1

﹁ミサゴの空﹂

伊野隆之

白い波頭が 海岸線と並行に北に向か って延びている︒穏やかな 海風が︑日差しに暖め
おか
られた陸で上昇気流に かわり︑翼を柔らかく押し 上げる︒

ミサゴは 大きく旋回しながら高く ︑より高く空へと昇る︒
背中に感じる熱︒そ れは不快ではない︒羽毛に 暖められた空気をはらみ︑ 力強く羽ば

たく︒
上空の空はどこま でも青く︑まっ白な雲がゆ っくりと風にながれている ︒

眼下 の海は豊かだ ︒寒流と暖流 が複雑に混ざり合い ︑
底に 沈んだミネラルをかき混 ぜ ︑
巻き上げる︒爆発 的に増殖したプランクトン を餌にして︑小魚が大き な群れを作り︑そ

の 群れを海鳥が襲っている︒
陸には深い森が ある︒海岸には船のいない 港があり︑人のいない集 落がある︒真新し
い道路がまっすぐに走り ︑その横を高圧線が伸びてい る ︒一台の車も見えないそ の先に ︑

きらきらと陽 光を反射するものが︑まる で水面のように見えていた ︒
ミサゴは︑一度だけ羽ば たいたかと思うと︑急に動 きを止め︑落下をはじめた ︒それ
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は︑魚を狙った急降下では なく︑重力に囚われた物体 の落下︒

小さな卵が 二つある巣から北に離れて いた︒ちょっとした風向き の加減で流されたミ
サゴは︑二度と巣に戻る ことはない︒

食堂のテーブルに両肘 をついて︑僕はぼんやりと 窓の外を見ていた︒日が 傾き︑オレ

ミ ズ キ

ンジ色の 空が広がっている︒昼間は いい天気だったに違いない ︒
﹁どうする？﹂

トレー を下げて戻ってきた瑞樹だ った︒起きてすぐ食べる朝 食なのか︑夕食なのか判
らない︑夕暮れ時 の食事はいつも妙な気分に させられる︒

﹁あ あ︑たのむよ﹂
首にかけた積算 線量計をはずし︑瑞樹に渡 す︒ちょっと数字をいじっ てもらうのだ︒

瑞 樹は器用だった︒積算線量 計の裏にあるパネルをミニ ドライバーで外し︑小さな ス
イッチをカチャ カチャといじる︒食堂には もう誰もいないから︑見 とがめられることも
ない︒

﹁そろそろ潮 時だと思わないか﹂
長い前髪をの向こうで︑ 四角く黒い箱の裏側をつつ きながら︑瑞樹が言った︒
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﹁もう少し稼いだらな﹂

いつものよ うに曖昧に答える︒はっき りとした目標があるわけで もなかったし︑他所
で稼げるのかという心配 もある︒

﹁智也は欲 張りだよ﹂
突然︑瑞樹が顔を上げ た︒瑞樹はここから出て行 きたがっている︒僕はそ れを知って
いる︒
﹁終わった？﹂
瑞樹の 言葉を無視して聞いた︒僕 は卑怯だ︒
﹁完璧さ﹂

瑞樹 が答える︒ぴったりした白 いＴシャツの胸には放射線 管理区域を示す黄色と黒 の
マーク︒趣味の悪 いジョークだ︒
﹁ ぎりぎりじゃないか﹂
積算線量計の数 字は︑きわどいところに変 えられていた︒
﹁もう︑四日連続だ︒あん まり数字が低いのはおかし いよ﹂

ぎりぎりの数 字でも︑基準より下なら仕 事にいける︒どうせ安全 係数をたっぷり見込
んでいるはずだから︑少し くらい超えていたからと 言って︑どうってことない はずだ︒
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﹁大丈夫だよ﹂

僕は席を立 つ︒集合時間まではまだ少 し時間があり︑歯を磨き︑ トイレに行くくらい
の時間はある︒

テーブルに 座ったまま︑ぼんやりと 窓の外を見ている瑞樹を残 し︑僕は自分の部屋へ
と戻る︒僕の部屋の窓 からは夕日の中で真っ黒な 影を曳く焼却炉が見えてい るだろう︒

作業員控え室にカン トクがやってきて︑毎晩の 点呼がはじまる︒全員が来 ていること

を確認 し︑首からぶら下げた積算 線量計の数字を順番にチェ ックする︒手に持った端 末
にデータを打ち込 む︒今夜は三人が自室待機 を指示された︒

﹁バ カだよね︑ちょっといじれ ばいいのに﹂
そう瑞樹にささ やいて︑カントクにじろり と睨まれた︒やり方さえ知 っていれば瑞樹

の ように簡単に操作できる︒ でも︑本当は禁止されてい る︒キケンだからだ︒カン トク
も︑僕たちが操 作していることをうすうす 知っているけれど︑よほ ど変な数字にしない
限り︑なにも言われない︒ 現場で働く作業員を確保す るのは簡単ではなく︑人手 が足り
ないと仕事が 朝までに終わらない︒
窓の外はすでに暗くなっ ている︒
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﹁受電終了︑確認しました ︒作業開始してください﹂

カントクの 無線機が言う︒静止軌道上 にある発電衛星が︑地上に 一時間ほど遅れて夜
の側に入ったのだ︒

﹁第三作業 所︑了解しました﹂
無線機に向かうカント クの言葉遣いはいつも丁寧 だった︒カントクもセイ シャインじ

ゃなくハ ケンだから︒無線機の向こ うにはセイシャインがいる ︒
﹁全員防護服を着て ︑作業車両の前に集合する こと︒三十分で出発だ︒メ ットの充電チ

ェック を忘れんなよ︒それから︑ 俺の前で私語は禁止だ︒い らないことをしゃべって る
と︑給料から半日 分︑さっ引くからな﹂
カン トクが睨んでる︒

﹁ やばかったな﹂
防護服の前面に あるベルクロの上に保護テ ープを貼りながら瑞樹が 言う︒靴底に鉛の
シートが入ったブーツは妙 に重たいし︑防塵マスクは 変なにおいがする︒それで もここ

の仕事が気に 入っているのは日給が高い からだ︒ここで働いて︑金 が貯まったら街に出
る︒中学からのつきあいの 瑞樹とは︑いつもそんな 話をしている︒地元じゃろ くな仕事
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がない︒

﹁そこ︑ちゃ んと貼れてないぞ﹂
瑞樹が言う︒よく気がつ く︒僕はブーツにズボンの 裾を押し込んで︑もうい ちど保護

テープをし っかりと巻いた︒キチン としてないと︑カントクに 追い返されるし︑そうな
ると一日の稼ぎがパー になる︒
﹁サンキ ュ﹂
﹁じゃあ︑チェック だ﹂

僕の目 の前で︑瑞樹が右足を軸に して︑くるりと回ってみせ る︒
﹁オーケー︑完璧 だな﹂
今度 は僕︒くるり︒
﹁完璧だ﹂と︑瑞 樹︒

シ ール式の線量計の封を切り ︑胸の所定の位置に貼る︒ それからメットのインジケ ー
ターを見て︑充 電済みになっていることを 確認する︒本当は共用だ けど︑自分専用のメ
ットにしている ︒
目印は小 さなドクロのシール ︒
じゃ ないとアジャストがめんど くさい ︒

防護服にばっ ちりと身を包み︑更衣室を 出る︒作業所の前には︑ 後ろに広い荷台のあ
るマイクロバスが待ってい る︒僕たちはその前に整 列する︒今日は全部で十二 人だ︒僕
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たちと同じように防護服に 身を包んだカントクが︑一 人ずつ点検する︒

﹁今日は西十 三区に行く︒汚染が強く 残っているエリアだから︑ 線量計がオレンジにな
ったら必ず申告しろ﹂

僕たちがい つも身につけているのは 積算線量計で︑毎日の曝露 線量を合計して表示す
るようになっている︒ それとは別に︑一日の曝露 線量を管理するのが防護服 の上に貼る

シール式 の線量計で︑こっちはとっ てもアバウト︒グリーンか ら始まり︑イエローにな
り︑オレンジになる ︒そうなったら作業はやめ なければいけない︒レッド になったら検

査のた めの病院行きが待っていて ︑何日分かの稼ぎがふいに なる︒
﹁ほら︑さっさと 乗れ﹂

カン トクにせかされてマイクロ バスに乗り込む︒マイクロ バスのハンドルを握るの も
カントクの仕事だ ︒けれど︑現場に着いたら カントクは何もしない︒ 放射線遮蔽された

マ イクロバスの運転席で︑シ ートに座って待っているだ け︒
暗い中を走り出 す︒明かりは何もない︒僕 と瑞樹が座っているのは 最前の席で︑外の
様子がよく見える︒ヘッド ライトの明かりに切り取ら れて見えるのは︑ぞんざい に作ら

れたコンクリ ートの道︒作業所自体が管 理区域内だから︑周囲には 何もない︒ただのむ
き出しの地面だけだ︒
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僕たちが生まれる前に起き た原発の事故︒炉心の複 雑な配管や燃料棒だけじゃ なく︑

大量の瓦礫と 汚染土壌が残された︒結 局︑低濃度に汚染された瓦 礫と汚染土壌の処分は
断念され︑飛散防止処理 をしただけで︑そのまま放 置されることになった︒ もちろん︑

だだっ広い 汚染地域を単に空き地に しておくわけにはいかない ので︑発電衛星用の受電
グリッドとして利用さ れることになった︒今では ︑首都圏のピーク電力の十 五パーセン

トを供給 する︑主要な発電施設にな っている︒
僕は︑衛星写真を思 い出す︒夜の明かりで縁取 られた列島の︑このあたり の一角だけ

がぽっ かりと穴があいたように暗 い︒
しばらく走ると ︑
ヘ ッドライトの明かりの中 に ︑コンクリートと金属の 巨木が現れる ︒

受電 グリッドの支柱だった︒何 千本もの支柱が︑広大な森 を作っている︒マイクロバ ス
は︑森の中に入っ ていく︒

受 電グリッドのある放射能汚 染地域は︑本当ならずっと 無人でいいはずだった︒メ ン
テが必要ならメ ンテ用のロボットがある︒ 予定通りなら︑僕らの仕 事はなかった︒けれ
ど︑想定外の仕事が生じた ︒

それが僕たち 清掃隊／クリーニングユニ ットの仕事だ︒
最初は鳥だった︒受電エ リアに迷い込んだ鳥が︑電 子レンジの中の猫さながら に茹で
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上げにされる︒カモメやウ ミネコのようなありきたり の海鳥なら問題ないが︑ ミサゴや

オオタカのよ うな希少種になると話が 違う︒受電グリッドそのも のが︑環境保護にうる
さいＮＧＯに叩かれる︒ だから︑問題になる前に僕 らが茹で上がった鳥の死 骸を片づけ

なければな らない︒渡りの季節にな ると︑一人で大きなゴミ袋 に三つ分は集められる︒
それが僕たちの仕事だ ︒
﹁今日は ありそうな気がする﹂
瑞樹がぼそっと言っ た︒
﹁賭け るか？﹂
﹁借りが増えるだ けだよ﹂

今ま でも負けが込んでいる︒こ ういうことに︑瑞樹は妙に 鋭い︒
﹁やめておいた方 が良さそうだ︒俺もありそ うな気がする﹂

マイクロバス が止まり︑僕たちはそれぞ れにゴミ袋を持って席を 立った︒

カ ントクの警告もあり︑会話 はそのまま凍り付く︒マイ クロバスは︑静かにコンク リ
ートと金属の森 を走る︒
﹁着いたぞ︒だらだらして ないでさっさと降りろ︒日 給分は働けよ﹂
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メットのライトをつけると 目の前に灰色の世界が広 がる︒砕かれたコンクリー トと錆

びた鉄骨︒ガ イガーカウンターを向け たらガリガリと鳴り出すだ ろう︒僕たちは︑指定
のエリアをてんでバラバ ラに歩き始める︒

コンクリー トと色合いは似ている︒ でも︑見た目にも風合いが 違っていた︒柔らかそ
うな灰色の塊はウミネ コだった︒かがむと放射線 曝露が増えるから︑大きな 金属のトン

グのよう なものを使って拾う︒目が 慣れてくると︑あたりに点 々と落ちているのが見え
てくる︒このエリア にきたのは︑たぶん二ヶ月 ぶりくらいだろう︑ざっと 見ただけで︑

結構な 数の海鳥が落ちていた︒
ほとんどがカモメ や︑アジサシだった︒ミサ ゴやオオタカのような茶色 い羽根はない

よう だったが︑見慣れない大き な鳥が落ちていた︒どこか の動物園から逃げ出したの だ
ろう︑大きなクロ トキの死骸だった︒

暗 い森の中に︑ゆらゆらと揺 れるメットのライトが見え ている︒右手の一番近くに い
るのが瑞樹だろ う︒無駄口を叩くには︑距 離が開いている︒
グリッドの支柱は規則的に 並んでいて︑それぞれに番 号が振られているから︑迷 子に

なる心配はな い︒目を凝らし︑あたりを 見まわしながら︑鳥の死骸 を拾う︒左手に持っ
たゴミ袋が次第に重くなっ ていく︒
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夜半をすぎたあたりでそれ を見たときは︑やっぱり ︑と思った︒最初に目に入 ったの
は支柱の陰か ら伸びた赤いブーツ︒
﹁心中かよ﹂

ブラケット を敷いた上で︑二人が並 んでいた︒そんなに古いも のではない︒しっかり
茹で上がっていたけど ︑ミイラ化はしていなかっ た︒ベルトにぶら下げたブ ザーを鳴ら
すと︑鋭 いビープ音が闇に響く︒
﹁やっぱり当たっち ゃったね﹂

最初に やってきた瑞樹が言う︒防 塵マスク越しのくぐもった 声だ︒
﹁下らねぇこと言 ってるから﹂

そう 言ったのは︑別の古参の作 業員︒手回し良く︑現場の 写真を何枚か撮影する︒
ブザーが聞こえ る範囲にいたのは五人で︑ 結局︑二つの死体の周りに は六人の作業員

が 集まった ︒ちょうど三人で一体ず つ ︒ゴミ 袋はその場に放置して ︑一人が 両足を持ち ︑
二人がそれぞれ 腕を持って遺体を運ぶ︒い つ頃からか︑受電グリッ ドは自殺の名所にな
っていた︒睡眠薬を飲み︑ ぐっすり眠っている間に発 電衛星がマイクロ波の送信 をはじ

め︑ゆっくり と茹で上げになる︒最近は ︑金属を外さなければいけ ないという情報が徹
底しているから︑死体には 不細工な焦げあともなか った︒それに︑グリッドの 下まで届
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くマイクロ波は︑上空に比 べれば相当に弱くなってい るはずだ︒

ゴミ袋が何 袋か転がったマイクロバス の後部に死体を放り込むと ︑すでに三人の作業
員がオレンジになってい たらしく︑所在なげに座っ ていた︒
﹁当たった じゃないかよ﹂
シート越しに振り返り ︑瑞樹を冷やかす︒
﹁期待し てたわけじゃない﹂
不機嫌そうな声の瑞 樹︒

﹁下ら ないこと言ってるんじゃな い︒おまえらもさっさとゴ ミ袋を拾ってこい︒今日 は
上がりにする﹂

カン トクはそう宣言し︑マイク ロバスのクラクションを︑ 立て続けに三回鳴らした ︒
闇に鋭い音が響き ︑僕の胸の線量計も限りな くオレンジに近い黄色に 変わっていた︒

作業所に戻った 僕たちは︑二つの死体を安 置所の床の上に置いた︒ 冷たいコンクリー
トの床はいかにも寝心地が 悪そうに見える︒カントク が連絡をしたはずだから︑ 午前中

には警察が収 容にくるだろう︒死体発見 現場に案内するのは僕たち の仕事ではない︒僕
たちは︑この二人がなぜ死 にたいと思ったのか知り ようもないし︑知りたくも ない︒
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瑞樹が死体を見下ろして︑ じっと立っていた︒僕は ︑瑞樹の肘を掴んで︑死体 の横か

ら引きはがす ︒このグリッドの森なら きれいに死ねるという噂が 消えない限り︑鉄条網
を越えて自殺志願者がや ってくるのは止められない ︒受電グリッドだけでも 三十キロ四

方の広さが あるのだ︒
マイクロバスに戻った 僕たちは︑重たくなったゴ ミ袋を作業所の裏にある 焼却炉へと

持ってい く︒焼却炉で焼かれた鳥た ちは︑白い煙となって空に 戻っていくだろう︒そん
な様子を僕たちが見 ることはない︒陽が昇る前 に︑僕たちは眠っているか らだ︒
﹁いつ までこんなところで﹂
下を向いたままで ︑瑞樹が言った︒
﹁そ のうち考えるさ︒気にする なよ﹂
僕は軽く瑞樹の 背中を叩いた︒

作 業所に入ると︑更衣室で防 護服を脱ぐ︒防塵マスクを 棚の所定の位置にしまい︑ メ
ットを充電器に セットする︒ビニール袋に 剥がしたテープと防護服 ︑手袋を押し込み︑
きっちりテープで口を塞ぐ ︒これもまた焼却炉行きだ った︒最新のバグフィルタ ーがつ

いているから 放射性物質の飛散はないと 言うことらしい︒
最低の仕事だ︒マイクロ 波で殺菌されていても︑体 の隅々に死のにおいが染み ついて
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いる気がする︒死のにおい を洗い流すために︑仕事を 終えた僕は︑誰よりも早 くシャワ

ー室に行く︒ 髪を徹底的にシャンプー し︑死の微粒子を洗い落と す︒
排水口に髪の毛がたっぷ りと絡んでいるのを見ると ︑そろそろ潮時かな︑と 思う︒そ

れでも︑ま た目が覚めたら︑瑞樹に 積算線量計をいじってもら うことだろう︒
僕は︑煙になって天に 帰っていく鳥たちを思い︑ シャワーの下で頭を下げ る︒

ちょうど いい暖かさのお湯が︑首 筋から背中を伝い︑足下へ とゆっくりと流れて落ち
ていく︒

快適さ という消せない罪 ︒
きれい に洗い流された僕が眠りに つき ︑
やがて陽が昇れば ︑
グリッドは街に向 けて電力を送りはじめる︒
街は ︑いつだって罪の存在を忘 れている︒

了

