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﹁懐かしい樹﹂

飯野文彦

久しぶりに 小学校に来た︒かれこれ 三十年ぶりになる︒わたし の通っていた小学校で
ある︒と同時に︑幼い 頃のわたしのいちばんの遊 び場でもあった︒わたしは 幼い頃︑こ

の小学校 の隣に住んでいたのだった ︒
わたしが中学に進学 する直前︑祖母が病死した ︒その数日後︑祖父も死ん だ︒夕暮れ

どきに ふらふらと路上に飛び出し ︑走ってきたトラックに轢 かれたのだった︒
それを機に︑わた しの両親は郊外に家を建て て引っ越した︒ここにあっ た家はずいぶ

んと 古かったし︑祖父母と両親 と姉二人とわたしの七人で 暮らすには狭すぎた︒
わたしの両親は それ以前から引っ越ししよ うと計画していたのだけれ ど︑年老いた祖

父 祖母を二人にするのもはば かられて︑時期を延ばして いた︒そんな事情があって ︑こ
の場所を離れた ため︑長い間ご無沙汰しっ ぱなしだったのである︒
小学校に来たと云ったけれ ど︑小学校だった場所とい ったほうが正解である︒な ぜな

らここにあっ た小学校つまりわたしの母 校は︑市内中心地にありな がらも︑人口の空洞
化︑ドーナッツ現象とやら で児童減少となり︑五年 ほど前に廃校になったから である︒
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校舎を取り壊して︑その後 は市内から郊外に抜ける 道路になるとの噂だった︒ が︑小

学校がなくな っただけで︑辺りの住民 たちの立ち退きはまだまだ これかららしく︑開通
どころか︑工事に取りか かる気配すらなかった︒

いつも使っ ていた北側の裏門から︑ 敷地内に入った︒平日の昼 下がりということもあ
って︑人けはなかった ︒わたしが入学してすぐに 建てられた新校舎が︑その まま放置さ

れている ︒同時に建てられた体育館 もそのままだ︒もっとも新 校舎という言い方自体︑
すでにまちがってい るのだろう︒

﹁校舎 の老朽化も激しく︑耐震強 度も劣っていると見なされ て⁝⁝﹂
地方のテレビで廃 校を告げるをニュースを耳 にしたときに︑アナウンサ ーがそんな風

に言 っていた記憶がある︒さら に思い出した︒
﹁なお危険防止の ために︑校舎および体育館 は︑廃校後︑すぐに取り 壊されることにな

り ました﹂
そう言っていた はずである︒それなのに五 年あまり経っても︑その まま放置されてい
る︒市の財政もそうとう逼 迫しているらしい︒その影 響はここにも出ているとい うこと

か︒
校舎を見やりながら︑無 人の校庭に足を踏み入れた ︒かつてここでむじゃきに 遊び︑
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夢を持って勉強に励んだ︒ その片鱗でも記憶の表面に 浮かび上がってくるかと 思いなが

らであった︒
ところが何も浮かんでは 来なかった︒校舎も体育館 も古び︑辺りの民家もが らり様相

を変えてい る︒まったくはじめてく る場所を歩いているかのよ うだった︒ここにやって
くる途中︑懐かしさを 期待したときのほうが︑ま だ同級生の名前やら運動会 での思い出

やらがち らほらと浮かんできたもの である︒
校庭に入って二︑三 分と経たないうちに︑来た ことを後悔していた︒何を 期待してい

たとい うのだ︒ここに来れば︑何 が起こると思っていたのだ ︒結局わたしの人生など ︑
昔からこのがらん とした校庭︑否︑空き地に 象徴されていたのではない か︒

帰ろ う︑と思った︒一刻もはや く立ち去るべきだ︒わずか なりとも残っている過去 の
輝きが風化してし まう前に︱︱︒事実︑引き 返そうと︑振り返ったの だった︒勢いをつ

け すぎたせいか︑それとも一 陣の風に吹かれたせいだろ うか︒ふらっと立ち眩みに 襲わ
れ︑向きをかえ る途中で︑あらぬ方向に視 線を向けていた︒
刹那︑ピンと脳内で弾ける ものがあった︒校庭の南東 の隅にある一本の樹が︑わ たし

の視界に映る ︒大きなポプラの樹だった ︒それまで空虚だった気持 ちが︑がらりと一変
した︒奥のほうから絞り出 されるように︑切なくも 懐かしい想いがこみ上げ︑ レモンを
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囓った後のように顎の骨が キュンと痛くなった︒

両手で顎を さすっているうちに︑積年 溜まっていた垢がぼろぼろ と剥がれ落ちる気持
ちになった︒これ幸いと ばかりに︑顎だけでなく頬 や首筋︑額や頭部までも さするとい

うよりも︑ シャボンでもつけて洗っ ている有り様に見えただろ う︒
﹁ははは︑妖彦︑どう した︒虱でも沸いたのか？ ﹂

嗄れては いるが温かさのこもった 声が︑わたしの気持ちを引 きずりあげた︒意識を視
力に戻す︒あのポプ ラの樹の下に︑一人の老人 が笑顔で腰を下ろしていた ︒
﹁おじ いちゃん？ ほんとうにお じいちゃんなの？﹂
老人の顔がいっそ う皺だらけになり︑縦に動 いた︒

わた しの祖父にまちがいなかっ た︒そんな馬鹿な︑と浮か んだ理性は︑自ら地面に 叩
きつけ︑粉々にた たき割っていた︒にわかに 信じがたいほど無心にな って︑おじいちゃ

ん と声を上げ︑全速力でポプ ラの樹に向かって走った︒ 一歩一歩足を踏み出すたび に︑
歩幅が小さくな っていった︒歩幅だけでな く︑足も身体も縮んでい く︒そのくせ鼓動と
胸の高鳴りは弾みを増して いた︒

ポプラの樹の 下に着いたとき︑わたしは 幼い子供に帰っていた︒ どうして︑なぜ？
ぶるぶるっと濡れた子犬が そうするように首をふる って︑水しぶきならぬ疑問 を飛ばし
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ていた︒そんなことはどう でも良い︒否︑邪魔なだけ だ︒わたしが子供に返っ たのだか
ら︑目の前に 祖父がいてもちっともお かしくないではないか︒
﹁おじいちゃん﹂

弾む声で言 った︒祖父は笑顔でわた しを見上げながら︑両手を さしだした︒わたしが
両手で握り返すと︑や さしく引き寄せ︑そのまま 頭を撫でてくれた︒
﹁妖彦︑ 元気だったか？﹂
﹁うん︒おじいちゃ んは？﹂
﹁おじ いちゃんだって︑元気だっ たさ﹂
﹁元気だったって ︑何をしていたの？﹂
﹁ず っとここで妖彦が来るのを 待ってたんだ﹂
﹁ぼくを待ってい た？﹂

わ たしは自 分のことを ︿ぼく﹀と 呼んでいた ︒とうぜん だ ︒
︿ぼく﹀と も︿おれ﹀ と
も気恥ずかしく ︑自分のことを︿わたし﹀ などと呼ぶようになった のは︑三十代も半ば
を過ぎてからのことである ︒

﹁ああ︑そう だよ﹂
祖父に頭を撫でながらも ︑わたしはしゅんとなって うつむいた︒
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﹁どうしたんだい︑妖彦︒ 何か︑厭なことでもあった のか？﹂

言葉が出な かった︒厭なことばかりあ りすぎた︒厭なことばかり だったと言っても良
い︒だが︑祖父を目の前 にすると︑それらが別次元 で起こった幻とさえ思え る︒

﹁そうじゃ ないんだ︒ぼくがうつむ いたのはね︑おじいちゃん に悪いと思ったからなん
だ﹂
わたしは 頭を上げて言った︒
﹁わたしに悪いと思 って？﹂

祖父の 言葉を聞いたとたん︑ぽん と手を叩きたくなった︒そ うだ︑祖父は自分のこと
を︿わたし﹀と呼 んでいた︒わたしもきっと 無意識のうちに︑それを真 似していたとわ

かっ たのである︒
﹁ごめんね︑おじ いちゃん︒まさかおじいち ゃんが︑ここで待ってい てくれるなんて︑

思 ってもいなかったんだ︒だ から⁝⁝﹂
﹁謝ることなん かないだろう︒こうやって 会いに来てくれたじゃな いか﹂
﹁でも︑ずいぶんと長く待 たせて⁝⁝﹂
﹁いや︑妖彦 が来るって︑わかっていた から﹂
﹁わかっていたの？﹂
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わたしの問いに︑祖父は肯 きながら︑
﹁それに︑や ることがあったからね﹂
と言った︒
﹁やること ？﹂
﹁ああ︒これだよ﹂

祖父はわ たしから手を離し︑膝の 上に置いてあった一冊の本 を持ち上げた︒祖父はこ
こでわたしを待ちな がら︑読書をしていたとい うのか︒と︑またしても記 憶の奥から甦

ってく るものがあった︒
そうだ︑いつもこ のポプラの樹の下で︑祖父 はわたしにさまざまな本を 読んで聞かせ

てく れた︒祖父は読書好きだっ た︒加えて︑自分でも書い ていたらしい︒祖父が生き て
いたときは︑まっ たく知らなかった︒わたし が作家の端くれとなった とき︑酔った父が
し みじみ言ったのである︒
﹁父さんが生き てたら︑いちばん喜んだだ ろうな﹂
﹁おじいちゃんが？﹂

﹁若い頃︑小 説家を目指していたらしい んだが︑猛反対されて﹂
祖父は公務員になった⁝ ⁝︒
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ああ︑すっかり忘れていた ︒どうして忘れていたの か︑不思議なくらいだった ︒自分

を わた しと 呼 ぶこ とな ど 些末 なこ と だ︒ もっ と 根本 の職 業 ？ 夢？ 生業 ？ 生き
方？ ⁝⁝についても︑ 知らず知らずのうちに祖父 の影響を受けていたので ある︒
すまない気 持ちでいっぱいになった ︒
﹁おじいちゃん︑ぼく ね︒小説を書いたんだよ﹂
ぽつりつ ぶやくと︑祖父は笑顔の まま︑さらりと肯く︒
﹁ああ︑知っている よ︒全部読んだ﹂

﹁全部 って⁝⁝﹂
見上げるように顔 を上げた祖父は︑目を閉じ ながらも︑作品の題名をつ ぎつぎに諳ん

ずる ︒それらはすべてかつてわ たしが発表したものばかり である︒
﹁どうして⁝⁝？ ﹂

﹁ ここに書いてあるのさ﹂
祖父は手にした 書物を手でなぞった︒わた しは改めて︑その書物を 見た︒黒い皮で表
装された辞書のように分厚 い本である ︒
何という本な のか ︑題名を見ようとした けれど ︑
何も書かれて いない︒
﹁それは︑何て本なの？﹂
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﹁そうだな︒さしずめ﹃井 之妖彦全作品集﹄とでも言 えばいいだろう﹂

﹁ぼくの全作 品集？﹂
﹁ああ︑そうだ︒妖彦が 作品を発表するたびに︑こ こに刻まれていくんだ︒ 発表した作

品だけじゃ ない︒未発表のものだっ てある﹂
祖父はその書物を膝の 上に置いて広げた︒しばら くページをめくった後︑ 朗読をはじ

めた︒わ ずかに耳を傾けているうち に︑わたしの頭の中にひと つの作品が浮かび上がっ
てきた︒書き上げた ものの︑どこに発表する宛 もなく︑わたしのノートパ ソコンの中で
眠って いる短編小説の書き出しそ のままである︒
﹁どうして？﹂
祖父 は朗読をやめて︑顔を上げ ︑若々しく笑った︒
﹁驚くのはまだは やい︒そうだな⁝⁝﹂

書 物に目を落とし︑ページを どんどんめくっていく︒や がて咳払いしてから︑新た に
朗読をはじめた ︒
﹁おじいちゃん︑誰が書い た小説？﹂

わたしの問い に︑祖父は悪戯ぽく微笑み ながら︑わたしを見つめ た︒
﹁もしかして︑ぼくが⁝⁝ ﹂
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祖父の顎が縦に動いた︒

素直に信じ た︒わたし好みの題材︑わ たししか書かないようなく どい文章︑そして容
赦ない結末⁝⁝︒わたし しか書かない︒否︑わたし が書きたい︒だか現実に は︑まだ書
いていない 作品である︒
﹁ほかにも︑ぼくがま だ書いていない作品ってあ るの？﹂

﹁ああ︑ まだこんなに﹂
祖父は読み終えた一 編から後の部分をつまんで わたしに見せた︒実にその 分厚い書物

は︑ま だ半分以上の残っていた︒ つまりそこにはわたしがこ れまで二十数年に渡って こ
つこつと書き上げ てきたものよりも多い未発 表作品が記されていること になる︒
﹁お じいちゃん︑それちょうだ い﹂
わたしは言った ︒祖父の顔がはじめて横に 振れた︒

﹁ どうして？﹂
﹁これは︑わた しのものだからさ︒これを 妖彦にあげたら︑わたし の楽しみがなくなっ
てしまうじゃないか﹂
﹁けち﹂
﹁妖彦⁝⁝﹂
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﹁だって︑そうじゃないか ︒ぼくが書いた小説のすべ てを知っているなら︑ぼ くがどれ

だけつらい思 いをしているかも︑知っ ているはずじゃないか︒そ れなのに﹂
﹁いや︑それとこれとは ⁝⁝﹂

困惑する祖 父を見て︑わたしの中に 苛立ちか芽生えてきた︒驚 くほど単純な怒りだ︒
単純なだけに︑一度燃 え上がると︑瞬く間に炎上 する︒

﹁おじい ちゃんのけち︒いつもそう なんだ︒おじいちゃんは︑ 小遣いだって少しずつし
かくれないし︑ぼく がオモチャをねだっても︑ 誕生日とかクリスマスとか のときしか買

ってく れなかった︒おじいちゃん は︑昔からけちん坊だ﹂
口走ってから記憶 が後追いでついてくる︒祖 父も祖母もわたしを猫かわ いがりしてく

れた ︒その分︑わたしは我が儘 だった︒幼い無邪気さは︑ すぐに暴君となる︒忘れて い
たものの︑わたし はずいぶんと勝手なことば かり言っていた︒やめろ よ︑せっかく会え

た のに︒止める気持ちを︑癇 癪とともに叩きつけるわた しがいた︒
﹁ケチ︑じじい ︒いいよ︑じじいがくれな いなら︑自分で手に入れ てやる﹂
そう言っては︑祖父を困ら せたものだ︒そしてまたし ても︱︱︒

気がついたら 片足をあげて︑靴の先で祖 父の顔面を蹴飛ばしてい た︒祖父はうめき声
を上げ︑顔を押さえてうず くまった︒脇に落ちた分 厚い書物を拾い上げたわた しは︑祖
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父に背中を向けて走り出し た︒

﹁ダメだ︑妖 彦︒それを持って行った ら︒それはわたしが語って 聞かせなければ⁝⁝﹂
うるせい︑じじい︱︱や めろ︑何て口をきくんだ︑ おじいちゃんに謝れ︱︱ いやだ︑

じじいが意 地悪するからだ︱︱せっ かく会えたのに︱︱︒気持 ちが交錯するものの︑足
を止める気にはならな かった︒

わたしは 両腕でしっかりとその書 物を抱えながら︑振り返る こともなくその場を立ち
去ったのである︒

◇ ◇
帰宅したわたしは ︑机に向かった︒大きく深 呼吸してから︑その書物を 広げる︒かつ

てわ たしが発表した作品が並ん でいた ︒
祖父 がその冒頭を朗読した未発 表の原稿もある ︒
同時期に発表した 作品︑未発表︑没になった 作品や書きかけのものま であった︒

ペ ージをめくるうちに鼓動が 高鳴った︒二ヶ月ほど前︑ 苦悩して何とか十枚近く書 い
たものの︑それ 以上進められずに中断した ままの作品のところまで 来た︒これ以後︑ま
だ一作どころか︑一文字も 書いていない︒ということ は次のページにあるのは︑ 祖父が
朗読してくれ た⁝⁝︒
﹁ビンゴ！﹂
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一字一句まちがいない︒枚 数にして二十枚弱のもの だが︑きちんと最後まで書 き上げ

てある︒推敲 して整えれば︑どこかの 雑誌なりアンソロジーに掲 載してくれるかもしれ
ない︒

そうすれば ︑その次にもそしてさら に⁝⁝︒ページをめくった ︒一瞬︑呼吸が止まっ
た︒あわててさらにペ ージをめくった︒さらにさ らにめくっていった︒

﹁何だよ ︑これ︒いったい︑どうな ってるってんだ﹂
以後︑その書物は白 紙がつづいてるだけである ︒何度めくっても︑スタン ドで透かし

てみて も︑鉛筆で擦ったり︑マッ チの火で炙ったり︑塩水や レモンの汁さえ擦りつけ て
みたけれど︑結果 は同じである︒

﹁ち くしょう︒あの糞じじい︑ ケチじじい︑欠陥品じゃね えか﹂
叫んだ直後の静 寂に︑祖父の呼びかけた声 が割り込んでくる︒ダメだ ︑妖彦︒それを

持 って行ったら︒それはわた しが語って聞かせなければ ⁝⁝︒
﹁そうか︒あの じじいだから読めたんだ︒ あんなじじい︑とっくに 死んでる︒だからこ
そ未来のことまでわかった んだ︒ちくしょう︑それな らそうと︑先に言えよ﹂

自分の愚行を 棚に上げ︑書物を手に立ち あがった︒祖父のところ にもどって︑さらな
る作品を朗読させてやる︒ まだ書いてなかった一編 が︑白紙でなく読めたのは ︑祖父が
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朗読したから形になって残 ったのだ︒それならそれ以 後の作品も︑朗読させて ︑この書

物に定着させ れば良い︒
外に出ると︑すでに辺り は暗くなっていた︒何︑か まうものか︒書物を奪わ れた祖父

が悲嘆に暮 れて︑あのポプラの樹の 下から立ち去らないうちに ︱︱︒
わたしは先を急いだ︒ 信号がある場所まで遠回り するのももどかしく︑車 道を横切ろ

うとした とき︑険しいブレーキ音が 響く︒はっと目を向けたそ こに巨大なトラックの姿
があった︒
◇ ◇
﹁ここは⁝⁝﹂

ふと 顔を上げると︑わたしはあ のポプラの樹の下にいた︒ 両足を投げ出して︑樹に も
たれている︒膝の 上には一冊の分厚い書物が 載っていた︒

手 に取り︑広げてみる︒
﹁ああ︑そうだ ︒これは妖彦が書いた小説 だったんだ﹂
いつしか切なさとも懐かし さともつかない気持ちでわ たしはページをめくってい た︒

やがて書物も 半ばにさしかかった ︒
一編 を読み終え ︑
次を読もうと ページをめくったが ︑
白紙になっていた︒その次 もその次も⁝⁝最後まで 何も書かれていないままで ある︒
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﹁おかしいな︒この本は最 後まで妖彦の書いた小説で 埋まっていたはずなのに ﹂

つぶやいた 刹那︑理由がわかった︒
﹁そうだよ︑これはわた しが朗読してあげなくちゃ いけないんだ︒難儀して いるかわい

い孫のため に朗読してやれば︑その 一編一編が形になる︒かつ て物書きを夢見ながらも
果たせなかったわたし の夢と︑それを実現してく れた妖彦の未来のために︑ 妖彦が来た

ら︑話し てきかせてやろう︒
うん︑かすかに覚え ている︒後半に行くに従っ て︑佳作傑作が多かった︒ まさに油の

︵了 ︶

乗った すぐれた作品ばかりだった よ︒ああ︑はやく読んでき かせたい﹂
わたしは静かに書 物を閉じると膝の上に置き ︑ポプラの樹にもたれて︑ 孫の来るのを
待ち つづけている︒

