカ祭のこと︒行きたいの私︑

振り向いて︑ひたと私を見据える︒

とても﹂

﹁行けばいいじゃない﹂

﹁そうはいかないわ︒誰かに誘ってもらわなくては︒一人で
なんか行けないのよ◎女性はみんな男の人にエスコートして

貰うことに通っているの︒でも︑エスコートして貰うとして
も︑私はロスタンしか知り合いがいない﹂
なるほど︑そういうこと︒

﹁でも︑そんなこと女の私から頼めないでしよ︒私もう何日
も前から待っているのよ・でも彼︑まだ何も言わないの︒昨
日も一昨日も会ったのに︒あの人︑行かないはずはないのよ

れ︒だって︑私にアフリカ祭のことを話してくれたのも彼だ
し︑企画にも参加しているみたいだし︒行くとすれば誰かを

こういうとき︑何と言ったらいいのだろう︒私は迷って︑

誘うはずなんだけれど﹂
言った︒

﹁あなたたち︑親しい友だちなんでしよ？﹂
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恋人という言葉は使えない︒彼女はあてどないようすで身
の回りを見まわし︑肩をすくめた︒親しい友だちなのかどう
か︑そこのところが自分にもわからないのだというように︒
が︑やがて顔を上げると︑
．﹁いい議論友だちといったところでしょうね︒おたがいに教

えるべきものを持っているし︑それに二人とも自分の意見を
持っているから︒彼ね︑私のように考えがしっかりしていて︑
それを明確に表現できる女の人には会ったことがないって言
うのよ・女だからといって自分の意見を暖味にしたり︑他人
の考えにひきずられたりするのはよくないって︒その点ヨ

ーロッパの女には男と互角に意見を戦わせることができる人
が多いからいいって︒そういえば︑アフリカにはそういう女
の人って少いのかもしれないわねえ︒もちろん︑アフリカ女
性にはそれなりの大きな魅力があることも確かでしょうけれ
ど﹂

例によってエリザベートは数歩離れて先を歩く︒両側に部屋

が並んでいる廊下は昼一でも薄暗いが︑階段の部分だけスポッ

ト・ライトを浴びたように明るい︒外に向いた壁面が全階を
通して一面のガラス張りになっていて︑光をふんだんに取り

込んでいるからだ︒話しながらゆっくり歩いてその光の領域
に入ると︑私たちの姿は気恥しいほどくっきりと浮かび上り︑

私の眼はジョスリンが持っている鍋の中まで見てしまう︒白
じらした卵が二個︑真っ赤に熟したトマトが一個︑固型スー
プの箱とフォーク︒そこで私はエリザベートが立ち止って私

を待っている階段の方へと曲がり︑ジョスリンは光の領域を
抜けてまた廊下の暗がりに姿を消した︒
学生食堂の窓際のテーブルに向かい合って︑私たちはゆっ

めて︑エリザベートが言った︑

くりと食事をした︒エリザベートの表情からはさっきまでの
思いつめた色も消えて︑穏やかな笑みが浮かんでいる︒デザ
ートにさしかかる頃︑ヨーグルトの銀紙の蓋をはがす手を止

﹁ねえ︑ジョスリンのことだけれど⁝︑リシャールが最近他
の女の子と親しくしているのを知っている？インゲポルグ

エリザベートは自らの優位を感じている者の寛大さを見せ
ながら︑忍びやかに言った︒それから内から灯がともったよ
うにポッと首筋まで赤くなると︑

私は虚を突かれた思いがし︑なぜだかひどく腹が立った︒
私が黙っていると︑エリザベートは私の気持ちに気がつかず

﹁そんなこと︑聞きたくない！﹂

のになっているわ﹂

﹁いつも一緒よ・仲間うちでは︑二人の仲はもう公然たるも

に先をつづける︒

っていうドイツ人﹂

﹁あの人ね︑自己主張の強い女の人が好きなんですって﹂
と言った︒私はロスタンが﹁僕は控え目な女性が好きだな
あ﹂と言ったことを思い出したが︑もちろん口には出さなか
った︒

鍵をしめていると︑隣のドアが開いてジョスリンが出てき
た︒片手に鍋を持っている︒廊下の中程にある階段まで︑私
はジョスリンと肩を並べて歩く︒私たちが話しているあいだ︑

r2エ雲の宿り

褐色のへ木彫りの柱像︒

﹁本を読んで．いたのかあ︒夏に旦那さまが来たら私がちゃん
と保証してあげよう︑よおく勉強してましたよって︒でも︑

自分でも思いがけないほど強い声だった︒平静を装おうと
したが︑だめだった︒そういうリシャールと︑目を光らせて
それを言うエリザベートの両方に腹が立った︒白い卵の入っ

あんまり長いこと彼と私を二人きりにしておいては駄目よ・
私のことを好きになるといけないからね﹂

好みといったって︑いつだったか白黒の小さな写真を見か

なたのちっちゃな旦那さま﹂

﹁どちらかといえば彼は私の好みのタイプだからね︒よけい
に危険︒それとも︑いいかなあ︑私が誘惑しちゃっても︒あ

無力感にうちのめされた︒

もし夫が来なかったら⁝︑二か月あまりの夏休みをどう過
ごしていいのか︑私には見当もつかなかった︒夏の計画をす
べて夫まかせにしていた私は︑空白のヴァカンスを予感して

きれない心の開を感じてしまう︒

ないというのも︑いまさら聞くまでもない至極当然の理由だ︒
それでも私は︑夫が書いた二行の言葉の裏に︑測っても測り

災と知らせてきたばかりだった︒夏に長い休暇を取る算段
が容易でないということは︑とっくの昔にわかっていた︒事
務所の仕事が立て込んでいて︑自分一人の思うようには巻ら

私は応えず︑お茶の用意に立ち上がるふりをしてハジョス
リンの言葉が私の心に起こしたさざ波を持てあましている︒
夫からはその前日︑もしかすると夏には行けないかもしれな

とまったく同じ天井だ︒

言いながら部屋の中央まで進むと︑立って天井を振り仰い
でいる︒白く塗ってあるだけで何の飾りもない︒彼女の部屋

た鍋を持ち︑穏やかな足取りで廊下の暗がりに消えて行くジ
ョスリンの後ろ姿にも︑泣きたいほど腹が立った︒
日の暮れかたは日毎に遅くなっていく︒昨日よりも今日は
また少し︑空に明るさがねばっている︒長っ尻でうんざりす
る客のようにねばっている︒薄暗い昼一がすぐ夜になり︑ほと
んど夕方というもののない長い冬のあとで︑日一日と長くな
る夕暮れ時がうれしかったのは︑五月の末頃までだった︒そ
れからあとは︑心は明るさに倦む一方だ︒夏至も近いこの頃
ともなれば︑やっと夜に准ったと思うのは十一時︒空の色に
残っている透明感はもう見ないことにして︑夜に閉じ篭もる
ために窓のブラインドを降ろす︒室内の空気は冷たくて︑日
によってはセーターがほしいほどだ︒緯度が高い国の夏︑よ
うやく訪れた夜は冷え冷えと寒い．
ホトホトとドアが鳴った︒顔を上げる︒空耳だろうか︒そ
れまで本の中に引き込まれていた神経はまだ周囲の現実に疎
くて︑自分の知覚に確信が持てない︒やっぱり空耳だった︑
と思ったとたんに︑またホトホト︒声高に答えるのも気が引
ける夜更けだから︑立ち上がってドアを開けに行く︒思った
ドアの枠に細い体をぴったりとはりつかせて体重を預けた

とおり︑ジョスリンだ︒

ところは︑まるで彼女そのものが古代の寺院の柱像のよう︒

r２２

けただけなのだ︒それなのに︑言われた私は一瞬ぞくっとす
卜ン︒プチ・マり
る︒あなたのちっちゃな旦那さまの﹁プチ﹂は︑必ずしも
﹁小さい﹂という意味では態く︑﹁可愛い﹂とか﹁大事な﹂と
か︑その他もろもろのニュアンスを含んだ︑それゆえにほと
んど無意味な形容詞だ︒それが分かっていても︑ジョスリン

らば天を振り仰ぎ声をふりしぼって︑私の眼からは悲しみと
いうより激怒に近い︒だがジョスリンの場合は⁝︑ひとこと
で言うと︑弛緩するのだった︒肩の力をクタッと抜き︑いつ

もは真っ直ぐな背筋が柔らかくしなう︒笑っているわけでは
ないのだが︑眼元も口元も締りがなくなる︒そして話しなが
ら頭や上体をゆらゆらと動かす︒それは日本で﹁ほろ酔いき
げん﹂と呼ばれている状態そっくりだった︒

ョスリンをただきげんがいいのだとばかり思って︑冗談を言

私はそれがジョスリンの悲しい時の状態だということを知
るのにかなり時間がかかった︒だから初めのうち︑そんなジ

をくねらせて小さく笑うと︑いつもの指定席に納まった︒ベ
ッドの上の︑毛足の長い豹の模様の敷物の上︒裸足でそこへ

一一マツと笑うだけで︑何の返事もしないことが多かったけれ

ったりしていたのだった︒冗談を言われてもが彼女のほうは

に﹁トン︒プチ・マリ﹂と言われると︑私はついつい︑縮小
した﹁私の小さな旦那さま﹂に彼女が褐色の体でしなだれか
かるところを想像して恐怖する︒ジョスリンはそれを見て肩

上がると︑腰を下ろして膝を立て︑長い煙を体の前で交差さ

文化というのではないだろうか︒だから私自身も︑これまで

生きている限り人は喜んだり悲しんだりするものだが︑喜
び方や悲しみ方は同じではない︒喜びや悲しみの受けとめ方︑
表わし方には集団ごとに型があって︑人はその型に従って喜
んだり悲しんだりする︒そのような喜び悲しみの型のことを︑

ども︒

せる．美しい澗骸マーク︒
﹁ずいぶんごきげんね︒酔ってるの？﹂

私は思わず聞いてしまう︒ゆらり︑ゆらりと上体を揺り動
かしているのを見ていると︑そうではないと分かっていても
訊かないではいられない︒また︑ゆらり︑ゆらりと頭を振っ
そう︑ジョスリンは酔っているのではない．悲しんでいる

ている︒

ふだんのジョスリンはとてもポジティヴでクールな印象を

めて︑頭をゆらりゆらりと動かしながら︒
だがまた私はそのような悲しみをほんとうには理解するこ

とができたのかもしれない︒体の力を抜き︑眼元口元をゆる

鯵身に覚えたさまざまの悲しみをジョスリンのように悲しむこ

与える人だった︒だが︑ある感情に浸されると︑彼女は奇妙
な具合にとらえどころがなくなってしまう︒それはまるで︑

のだ︒

彼女の中から何か不透明なものがにじみ出して︑輪郭をぼか

とができないので︑こうも考えるのだった．異なる方法で感
じられたり表現されたりする悲しみは︑その質もまた異なる
のではないだろうか︒ジョスリンの内にある悲しみは︑ほん

日本人なら︑悲しいときは沈み込むだろう︒フランス人な

してしまうみたいだった︒
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﹁何か飲もう︑何がいい？﹂

とうに私が想像している悲しみなのだろうか︑と︒
ジョスリンは膝を抱いた︒少し寒いくらいだ︒なかなか日
が暮れない夏だというのに︑この短い夜︑こうしていると日
本の晩秋のよう︒私がやっと本に集中して︑一人だというこ
とさえも忘れる時刻は︑ジョスリンにとっては耐えがたい孤
独の時だったのだろう︒今夜もリシャールは来ないというこ
とがはっきり す る 時 刻 ９
われながら優しい声だ︒ジョスリンは顔を上げて︑
﹁このあいだ作ってくれたあれ︒ポタージュみたい葱日本の
お茶﹂

昆布茶の缶を見せると︑何も言わずにゆっくり領く︒
立ったついでに窓をしめる︒風がブラインドの隙間から流
れてきて腕に触るのが︑さっきから気になっていた︒ブライ

ンドの傾きを変えて外を見る︒もうすっかり暗い︒やっと本

独り言のような話し方だ︒私はいいかげんな相づちを打ち
ながら︑彼女の膝のあたりを見るともなく見ている︒
﹁これから離ればなれ︒リシャールはだいじようぶって言う
けれど︑どうかなあ︒私はあんまり考えないようにしている︒
先のことはわからないしね︒でも︑とにかく来月には︑私は
ディジョンを出発する︒あと一か月ちょっと！私たちまだ
話し合って決めておかなくちゃならないことがいっぱいある

ジョスリンは苛立たしげな声を上げた︒と思うと一拍の間

のよ・なのに！﹂

をおいて︑不意に全身が弛緩した︒私がそっと見上げると︑
彼女の顔は何とも理解し難い暖昧な表情に包まれていて︑眼
﹁まあ︑でも⁝﹂

だけが奇妙に物質的な鈍い光りを放っている．

ジョスリンはことばにならないことを咳いて︑ゆっくりと
上体を前後にゆすり始めた︒それは彼女の体の隅々まで行き

同じ光沢を放っている︒

渡るとても均質な律動で︑見ていると︑こちらの体まで揺れ
出しそうな気分になる︒私はジョスリンの膝を見ていた︒強
靭に︑しなやかに揺れるそれは︑下に敷いている豹の毛皮と

当の夜だ︒

の上に顔を伏せて︑ゆっくりゆっくり飲んでいる︒飲み終わ

自分でも気のつかないうちに︑私は手を伸ばしていた︒小
さくて丸い膝頭から︑これ以外ありえないような完壁なふく
らはぎへかけての線を︑指の腹でそうっとなぞっていた︒

ひとしきり揺れたあと︑膝の動きは次第に小さくなって︑
音楽の余韻のような長い光苦を曳き︑やがて止まった︒止ま
るともう動かなかった︒まるで彫刻のようだった︒

ジョスリンはゆっくりと昆布茶をすすっている︒交差させ
た雁の膝頭に両肱をつき︑手で包み込むように持ったカップ
ってカップを私に渡してしまうと︑彼女は話し始めた︒
﹁私たち結婚のことを考えているの．まだ先のことだけどね︒

私はこの学年が終ったらカナダへ帰って︑それから大学を卒
業しなくちゃいけない︒リシャールはいずれは弁護士になる
つもり︒できたらフランスで働きたいんですって︒だからフ
ランスを離れるわけにはいかない﹂
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﹁いやあよお︑私を昂奮させちゃあ﹂

声に驚いて︑私は顔を上げ︑その時初めて自分のしている

﹁ひょお−︑くすぐったあい﹂

下宿へ電話を掛けてきたので︑彼女は彼の電話番号も知らな

ところがその後ロスタンから何の連絡もない．彼女は次第
に不安になってきたが︑自分からはどうすることもできなか
った︒というのは︑それまではいつもロスタンの方が彼女の

ある︒

かったからだ︒ｌ

ことに気がついた︒

ジョスリンは身をくねらせて︑ハチミツのようにこってり
と甘い流し眼で私を呪むと︑ついでその眼をそのまま伏せて

私にその話をした二日後に︑彼女はまたやってきた︒その
顔を見たとたん︑状況がどう変化したか︑いやむしろ変化し

葱かつたか︑私にはすぐに察しがついた︒この二日間︑彼女
はひたすら待ちつづけ︑そして考えつづけたあげく︑彼女な

その毛足をゆっくりと何度も何度もなでるのだった︒

下の毛皮をじっと見ていたが︑今度は彼女が手を伸ばして︑

と︑ほとんど聞き取れないほどの声でささやきながら︒

﹁リシャール︑リシャール⁝﹂

りの判断を下したようであった︒ただ彼女には︑どうしてこ
ういう結果になったのか︑その原因がどうしてもわからない

で開かれた小さなパーティに行った︒ロスタンはいつもにも
まして見事な弁舌をふるった．その帰り道︑ロスタンがエリ

女は言う︒しかし︑私にもわかることではなかった︒

のであった︒いったい何が問題なのかしら︑そう言って彼女
は私の眼をじっと見た︒あなたなら結婚もしてるし⁝︑と彼

ある昼下がり︑数日姿を見せなかったエリザベートがやっ
て来て︑ロスタンと﹁一夜を過ごした﹂経緯を私に語った．

ザベートに︑僕の部屋に来ないかと言った︒彼女はおどろい
たが︑すぐにそれを受け入れた︒なぜだか︑その日のロスタ

を断ればよさそうなものだが︑それも面倒︒今日という日は︑

木曜は掃除のおばさんが来る日だった︒いつもは午後の二︑
三時間︑街へ出ることにしている︒だが昨日のエリザベート
との話で疲れてしまって︑とてもそんな気になれない︒掃除

ｌ関日前彼女ばロス数ンに誘われて彼の友人の下宿

ら︒

相手が誰であれフランス語でものを言いたくない気分だ︒
しかたなく階下の自習室に避難することにした︒冬の間は
いつもお喋りをする学生で満員で︑談話室か娯楽室のようだ
った︒それが気候がよくなってからは閑散として︑まれに一
人か二人︑ノート写しをしている学生がいるばかり︒総ガラ

ンにはとても逆らうことができないような気がしたものだか
翌朝︑ロスタンは講義があると一言って早ばやと部屋を出た︒

エリザベートもその後から起き出して︑彼が教えてくれたと
おり簡単な食事をすませ︑いったん下宿へ戻ってから授業に
出かけた︒一時間目は欠席してしまったけれども︑あとは時
間割どおりちゃんと授業を聴いた︒これが︑三日前のことで
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木の扉の重いノブを押し廻して入ると案の定︑誰もいない．

ス張りの外から見る室内は無人のことが多かった︒

空気がひんやりしている︒背後で扉が鈍い音をたてて閉まる
と同時に雑音も締め出されて︑空気の冷たさは粘り気のある
静寂と区別がつかない︒密室の緊張︒だがここは密室とも違
う︒それどころか︑ドアのある一方を除いて︑壁は三方向す
べて一面のガラスである︒外側はぐるりと通路になっている
から︑人通りの多い時にはまるで道端で勉強するようなもの
だ︒しかし︑今日のように見渡すかぎりひと気のない午後に

から見て少々左寄りにあるから︑直進した視線が到達するの
はピロティの柱でも自習室のガラス張りでもなく白く塗った
外壁だ︒ここからそこまで二百メートルはあるだろう︑ずい

ぶん遠いはずなのだがそれでいて鮮明に見えるのは︑途中が
日蔭で向うがさんさんと陽を浴びているからだ︒遠いと思え

ばいかにも遠い︒近いと思えば意外に近い︒眼を開けたり閉
じたりしながら︑向うの白壁を遠くに見たり近くに見たりし

と︑男がひとり視野に入ってきた︒白い壁にそって左から
右へ歩いている︒遠くのシャロン館の玄関から出て来て女子
寮の大門に向うところだ︒長身で痩せぎすの黒い男である︒
舷しい陽光を浴びて︑黒い肌がいっそう締まって細身に見え

まだ︒

て遊んでいる︒机の上の本とメモ用のカードは手つかずのま

はまぎれもない︒

る︒背骨から後頭部まで︑まるで一本の鉄パイプのよう︒そ
こへ尻が丸くぽんと突き出ている︒あまり背骨がまっすぐな

は︑空と芝生のまっただなかに腰を据えたような錯覚にとら
われる︒雪に閉ざされた冬のさなかでも暖房に包まれたまま

寮の建物は︑同じ細長い造りのものが五棟︑ゆるやかな起
伏のある土地に点在しているが︑どれも長い横方向だけは平

ので︑お尻だけはみ出してしまったみたいに︒髪を短く刈っ
て黒光りする顔は︑身長や首の長さに比べてぐっと小さい︒

戸外の風景に触れることができるように︑という設計の意図

マコン館の方がこのポーヌ館より少し右手にずれているので︑

行に置かれている︒たとえば︑いま私が坐っている場所の真
正面に見えるのは五十メートルほど向こうのマコン館だが︑

その男を追うように女が走り出てきた︒瞳に届きそうなほ
ど長いスカートが︑急ぎ足につれて激しく波打つ︒長いスカ

の太い柱に囲まれた灰暗い空間には視線を遮るものは何もな
い︒そこでそのまま前方に眼を進めると︑再びかんかん照り

調を緩め︑それからまた走り出す︒髪だけでなく全身が揺れ
ている︒今にも地面にくずおれそうで︑思わず手を差し伸べ
たくなるような走り方だ︒走ってはいるのだが︑スカートが

ートの美しさは︑動いたときの乱れ具合にあるのだろうか︒
栗色の髪を半ば崩したふうに結い上げた︑これは本当に色の
白い白人だ︒女は先を行く男を認めると︑一息つくように歩

正確な真正面にあるのは自習室の左横のピロティで︑数本

その自習室は私から見て斜め右になる︒

の日向に出て︑陽の光をいつぱいに浴びた芝生の斜面を下り︑
白く光っているアスファルトの道路を越えて︑その向こうの
シャロン館に届く︒シャロン館はマコン館とは逆に︑こちら

６

からずいぶん長いこと女はそこに立っていた︒自分のいる場
所も忘れてしまったかのような放心の態だった︒やがて︑陽

も傾くかと思われる長い時間︵だがじっさいは数分Ｆひょっ

ようやくのことで女は追いつき︑男の肱に手を掛ける︒そ
のようにされて始めて︑男は向きを変える︒くるりと向き直

らく眺め︑それからまたゆっくりと歩き始める︒歩いては立
止まり︑振向いて彼方を眺め︑また歩き出す︒そんなことを

ど緩慢な動きだ︒心もちうなだれて数歩行き︑ネジの緩んだ
人形のように立止まると︑振り返って男の去った方向をしば

とすると数十秒︶の後に︑女はのろのろと来た道を戻り始め
た︒いつ向きを変え︑いつ足を踏み出したのかわからないほ

り︑両方の腫をぴったり合わせて女の前に立った︒女は男を
見上げている︒真上のものを見上げるように︑頭を完全にの

何度か繰返すうちに︑女はシャロン館の玄関に着いた︒石段
を数段昇って︑最後にもう一度︑肩越しに大門の方を見やっ

に︒

足にからまるのか︑そのわりに進まない︒大股に歩いている
男よりいくらも早くない︒男は一向に振向かず︑歩調を緩め
もしないで歩きつづける︒人通りのないアスファルトの道を︑
後から追って来る女の足音が耳に入らぬわけはないと思うの

けぞらせて︑噸から胸元へかけての白い線が露わに真直ぐだ︒
女は必死で何かを訴えているようにも見える︒男は何も言わ

て立ち尽くしていたが︑やがて片手を眼の高さにまで上げか
その指先でうなだれる額を支えるようにして首を左右に振り︑
大きなため息を一つついて︑ホールの暗がりに吸い込まれた︒

いる人間の顔の表情などどうして見分けることができようか︒

ず︑あくまで非情な眼で女を見下ろしている⁝︑と思ったと
き︑私の眼の距離装置が狂って︑二人の姿は遥か遠くにぼや
けてしまった︒あんなに遠くでは何も見分けることはできや
しない︒強い陽射しにさらされた遠景の中では︑二人の影さ
え︑舷しさに火傷した網膜のシミのようなもの⁝︒
不意に︑男がくるりと向きを変えた︒引き止められた時と
同じようにまったく唐突に女に背を向けると︑そのまま歩き
始めた︒前と同じ足早の︑まるで始めから一度も歩くのをや

ため息を︑どうして耳にすることなどできようか︒女のそれ
と思われたものは︑じつは他でもない自分がもたらしたため

女のため息が耳に聴こえたような気がして︑私は自分に戻
った︒あたりはあいかわらずの無人である︒あらためて彼方
を見遥かせば︑シャロン館の白壁は遠く舷しく︑つい今し方
そこに人影のあったことさえも信じがたい︒あんなに遠くに

めなかったような歩き方だ︒そしてそのまま歩きつづけへ私
の眼は間にあるマコン館のピロティの柱から見え隠れにその

アフリカ祭の前の数日間︑隣室は黒い娘たちの出入りが激
しかった︒開け放したドアから覗くと︑くすくす笑い合った

息だと私は悟った︒

後を追い︑壁に遮られてその姿を失った︒
女はしばらく立ち尽していた︒やがて男が二十メートルほ
ど遠ざかった頃︑はっとわれにかえったように身をふるわせ
て︑小さく四・五歩後を追い︑そしてまた立止まった︒それ
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群れ集うさまに似ていた︒

り︑肩にもたれ合ったり︑いっせいにわぁつと声を上げたり
している︒それは奇妙に日本の︑それも一時代前の娘たちが

声を合わせて笑って︑一段落してからジョスリンは︑
﹁あの人︑ヨーロッパ人の女の子とばかりつき合うの︒でも
絶対に長つづきしない︒誰かと一緒にいるなと思うと︑すぐ

また一人になって︑相手がどんどん変わるのよ・ま︑いろい
﹁王族？﹂

ろあるんでしよ︑彼︑王族だから﹂

私は思わず聞き返した︒聞きちがえかと思ったのだ︒

祭の前夜︑日中の騒ぎにずっと好奇心を掻き立てられてい
た私は︑夕食後の人声の絶えた時間にジョスリンのドアを叩
いた︒壁には所狭しと服が掛けられている︒明日はみんなこ
こでドレスアップしていくっていうから︑と姐御肌を見せて

﹁そう昔からの王家なの︒あの人の伯父さんが国王らしいよ﹂

？

ハ︑ハ︑まさかねえ！﹂

んなこと聞く の ？ ひ ょ っ と し て 彼 ︑ あ な た の 気 に 入 っ た ？
﹁まさかねえ！﹂

タンに関わりのありそうなことは一切口にしなかったから︑
彼女は平静にもどったのだと私は考えたが︑しかしそれは間

エリザベートはあいかわらず私を訪ねてきたが︑アフリカ
祭のことにはまったく触れなかった︒もはやロスタンとロス

すのだった︒

人々が一言も口をはさまずに傾聴していた︑そのときの彼ら
のほとんど叱られている子どものような表情を︑私は思い出

この言葉が私にもたらした感銘は一種奇妙なものだった︒
瞬間的に私は︑自分の脳裏にあるロスタンのすべての印象を
順ぐりに列べてみた︒それらはいずれも国王とか王族とかい
う言葉からほど遠いものであるように思われた︒
しかしその後で︑私はまた考え直した︒あるいはそれも国
王の甥なればこそであったのかもしれない︒だからこそ︑リ
シャールのように︑あるいは他の黒人たちのように凝った身
づくろいをする必要がなかったのだ︒ジョスリンの部屋で会
ったとき︑彼がひとりでしゃべりまくっているのに︑他の

彼女は言った︒

それらの服の多くは何色もの糸を織り込んだ︑しかし一見
して泥色としかいいようのない厚地のものだったが︑なかに
クリーム色の柔らかいワンピースがあって︑それがジョスリ
ンのドレスだという．これを着てひとりヨーロッパふうのジ
ョスリンを伴い︑明日のリシャールは得意満面にちがいない︒
﹁男の人は何を着るの？やっぱり民族衣装？﹂
﹁ううん︑洋服︒でも中には民族衣装を着る人もいるよう
ね﹂

﹁そういえば︑ロスタンていたでしょう︒いつかここで会っ
たことのある⁝﹂

る

﹁ああ︑ロスタン︒ロスタンがどうかした？﹂
﹁うん︑何でもないんだけど⁝︑あの人誰か恋人みたいな人
ー

﹁さあ︑特に決まった人はいないみたいだけど︒どうしてそ

い
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違いだった︒エリザベートの心は最後にもう一度︑しかも手
のつけようもないほどに荒れ狂うことになったのである︒
アフリカ祭が過ぎて一週間ほどたったある日のことだった︒
学年末のレポートに手こずっていた私は︑ノックの音にむし
ろほっとした︒

部屋に足を踏み入れるや︑棒立ちのまま︑エリザベートは
言った︑

﹁私⁝︑私︑妊娠しているんじゃないかと思うの﹂

生理が始まらない︑と彼女は言う︒もうそうなってもいい

﹁わからないわ︒ほんとうに⁝︑私︑わからない﹂
何となく奇異なものを感じて︑私は改めてエリザベートの
顔を見た．その表情は特に明確な感情を宿してはおらず︑む
しろ眼のあたりが少し笑っているようなのが︑かえって印象
的だった︒そして唇だけが妙にはっきりと︑その一度聞けば

﹁わからないわ︒わからない︒わからない﹂

じゅうぶんの返答を︑何度も何度も繰り返している︒

い痴れているかのようだった︒

それはまるで︑今まで明噺さを追求してきたエリザベート
が︑この言葉の毒のある魅力に︑なかば自暴自棄の快感で酔

彼女の表情に漂っていたある種の精神弛緩を︑そのとき私
は逆の意味に理解していた︒少なくとも正しくは理解できず

頃だと思うのに︒何日ぐらい遅れているの︑と訊ねると︑わ
からないと首を振る．ずいぶんいいかげんな話だと思ったが︑
エリザベートのようすはそれどころではない︒彼女の眼には

にいた︒わからないならわからないでも構わない︑私は心の
中でそう咳いた︒どうせ時期がくればはっきりすることだし︑

﹁おおお！私にはもう何もわからなくなってしまった！

ないような声だった︒

たにちがいない︒それほど︑ふだんの彼女からは想像もでき

その部屋には私と彼女の二人きりだった︒そして私自身は
声を発していなかった︒だからエリザベートが叫んだとわか
ったのだが︑そうでなかったら︑彼女の声だとは思わなかっ

と叫んだ︒

﹁おおお−つ！﹂

の時︑とっぜんエリザベートが︑

あまり深く考えず成行きにまかせるということも︑場合によ
っては必要なのだ︒そう考えて私が彼女から眼をそらしたそ

不穏な光があって︑それが見ている私を不安にさせた︒もし
かしたら本当に妊娠しているのかもしれない︒
私が気休めを言うと︑

﹁まだそうと決まったわけじゃないから﹂

﹁だからつらいのよ◎妊娠したのかしていないのかわからな
いでいるっていう︑それが一番耐えがたいの︒せめて︑どち

らなのかはっきりしたら︑そうしたら︑それがたとえ悪いこ
とであったとしても︑もう少し考えようがあるでしょうに﹂
﹁この前の生理はいつだった？﹂
﹁さあ︑わからない﹂

わからないって⁝︑ちょっと考えてみれば︑いつ頃だった
かということぐらい思い出せないだろうか︒しかし︑エリザ
ベートは繰り返すばかりだった︑
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何がどうなっているのか︑何をどうするべきなのか︑ほんと
うにわからなくなってしまったあ！﹂

がうんざりするほど何度も言った！黒人には気をつけなさ

﹁姉さんが言わなかったかしら？いいえ！いいえ︑いい
え！確かに言った！それも何度も何度も繰り返して︒私

尖端を揺らめかせた︒

本の指はどれも天井を指し︑風に煽られたローソクのように

私は彼女の口調にというよりもその声そのものに強くおび
やかされた︒それは理性的な驚惜を越えた︑もっと肉体的な

振り︑それから肩をすくめて切な気に首を振った︒彼女の一
連の身振りはどれも名高い絵画や舞踊で見た覚えがあるよう

エリザベートは自分の腕を投げ捨てようとするように強く

い︑黒人とはつき合っちゃだめよって﹂

恐怖だった︒いってみれば私という草食動物が︑エリザベー
トという肉食動物に対して感じる本能的な恐怖だった︒

﹁こんなことがあっていいものだろうかＩ何から何までわ
からなくなっ て し ま う な ん て ！ 他 で も 通 い 私 自 身 の こ と だ
というのにＩ・﹂

﹁ああ！神様！何ということ！﹂
彼女はギリシャ悲劇の登場人物さながら両腕を天に差し伸

されている．これが西洋だ︑西洋そのものだ︑と私は思った︒

に私には思われた︒均整がとれていて︑しかも動きに迷いが
ない︒自発的なものであったにもかかわらず︑見事に様式化

倒されながらも︑脆弱な草食動物たる私の精神は︑巧妙に危
険を避けるすべを知っていたようだ︒物蔭から鼻先だけ覗か

べて高く叫んだ︒

それは実に恐ろしい叫び声だった︒しかし彼女の権幕に圧

せて荒れ狂う猛獣を静観するように︑私は彼女の言葉の洪水
を眼のあたりにして奇妙にも冷静に︑その内容よりもそれら

えが私の頭を掠めた︒

女はこの嫌悪の故にロスタンと寝たのではないか︑という考

内なる弦の最も奥深い一本が強く弾かれて出した音のように︑
強い情動の響きを持っていた︒そしてその途端になぜか︑彼

て︑多くの言葉を費しながら︑黒人という一点については触
れることがなかったのだった︒ニグロという単語は︑彼女の

ロスタンについて︑彼の言動について︑またアフリカについ

が黒人について口にした最初の言葉だった︒それまで彼女は

﹁ニグロと寝るなんて！けがらわしいニグロと！﹂
腹の底から絞り出すような声だった︒それはエリザベート

が文法的に完壁な感嘆文であったり︑ほとんど造形的とも言
える構成を持った反語であったりすることの方に感心してい
た︒

彼女の唇からは絶えまなく言葉が溢れ出てくる︒
﹁ほんとうに︑私は何という撒か者だろう！この先一生︑
私は自分を許すことができないにちがいない︒一時のあさは
かな気まぐれで︑人生をめちゃくちゃにしてしまうとは！﹂

叫びながら︑彼女は絶え間なく体を動かしていた︒両手を
前に差し伸べ︑掌を上に向けて指をいっせいに開くかと思う
と︑今度はそれをさっと胸の前に引き寄せ︑組み合せ︑握り
締め︑次には両肩の脇で激しく振る︒すると︑広げられた十
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しばらくの間︑エリザベートはすすり泣いていたが︑やが
てその下から︑か細い声でこう言うのが聞えた︒
﹁それも︑それも初めての人だったのに﹂

私は聞き返した︒意外だったからでもあるが︑そろそろ何

﹁初めてだったの？﹂
か言わなきゃという気もあった︒
﹁そうじゃないとでも言うの？﹂

返答を得て勢いを盛り返したエリザベートは私を呪んだが︑
その眼には怒りよりも恨みがましさと甘えの色の方が濃かっ
た︒

エリザベートの言うことを信じていないわけではなかったけ

れた時︑私はびっくりした︒妙な話だが︑ダーーエルという人
はやっぱりほんとに存在していたんだ︑と思ってしまった．

れど︑それでもエリザベートの話に登場する彼には人物とし
ての存在感が欠けていたことに︑私はそのとき気がついた︒
ダニエルは︑最近の彼女の手紙でとても心配になったのだ
そうだ︒そこで︑ちょうど学年末試験の最中でほんとうなら

まったく余裕はないのだけれど︑自分の眼で確かめてみよう

エリザベートはダーーエルの訪れを無条件に喜んでいるよう

と思い立ったのだという︒

﹁ダニエルとは⁝︑まだそういうことはなかったもの﹂

に理解に苦しんだ︒

だった︒そんな彼女を見て︑私はどうして彼女がロスタンに
惹かれ︑その腕に抱かれようと思ったのか︑いまさらのよう

﹁でも︑ダニエルとは？﹂

﹁だって︑あなたがた一緒にロンドンに旅行したんでしよ︒
ほら︑あなたがフランスに来る前に﹂

に窓際の椅子に腰を掛け︑口を開くまでのあいだ︑私の方が

ダーーエルがディジョンに来た次の日︑私の部屋に現われた
エリザベートはじっに醒めた表情をしていた︒いつものよう

私はその話をした時のエリザベートの︑いかにも親密な仲
をほのめかすような声の調子を思い出していた︒
﹁ダニエルは︑一方的にそれを求めるようなことはしたくな

たるまで︑淡々とした口調で語った︒

﹁あなたに会えて︑彼は喜んでいた？ゆっくり話し合う時

て︑私は聞いた︑

いいと思っていることをうかがわせた︒もどかしさに衝かれ

くめた︒その途端に何ともいえない白じらしさを漂わせたそ
の表情は︑いま話した事柄を彼女自身︑ほんとうはどうでも

話し終ると︑エリザベートは思わずといつたふうに肩をす

イブして過ごした一日を︑周囲の景色︑お昼一のメニュ・−にい

かえってそわそわしていたくらいだ︒彼女はダーーエルとドラ

いと言ったの︒ロンドンではもちろん同じ部屋に泊ったんだ
けど︑でも夜寝るとき彼は私の額にキスして︑お休みって言
った︒私たち︑寝入るまで手をつなぎ合っていたけれど︑そ
れ以上のことはなかった﹂

ｌそれから二日してエリザベートの心配ば杷憂であっ
たことが分かった︒

そのダーーエ池が︑突然ディジョンにやって来る︑と知らさ

雲の宿り

写

間はあったの？﹂

語尾にいって声が小さくなった︒そして︑ひっそりと︑

﹁時間はあったわ︑たっぷり過ぎるほどね﹂

﹁いざ会ってみると︑思っていたほど話すことがないの︒言
いたいことや聞きたいことが山のようにあると思っていたの

に⁝︒心配していたよりずっと元気そうだれって彼︑私を見
て言った︒手紙を読んで気になり始めたら矢も楯もたまら葱
くなったけど︑やっぱり君はしっかりしているって﹂
エリザベートはそう言ってほほえんだ︒
それを聞いて︑私は無性にダーーエルに腹が立った︒

しかしそのダニエルにしても︑エリザベートを見て元気そ
うだと思にまったく安心して帰ったというわけではなかっ
たのかもしれない．おそらくは彼も何事か察知したにちがい
ないのだ︒具体的な事実は知らずとも︑それを押し包んでい

しさを持ちそうな人だ︑と私は思った︒

であっただろう︒ダニエルという人は︑いかにもそういう優

優しさが彼とエリザベートを骨抜きにし︑窒息させていた︒
優しさなんてまやかしだ︒優しさという言葉のかげで︑人は
しばしば卑怯と怠惰を弄ぶ︒愛しているのなら︑女がひとり
で留学するのを許したりしてはだめ︒気がつくと私は︑それ

をダニエルにではなく︑夫に向かって言っていた︒
最もだいじなことは︑たぶん︑現実に起こった事件などで
は葱かつた︒それを呼び起こした人の心ですらなかった︒た

だ止めようもなく移ろうもの︑あらがいがたい時の流れだ︒
大いなる愛を以ってなお押しとどめることのできぬものがあ
り︑優しさの故に壊れ去るものがある︒流れる時のままに人
の心は位相を変え︑そのことを確認して苦しむだけで︑なす
すべもなく別れなければ葱らない恋人たちもある︒空けた表
思った︒

情で窓の外を眺めているエリザベートを見ながら︑私はそう

予定によるとエリザベートに残されているディジョンでの
滞在はあと十日たらずで︑そのあとまっすぐ郷里のチューリ

十日を待ち切れず︑エリザベートに会いに来たのだ︶︒

るエリザベートゆえに︑かえって鋭く感じるところがあった
のではないだろうか︒感じとってなお︑どうするすべもなか
ったのではないだろうか︒なぜといって︑エリザベート自身
が何も語ろうとはしないのだから︒彼はただ︑二人が会わな
いでいたあいだにエリザベートの内面に起こったらしい大き
な変化を見詰めながら︑言うほかなかったのだろう︑君はと
ても元気そうだ︑少しも変ってはいない︑君はしっかりした
人なのだから︑と︒そのように︑長らく愛してきた年上の女

まるでそれが習慣で︑習慣には従うべきだから︑とでもいう
ふうだった︒

彼女はあいかわらず私のところにやってきた︒が︑ほとん
ど話すこともなく︑椅子に坐ったままぼんやり窓の外を見て
いるだけのこともあった︒それでもやはり毎日やって来た︒

ッヒに一戻ることになっていた︵つまりダニエルはそのわずか

と自分自身を励ますほかなかったのだろう︒そうすることが︑
彼女と自分とをまた一歩︑いやもしかすると決定的に遠ざけ
ることになるかもしれないと感じつつも︒それは彼の優しさ

３
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前より堪え性がなくなって︑急にヒステリックな声を出す︒
私はとっさに例のパニックを思い出して身構えたが︑しかし
それは数本の蕊に燃えついた火のようにたあいないもので︑
私がちょっと強い声を出すとあっけないほどすぐに鎮まり︑
あとは卑屈ともいえるほどおとなしい眼つきになった︒

る彼女に私は言ってみた︒

そんなエリザベートに︑不意に私がロスタンの話をする気
になったのは︑何とも張りを失った彼女の精神に︑多少の刺
激を与えようとしてのことだった︒ぼんやり窓の外を見てい
﹁ねえ︑ロスタンのことだけど⁝︑彼︑王族なんですってね︒
知ってた？﹂

エリザベートははじめロスタンの名でぎくりと体を震わせ︑
王族という言葉で私の方に向き直った︒

私がジョスリンに聞き返したのと同じ言い方を︑エリザベ

﹁王族？﹂

ートはした︒

﹁そう︒彼の伯父さんが国王なんですって﹂

エリザベートはしばらく私の顔から眼を離さなかった︒そ
の眼はどんどん見開かれて大きくなった︒私は彼女が何か言
うのを待った︒エリザベートらしく切先の鋭い言葉が出てく
るのではないかと︑期待して待った︒だが何も言わなかった︒
眼はいつぱいに見開かれると︑一呼吸入れるほどのあいだそ
のままでいて︑やがて張りを失い始めた︒彼女の眼の色は︑

ちょうど夕焼けから次第に暮色を濃くしていく空のように驚
きから呆れへと移るい︑最後に腕をそよがせて肩をすくめる

と︑彼女は再び窓外に眼を移した．

こうして︑まことに冴えない状態のまま︑エリザベートの

その前日︑彼女が私の部屋のドアを叩いた時はすでに夕方

出発の日はやってきた︒
だった︒

﹁︐とうとう今日が最後の日﹂

部屋に入ると︑彼女は堅い表情で言った︒そして今後の予
定を︑来年のイタリヤ留学まで筋道たてて話してから︑﹁も
し私が元気になったらの話だけど﹂とつけ加えた︒私はその
言葉に胸をつかれて︑何も言えなかった︒エリザベートはそ
だった︒

んな私を見て︑ふっと笑った︒初めて見るような優しい笑い

﹁あなたとお友だちになれて︑ほんとうによかったわ︒ご馳
走してくれたたくさんのお茶を︑どうもありがとう︒そして
おしゃべりも︒⁝⁝ただひとつ残念だったのは︑ディジョン

にいたあいだ︑私が︐とても調子が悪かったということ︒それ
だけが︑ほんとうに心残り﹂

そう言うと︑彼女は細いうなじをたわめて︑床に眼を落と
した︒眉間には細い縦じわが寄り︑床の一点をみつめて動か

ないその姿は︑ひどく難解な疑問を解こうと精神を集中して
いるみたいに見えた︒なぜこのような不調に陥ってしまった
のか︑それを今一度︑一心に問い詰めているように︒

﹁元気なときの私を見てもらいたかった︒それで︑今日︑私
はあなたにひとつ約束をして別れることに決めました︒スイ
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スヘ帰って︑もし夏のあいだに私が元気になったら︑かなら
ずあなたに手紙を書きます︒そうしたら︑何とかしてスイス
に来てください︒チューリッヒの街と︑何度もあなたに話し

半分で笑って︑腕を広げて肩をすくめた︒
その時とっぜん︑私はエリザベートを抱きしめたいという
強い衝動に駆られた︒その細い二本の腕もろとも彼女を痛い

った︒私はいじらしさと︑自分でもよく分からない感情でい
っぱいになって︑眼の前のエリザベートを見つめているだけ

ほど抱きしめたい︑と強く思った︒いまエリザベートを思い
の限り抱きしめたら︑この胸の鈍い痛みが少しは和ぐのでは
ないか︑と︒だが︑私の腕は金縛りになったように動かなか

だった︒

たことのある山の別荘に招待します︒夏の山は素晴らしいの
よ・あれをあなたに見せてあげたい︒あの山の景色を見たら︑

づけた︒

的な習慣だというそれだけの理由で︒そして最後に︑ほとん
ど目につかないほど微かな身震いをして立ち去った︒見送る

ートは言った︒小さい声で︑﹁オ︒ルヴォワール︵また会い
ましょう︶﹂と言った︒︒多分︑そう言うのがフランスの日常

部屋の外に出るともう一度こちらに向き直って︑エリザベ

﹁さようなら﹂

あなたも私のことがわかるのではないかと思う﹂
エリザベートの眼がっかのま明るい光を放ち︑それが私を
勇気づけた︒だが彼女は私の応えを待とうともせずに先をつ
﹁でも︑．もし私が回復しなかったら︑︵彼女はその回復とい

う言葉を臆するところなく使った︶その時は︑⁝何も書きま
せん﹂

私の心の中に︑飛び立つ鳥の羽風に似た微かな風が立ち︑そ

低い声で簡潔に︑あまりに簡潔に言い切って︑彼女は黙っ
それはまことに奇妙な招待だった︒招待であると同時にそ

た︒

の取消しでもあった︒・再会の約束であると同時に決定的准別

れがエリザベートの見おさめだった︒

言うべきことを言ってしまうと︑エリザベートもまた黙っ

を寄せて何かささやいている︒それがたまらなくいやで︑私
は近づいてその手を払いのけようとする︒その弾みで︑ステ
ィールの回転椅子は抵抗もなく回って︑夫が私のほうを向い

彼の肩に手をかけている︒ジョスリンはとても大きく︑その
うえ太っていて︑まるで夫の上にのしかかるようだ︒夫に顔

⁝⁝私の部屋のスティールの椅子に夫が坐っている︒向こ
うむきなので︑顔は見えない︒横にジョスリンが立っていて︑

れ︑ほとんど絶交の言い渡しのようなものでもあった︒

た︒黙っている私たちを包んで夕闇がゆっくりと深まり︑そ
のぷんかえって空の高みが透明感を増したように思われた︒
﹁さあ︑それではこれでお別れするわ﹂

エリザベートの言葉で︑私ものろのろと立ち上がった︒彼
女は他に言うべきことを探しているふうだったが︑結局何も
思いつかなかったらしい︒あるいは思いついても言う気には
なれなかったのだろう︑しかたがないとでも言いたげに顔の

巧¥

た︒と︑それは夫ではなくて︑アルノーだった︒アルノーが
黙って私を脱んでいる︒しかし眼は夫の眼だ︒アルノトが夫
の眼をして︑私を呪んでいる︒私はつらくて︑すべてを払い
のけようとする︒するとそれに応じるように椅子がまたゆる
りと回り︑そのまま止まらずに回転し始めた︒回る椅子の周
囲を太ったジョスリンも回り始める︒片方の手を腰にあて︑
もう一方の手を頭のうえでひらひら動かして︑踊りながら回
っている︒太ったジョスリンの胸はみごとに大きく︑その胸
が踊りにつれてゆさゆさ揺れる︒私は彼女の胸から眼を離す
ことができず︑それでも頭の片隅で︑こんなはずはない︑と
思っている︒椅子に坐った夫Ⅱアルノーと踊るジョスリンは︑

しだいに回る速度がはやくなっていって︑それにつれて古び
た写真のように白っぽくなり︑いつのまにか肌も髪もひとつ
に溶けて︑白く燃え上がる火の玉になっていた︒⁝⁝
眼を覚ましたとき︑部屋には夏の日盛りの熱気が充満して

た︒

いた︒夢から覚めた私はひどく汗をかいて追いつめられた気
分だった︒何かの決裁を迫られているような気がしたが︑何
が問題なのか分からなくて︑不安だけがいつまでも後を引い

ジョスリンと私はキッチンにいる︒眼の前の窓は大きく開
け放たれて︑戸外の景色が見渡せる︒室内には夕闇の気配が
漂い始めていたが︑外はまだ明るい︒夏の夕方の七時という
のは︑時の歩みが止まってしまったような奇妙な頃合いだ︒
灯りのない室内から窓の外を見ると︑こちらよりも向こうの

方が鮮明な現実味を帯びていて︑そのくせ遠く︑まるで自分
というものがひとときこの世から姿をくらましてしまったよ

うなふしぎな感じがする︒

ないというように︒

ジョスリンと二人肩を並べて︑それぞれに自分の夕食を作
りながら︑これほど自分自身をどこにも属さぬものと思った
ことはないと私は感じていた︒そしてまた同時に︑今とここ
とに︑これほど安住したこともないように感じていた︒七月
の︑次第に無人の宿となっていくこの学生寮で︑時が止まっ
たかと思われる夕暮れ時に︑永遠にマッシュルーム・スープ
を作って生きて行くこと︑それも決してありえないことでは

そう思ったのは︑しかし確かにひとときの気の迷いにすぎ
なかった︒私と肩を並べて空しい永遠を共有したかと思われ
るジョスリンも︑実際にはあと数日でディジョンを去ろうと

していたし︑それからまた数日後には︑私自身も寮を出なく

てはならない︒現実は︑あわただしい出発の季節なのだ︒
最後の日︑ジョスリンはほとんど部屋にいなかった︒

すっかり夜も更けた頃になって︑ドアを引っ掻くような音
がした︒空耳かと疑いながら︑ドアを開ける︒そこにはジョ

スリンが廊下の壁にもたれ︑闇に溶け込んで件んでいた︒そ

﹁いっしょに飲まなあい？私ひとりなのお﹂

して︑

妙に間延びした︑そのくせ浮ついた口調で私を誘った︒
九時少し前︒送別会の主賓のご帰館としては妙な時刻であ
る︒
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ジョスリンの部屋の戸を開けたとたん︑まずは変わりはて
あるじ
た室内に胸を衝かれた︒わずかに主の個性を表しているのは︑
床に置かれた大小三︑四個のカバンだけ︒中でも一番大きい
トランクは︑開いたまま物をあふれさせている︒
彼女はベッドの枕元に坐っていた︒いや︑二面の壁が交わ
る角のところに背中を押し当て︑両足を引き上げてはまり込
んでいた︒しかし私が驚いたのは︑ジョスリンお気に入りの

そこにある︑それでいいよれ︒もう︑みいＩんな無くなっち
ゃったから﹂

洗面所の台の上の歯磨き用のコップを指して言う︒あまり
気が乗らないけれど︑自分の部屋に取りに行くのも面倒だ︒

はない︒

小さな汚れを指先でこすり落として差し出す︒ジョスリンに
飲もうと言われるのも妙准感じだが︑勧められれば断る理由

より端的には着ているものだった︒ジョスリンは泥絵具のよ
うな桃色の服を着ているのだった︒それも光沢のある薄っぺ
らな生地︒その強烈な色合いは︑彼女の肌と映りがいいとは

ひどく醒めた表情が帳った．ジョスリンはうわくほど酔って

飽き飽きしたとか︑うんざりしたとか︑言ったわけではな
いけれども︑そんなような口振りで︑それを言う眼元に一瞬

声をかける︒

トクトク注がれる赤い液体と危っかしい手元を見ながら︑

﹁早かったのね︒最後の日なのに﹂

とても思えなかったが︑奇妙に挑発的で︑私を落ち着かない
気分にさせた︒短いスカートはかろうじて太腿の辺りを覆う

はいないのかもしれない︑私はふとそう思った︒

この格好にではない︒その曇身にまつわりついている雰囲気︑

ほどでしかない︒

女が心底いっしょにいたいと思う人などいないのだった︑た

夕方早いうちに帰って来て︑この殺風景な部屋にひとりで
いた︒もうみん葱といるのはたくさんだったから︒そう︑彼

﹁うん︑夕方早いうち﹂

﹁じゃ︑だいぶ前に帰って来てたの？﹂

お腹空いてきちゃった﹂

﹁ひとりで大学食堂に行く気に獲らなくて︒今頃になって︑

レストロユー

﹁えっ︒夕ごはん食べてないの？﹂

思い出したように咳いている︒

﹁お腹︑空いた﹂

﹁唇一前からみんなといたから︑もう−ね﹂

頭には服と共布のつばの広い帽子を目深に載せていて︑そ
のかげになって顔は見えないが︑帽子が絶えずゆらゆら揺れ
ているところを見れば︑ジョスリンは酔っ払いのように頭を
振っている︒いや︑酔っ払いのように︑ではない︑ほんとう
に酔っているのだ︒それもかなり深く酔っている︒交差した
両足の間にはワインの瓶があって︑細長いチョコレート色の
二本の手が︑薄いピンク色のたなごころをちらりと覗かせて
これをつかんでいる︒つかんでいるというより︑まるで自分
が崩れないためにつかまっているみたいに︒
前に立っている私を見上げるためにぐいと顎を上げると︑
﹁ねえ︑飲もうよ−︒グラスある？もう無いかなあ︒ああ︑
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ったひとりを除いては︒私はようやく思い至って︑内心声を

いることで︑元気を取り戻したのだろう︒

る︒空っぽの胃に少しものを入れたのと︑誰かといっしょに

﹁飲もうよ﹂

かるので︑たあいのないお喋りができないのだ︒まったく︑
最後の晩だというのに⁝︒

だが黙っているのも苦痛だった︒黙っていると︑物事がほ
んとうの姿を顕わにしてくる︒今の場合なら︑リシャールが
来ないということ︒ジョスリンも私もひとことも口にしない
けれど︑要するに問題はそれだった︒そのことが心にのしか

ない︒

言わなければならないほど重要なことなど︑ほとんど存在し

心の中を探してみる︒意味のあることを言わなければならな
いような気になる︒ところがそうなってみると︑どうしても

たわけだろう︒最後だから︑何か言い残したことはないかと

もっともそんなエリザベートとも︑最後の別れの日には何
も話すことがないような奇妙な空白を味わった︒これが最後
という時になって何も話すことがなくなるというのはどうし

常だった︒

深い事柄であるかのように神経を張りつめて話すのが彼女の

られたし︑またどんなつまら通いこともいかにも重大な意味

思えばいつも話らしい話はなかった︒その点ではエリザベ
ートとのつき合いと大ちがいである︒エリザベートとは︑ど
んな時にも話すべきことが山積しているという気持ちにさせ

った︒

私は黙ってブドウ酒をすすっていた︒話すことは何もなか

上げた︒

︑ジョスリンはリシャールを待っていたのだ︒グループとの
つき合いを早々に切上げてこの何もない部屋に帰ってきたの

も︑そこでリシャールと二人きりで最後の夜を過ごそうと思
ったから︒彼が来たらいっしょに食事に行くつもりで︑なか
なか暮れない夏の夕べをじっと待っていたら︑学生食堂の時
間も過ぎてしまった︒手持ちぶさたで落ち着かず︑リシャー
ルのために用意したワインの栓を抜く︒もともと酒に強いほ
うではないし︑空腹と︑それに待ちくたびれたあげくの気落
ちが重なって︑アルコールは変な具合に体中を駆け巡り︑胸
がむかむかする︒お酒を飲んだら少しは気が晴れるかと思っ
たけど︑かえって逆だった︒頭の隅がギンギンして耐えがた
さが増幅し︑それでいてお腹に力が入らないから︑立っても
ふらふらする︒独りでいるのがつらい⁝︒ジョスリンが私の
ドアを叩いたのは︑おおよそこんな次第だったのだろう︒
﹁たいしたものはないけど⁝︑ピスコットとチーズぐらいな
訊ねると︑ジョスリンは幼い子どものように︑こっくりと

らあると思う︒食べる？﹂
うなずいた︒

私の朝食用のピスコットとチーズをカサッ︑コソッと︑ま
るで紙を食べるような乾いた音をたてて食べ終えて︑彼女は
黙って手をはたいた︒ついでにスカートの上にこぼれた粉も
はたこうとして両手を広げると︑どこかの古代民族が残した
女神像のようだ．私を見て笑う顔には確かに生気が戻ってい
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ジョスリンは重ねてそう言うと︑まだ空になってはいない
私のコップをワインで満たしたｂそれから自分のコップにも
注ぎ︑交差させた両脚の膝の上でコップを捧げ持って︑中の
液体の濃い紅色をじっと透かし見た︒ジョスリンに紅いワイ

いいようもないほど愉快だとか︑いいようもないほど悪いと
かいうのではなく︑文字通り︑私には何とも言いようがない
のであった︒

あなたも︒日本の歌⁝﹂
う−ん︑あまり気が進まない︒さっきの彼女の歌と同じで︑

﹁うたわない？

それにいったい何の歌を︒

たびのころもをと軽のへよ

わがあねよ

かなしむなかれ

のぼるかな

このたかどのに

たへかねて

とほきわかれに

私はうろ覚えのその歌をうたった︒

﹁⁝そうだ︑旅立つ人を送る歌があるから︑あれにしよう︒

何とも言いようのないものに聴こえるだけではないだろうか︒

ンはじっに似合っているが︑当の本人はこの酒を愛している
わけでも︑欲しているわけでもない︒細めた眼にはチラチラ
と光が瞬き︑そこに紅い酒の照り返しが浮かんだ︒私はジョ

嫁ぐ姉との別れを妹が惜しんでうたう歌﹂

った︒

スリンからワインを取り上げてしまいたかったが︑そうする
ことが何か危険なものの暴発を招きそうな気がしてできなか
と︑ジョスリンの唇から小さな声が漏れてくることに私は
気がついた︒歌声のようだ．ジョスリンは歌をうたっている︒
細い糸のような音の流れを絶ち切ってしまわないように注意
﹁グイアーナの歌︑小さい時にうたった⁝﹂

しながら︑何をうたっているのか訊ねる︒
いったんうたい止めて︑ジョスリンはぼやけた声で言った︒
グイアアアナと︑アの音をまるでゴム紐を引っ張るように伸
ばして発音し︑それが彼女の心を慰めているようだった︒そ
︑そ
そう
う答
答え
えたた
して︑
ここ
とと
︿で逆に力を得たのか︑前よりも少し声

聴いているジョスリンは︑遠くを見るような煙る眼で私を
見つめたまま︑歌が終ってもしばらくはそのままでいた︒そ

を高めて歌をつづけた︒

うたい終った時︑彼女の表情にはそれと分かる明るさが宿
っていた︒そして︑﹁こんなのもある﹂と独り言のように言

れから︑ぽそっと︑

と言った︒そして︑ヒユウゥ︑ヒュウゥ︑と唇で風の音を

﹁風が吹いているみたいだ﹂

うと︑もう一曲うたい始めた︒私はいっそう安心して︑今度
はゆっくりと歌そのものに聴き入った︒
それは︑じっのところ︑何とも言いようのない歌だった︒

弓８

立ててみせた︒それは確かに私がうたった歌に似ていないこ
﹁私たちがよくうたった別れの歌はね︑こういうの﹂

ともなかった︒それから︑

それはじっに陽気な歌だった︒ガイアナの歌かと思ったが︑
カナダのだという︒何とも賑やかな︑勇ましいとさえ言える

ンが肩をすぼめ︑上体を揺すってうたうと︑この曲は軽快な
ダンス曲のようになったが︑それがあまり調子がいいので︑
こちらの方がほんとうなのではないかという気がした︒﹃黒
田節﹄には︑﹁深刻ねえ﹂と沈んだ表情で言った︒﹁そう？
でもこれはお酒を飲む時の歌よ﹂と言うと︑﹁へえ︑日本人
はこんなに深刻な感じでお酒を飲むの？やつばりねえ！﹂

ジョスリンがうたった歌の中に︑一曲︑他と趣の異なるも
のがあった︒ジョスリンが使った表現をそのままお返しすれ

と腕組みをしてみせた︒

の快さに酔い始めると︑もはやとどめようがないほど気持ち

曲だ︒戦いに赴く兵士を鼓舞する歌だろうか︒
それから私たちは次から次へと歌をうたった︒うたうにつ
れて声が出やすくなり︑体は温まり柔らかくなっていく︒そ

ば︑遥か遠い荒野を風が吹き抜けていくような音だ︒

﹁フン！﹂と言った︒

知っている歌はうたいつくした︒﹁象さん︑象さん︑お鼻
が長いのね︑そうよ︑母さんも長いのよお﹂とうたった時は
気分が乗って二度繰り返してうたい︑それでも足りずにジョ
スリンに歌詞を訳して聞かせた︒ジョスリンは﹁フン！﹂と
言い︑その後でふいに眼を光らせて︑﹁日本には象がいる
の？﹂と訊ねた︒﹁動物園にね﹂私が答えると︑もう一度

の最も深い真実を見るんだって﹂

﹁インディアンはね︑額の真ん中に第三の眼があるっていう
の︒外からは見えないけれど︒その第三の眼で︑人間は宇宙

ややあって︑

﹁ううん︑カナダのインディアンの曲﹂

は言った︒

英仏文化に属するもののようには聞こえなかったので︑私

﹁それはガイアナの歌？﹂

が弾んでいった︒

私たちには共通の歌がない︒強いて探せば新しく覚えたば
かりのフランスの歌があったかもしれないが︑ジョスリンも
私も︑そんなものをうたう気はさらさらなかった︒・私たちは
それぞれ勝手に自分自身の内部に向かって耳を傾け︑そこか
ら響いてくる歌をうたった︒自分しか知らない歌︑しかも相
手には何とも言いようのない歌︑風や川の音にしか聞こえな

彼女が一曲うたい終えると︑私は﹁カナダ！﹂とか︑﹁グ

い歌を代わる代わるうたいつづけた．

イァーナ！﹂とか言う︒するとジョスリンは︑にたつと笑っ
てうなずくか︑﹁ノン！カナダ！﹂と答える︒
私がうたう歌についてもジョスリンは必ず何かひとこと言
った︒﹃荒城の月﹄には︑﹁子守唄？﹂と言った︒歌謡曲や演

歌の類は﹁とても悲しそう﹂と言ったが︽都はるみの﹃好き
になった人﹄は︑﹁すごくコミック︒私この歌好きだなあ﹂
と言って︑すぐに自分もまねをしてうたい始めた︒ジョスリ
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139

それが突然種切れにをった︒知っている歌がなくなったと
いうよりは︑ふっとわれに返るようにしてうたう気が失せた︒

見るとジョスリンもうたい止めていた︒私が部屋に入って
きた時と同じように︑黙って二つの膝を抱いている︒桃色の
たから︑今は膝の上に黒いもじゃもじゃの髪の小さな頭が載

帽子はうたい始めてしばらくした時に脱ぎ捨ててしまってい

窓の外は真っ暗だった︒何時だか分からない︒見まわすま

っていた︒

ジョスリンがたずねる︒

﹁お酒ない？﹂

﹁ない﹂

﹁ほんとうに？﹂

いつも何かしら置いてないことはないのを︑彼女はちゃん
と知っている︒
﹁ない﹂

﹁ぜ−んぜん？﹂

夏のフランスでは深夜から午前二時頃までの短い時間にしか

た︒そして組んでいた両脚を前に押し出し︑背中を後ろの壁

思いのほか素直に︑彼女はいかにも眠いという素振りをし

﹁眠った方がいいよ︒あした早いんだから﹂

冗談のようにかわしてから︑

ないものだ︒寒さがしんしんと感じられる︒歌がアルコール

にあずける︒全身のバランスが崩れて︑腰が長枕の傾斜をず

﹁ぜ−んぜん﹂

を吹き飛ばし︑歌そのものの熱気も鎮まった今︑体はあたり

り落ちる格好になった︒その姿勢を立て直そうともしないで︑

でもなく︑この部屋にはもう時計はないけれど︑確かに十二

の静寂と冷気にわなないて︑ベッドの上のジョスリンはそれ

時を過ぎてはいるだろう︒この暗さ︑この本物の暗さは︑真

に耐えているのではないかと思われた︒心の奥から惨み出て

ズッ︑ズッ︑ズズッと︑滑っていくところをこれ見よがしに

私は声をかけ︑それに促されてジョスリンはゆっくりと顔

ジョスリンは︑ことさらに眠たそうな顔つきをして︑どうに

ドと枕の境目の窪みにはまり込んだ︒動きが取れなくなった

見せている︒枕の坂を降りたところで︑お尻がちょうどベッ

くる淋しきにではなく︒

を上げた︒そこには私が部屋へ入ってきた時と同じ暗い荘漠

ド・カバーの端をめくり︑ほれぽれするようなチョコレート

でもしてくれといわんばかりだ︒私は立ち上がって︑ベッ

﹁寒いね﹂

とした表情が浮かんでいて︑それが一瞬私をひどく絶望的に

の動きに逆らわず︑片腕を私の首に巻く︒黒人独特の干し草

ら腕を差し入れ︑背中を支えて寝かせようとする︒彼女は私

色の煙を毛布にすっぽり包みこんだ︒そして彼女の脇の下か

させた︒私の言葉には直接応えず︑しかしそれへの遠回しの
答えのようにして︑ジョスリンはつぶやいた︒
ワインの瓶はとうの昔に空だった︒

﹁お酒がほしい﹂

¥
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のような体臭と軽やかな酸味のある香水が混じり合って︑私
の鼻をくすぐった︒二人の上半身が重通り︑たがいの顔が相

しまわずにはいられないから︒

私の最初の反応は恐怖だった︒思いがけない強い力でから

的な怖れを与えた︒私は身を堅くしたまま︑数秒を耐えた︒

みついてくる黒い肉体は︑心理的な驚きより先に︑まず動物

どう対応したらいいのか︑とっさの判断がつかなかったこと

手の後ろへ回って見えなく葱った時︑その私の耳元で︑
﹁リシャールがほしい﹂

かがめたところを首にしがみつかれたので︑文字通り身動き

もあるが︑それよりも足は床に立ったまま︑上体を深く前に

ずっと心にかかっていながら︑それまで一言も口に出さず
一瞬︑緊張があった︒それから︑ひとたび口にしてしまっ

いかないように︑身を離しているだけが精一杯だ︒しかもそ

が取れなかったのだ︒このままジョスリンの上に倒れ込んで

にいたことを︑ジョスリンは言った︒

たことで気持ちの堰が切れたのか︑今度ははばかるところな

のあいだにも︑首に回された腕にはどんどん力が加わり︑私

く重ねて言った︒幼児が母親に駄々をこれるように他愛もな
い︑しかし激しい口調だった︒

の及び腰の足は疲れてくる︒

はじめの衝撃と恐怖の後に強い困惑が訪れ︑それがまだ尾

﹁リシャールが欲しい︒ねえリシャールを連れて来てよ︑お

を引いているうちに︑私の気持ちにある微妙な感情が混じり

願い︑リシャールを連れて来て﹂

始めた︒ふと︑彼女が着ている服のすべらかな絹の肌触りが

いじらしさとすり替わった︒すると私は彼女を突き放すこと

心地いい︑と思ったのだが︑それがなぜだかジョスリンヘの

鼻うん︑うん︑と私はただ繰り返した．それしか言えなかっ

しかしジョスリンは腕を離そうとしない︒両方の腕でしっ

た︒とにかくこの腕を緩めて貰わなくては︒

かりと私の首に抱きつき︑いっそう力を込めてくる︒そして

久しく忘れていたある動揺を私の内に呼び覚ましたようだっ

覚を狂わせ始めていた．いやおうもなく間近にある肉体は︑

ら立ち昇る匂い︑湿り気のある温かみ︑その肌触りが私の感

た︒最初の驚きを乗り越えてしまうと私は︑というより私の

ができなくなってしまったのだった︒と同時に︑彼女の体か

る︒しかも承知のうえで︒その日いちにち︑いや︑ほんとう

ただならぬものがあった︒私をリシャールと取りちがえてい

体の中の何かが︑間近にあるもうひとつの体に対して︑柔ら

﹁リシャール︑リシャール﹂と︑熱く湿った息で私の耳も汗

はもう長らく抑えてきた思いにとうとう耐え切れなくなって︑

ばむほどに繰り返すばかりだ︒その声の調子にも腕の力にも︑

まちがいを承知で私に取りすがっているのだった︒ともかく

憐れみが加わる︒すると私の心も体も︑いわば抵抗力を失っ

かな傾斜のようなものを持ち始めた︒そこへジョスリンヘの

のもうひとつの体に重ね合わせて︑自分を︑すべてを忘れて

も今この時︑わななくほどに淋しい体を︑誰であれ自分以外

rｴ雲の宿り

・ジョスリンが微かな︑しかし完全に醒めた声で言うのが聞

﹁あなたは天使﹂

最後の明かりを消すためにドアの脇のスイッチに手を伸ばし

こえた︒私はびっくりして︑スイッチに伸ばした手をそのま

た時︑．

いいかげんな気分になってきた︒そして︑もうとてもこのま

かった︒頭が半分ぽうっとなって︑私は何だか投げやりな︑

まに︑ベッドのほうを振り返った︒しかしジョスリンの眠・っ

の体の匂いや肌触りがかもし出したものであるのかもしれな

まの姿勢を保ってはいられないと︑そのことを自分への言い

た︒いや︑ひょっとするとそのいじらしさそのものも︑彼女

訳のようにして︑いっそ全身の力を抜いて成り行きに任せて

た横顔にはいかなる変化も認められなかった︒

の腕が不意に緩んだ︒

しまおうか︑そう思ったその時︑首に絡んでいたジョスリン

自分の部屋にもどって︑ベッドの端に腰を下ろしたきり︑

私は気持ちをもてあましていた︒このまま眠ることはできそ

大きく息をついて︑私は上体を立て直した︒ジョスリンの
腕は滑り落ちて︑体の脇に力なく置かれている︒今や彼女は

らためて眠るジョスリンを見下ろした︒それはただのジョス

いるのか自分でも分からないままに︑肩で息をして︑私はあ

言いたかっただけなのだろう︒けれどもその言葉には私の心

物言いにすぎない︒親切に甘えてごめんね︑とジョスリンは

う言葉は﹁優しいのね﹂というのをほんの少し柔らかくした

天使かあ︑と私はがっかりして咳いた︒あなたは天使とい

ンに拒んだ酒を口に含む︒

うにない︒ウィスキーの瓶に手を伸ばして︑さっきジョスリ

リンだった︒チョコレート色に光っていて︑均勢が取れて美

体のこわばりと心の乱れと︑そのどちらを鎮めようとして

完全に眠っていた︒

しいが︑しかしこうして身を離して眺めれば︑私自身のやみ

天使ねえ︑と私は自噸的に繰り返した︒翼のない天使︑飛

くもな執着が向かうべき肉体とは見えなかった︒そして︑た

べない天使︒そのくせ墜ちることもできずにいる︒うわっっ

を傷つけた︒

って︑そのせいでどことなくはぐらかされたような気分はあ

を刺す練があった︒それを言った人の思惑とは無関係に︑私

ったものの︑それよりは︑眼の下のジョスリンがそれとは無

と︑闇の中で自分の体が透き通っていくように悲しかった︒

らの優しさだけで見通しのない時間を漂っている︒そう思う

ったいま身内に掻き立てられたものの記憶はまだ消えずにあ

しばらく眺めていた︒

男特有の︑あるいは黒人特有の︑足早やで湿った音だ︒リシ

その時︑廊下の向こうに足音がした︒恋人のところに通う

関係なジョスリンであることにほっとして︑私はその寝顔を
乱れた毛布を彼女の胸元まで引き上げ︑その中にだらりと
した腕を包み込み︑私は部屋を出て行こうとした︒そして︑

rガフ

ヤール⁝︒案の定︑足音はジョスリンの部屋の前まで来ると
ピタリと止まった︒微かなノックの音を待つまでもないよう
にドアが素早く︑いかにも秘めやかに開いて︑すぐに閉まっ
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た︒

．次にドアがノックされた時︑私はとうてい機嫌よく目が覚
めることができる状態にはなかった︒膜騰としてドアを開け
た私は︑しかしさすがに眠気が一瞬にして吹っ飛んだ︒そこ
にはジョスリンが清々しい表情で︑しかも昨夜の乱れ方が嘘
のように穏やかな落ち着きを見せて立っている︒その背後に
はリシャールが︑これまた文句のつけようもない完壁な笑顔
で寄り添っていた︒もちろん私だって一言さよならを言いた
いにはちがいないけれど︑こんな絵に描いたようなカップル
の前で︑自分だけがひどい寝ぼけ顔をしている態んて︒口惜
車のトランクに荷物を積み込んでしまうと︑ジョスリンは

しいけれど︑どうすることもできないＰ

：

川岩
嶋松
員研
仁吉
郎郎

ドアの脇に立って︑真っすぐ私の方を向いた．紺色のスーツ
は彼女をとても上品に美しく見せ︑露けさの去りやらぬ朝の
光の中であらためて見ると︑細いワ邪ンレッドのストライプ
はこんなにも美しく装っているのだろうか︒もしかしたらジ

1特別企画】

解髄と訳田才益夫

著者の自伝的覚え琴⁝・カレル／ヨゼフ・チャペック
国富繋那卜０．凸唖毎雪

z4３雲の宿り

が繊細な華やかさを添えている︒別れのために︑ジョスーン
ョスリンは︑別れを美しく演出するために恋をしていたのだ
ろうか︒ふとそんな思いが頭をかすめたが︑・朝謂のなかでそ
の考えを突き詰める気力が私にはなかった︒

9Ｈ１

ジョスリンは私の眼を見て言って︑リシャールが開けたド

﹁手紙書く⁝﹂

そこへ管理人の夫が出てきた︒家族で住み込んでいるのだ

が︑外に勤めを持っているので︑ふだんはあまり見かけない．

﹁何を見てるのかな？﹂

彼は私を見て︑

ポストの名札を見やって私が言うと︑彼は後から出てきた

﹁みんな行っちゃったわ﹂

そのリシャールはといえば︑ジョスリンを車内に坐らせた

アから車内に滑りこんだ︒

後のドアを︑獣のようにしなやかに︑しかも憎たらしいほど
丁重な物腰で閉めると︑車の周りを回りながら︑私に向かっ

﹁まあ︑私たちがいるじゃないの！﹂

愛想よく︑

と言った︒珍しく夫のかたわらにいる管理人はふだんより

﹁このちっちゃな奥さんは寂しくなってしまったらしいよ︒
あんまり人が少なくなったもんだから﹂

妻に向かって︑

と笑いかけた︒

て笑いかけた︒そして︑運転席のドアに手を掛けたまま︑
﹁僕はすぐに戻って来るからね﹂

ミングな笑顔だった︒

優しくて甘ったれな眼の端に茶目っ気をチラチラさせて言
うのだった︒場合が場合でなかったなら︑リシャールはじっ
はジョスリンではなくて私のことが好きだったのではないか
と︑そん准気がしてしまいそうなほど︑ぬかりなくもチャー

その背中で︑つい先日︑真っ白なドレスで初聖体を受けた
ばかりの十二歳になる少女が︑これこそまぎれもない天使そ

のものという感じで笑っている︒

その日一日を︑私は眠り通した．目を覚ますと︑もう夕方
だった︒

てあげますよ﹂

だ︒

︿了﹀

ハガキを背中に隠して︑われにもなく無邪気な顔ではにかん

片腕を私の背中に回して︑主人は言った︒ことさらに顔を
寄せたりしたのではなかったが︑なにしろ樽のような胴太な
ので︑その出張った腹が私の腰骨にぐりぐりと触れた︒私は

﹁そうさ︒本当に淋しくなったら︑うちへ来たらいい︒泊め

学生食堂が締まるぎりぎりに駆け込んで︑やっと間に合っ
た夕食から戻ると︑あたり一面の水刷毛ではいたような薄闇
のなかで︑玄関のホールがそこばかり煙々と明るい︒習慣的
にポストに近寄る︒部屋番号と氏名を記した名札のほとんど
は︑もう白紙だ︒心細げな私の名前の下の暗い隙間を覗くと︑

一枚のハガキがあった．さっき出かけるときにも覗いたのだ
が︑気がつかなかったらしい︒夫からのそのハガキには︑や
った︒

っとフランス行きの休暇が取れることになった︑と書いてあ

坪

