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「雨宿り」

飯野文彦

俗に昔から 夏の雨は馬の背を分ける といわれているものだけれ ど、それは現代にも当
てはまることだろう。

特に最近 は夕立、俄雨などとは言 わずにゲリラ豪雨などと名 づけられた凄まじい降雨
が、局地的とはいえ 、大きな被害をもたらして いる。ある夏の日の昼下が りに私が遭遇

したの も、その類だったのだろう 。
この日私は、編集 者との打ち合わせのため、 神田Ｇ町を訪ねていた。出 版社に直接出

向い て、小一時間話し、そこを 後にしたのは午後五時近い 時刻であった。
ずいぶんと日は 西に傾いていたものの、ま だまだ野外は蒸し風呂のご とき状況を呈し

て いた。出向いてきたときよ りも、じりじりと心身を蝕 む蒸し暑さが増している気 がし
た。
心理的なものもあるのかも しれない。預けてあった原 稿の返事を訊ねに行ったの であ

るが、これが はなはだ芳しくなかった。 私よりもいくつか若いその 編集者は、あれこれ
作品の欠点をあげつらった 後、
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「というわけで、うちでは 使えません」

と鉄槌を打 ち下ろしたのである。
それだけでも神経のあち こちが摩耗しているのに、 執拗なまでに塩を塗り込 むような

暑さに追い 打ちをかけられ、目まい といえばそれまでではある けれど、どこかふわふわ
と心と身体が、まるで 水と油のように分離してい くかのようだった。

しばらく 町を歩いて、今後の対応 を考えてみよう、などと出 版社を出るときに考えた
ものの、この状態で はとてもままならない。憂 さ晴らしに、どこぞで生ビ ールでも……

と思う 気持ちはあっても、手持ち の金ははなはだ乏しく、そ れもかなわないのである 。
とにかく家に帰ろ う。シャワーでも浴びて、 考えるのはそれからだ。ふ らふらと目ま

いを こえて発熱し、病んだとき に似た曖昧模糊とした心持 ちだった。とにかく帰ろう 。
とにかく歩いて七 、八分のところにある最寄 りの地下鉄の駅まで歩い て、そこからまっ

す ぐに帰ろう。とホームシッ クにかかった子どものよう な心許なさで、足を引きず り、
歩を進めていた ときのことである。
ぽつりぽつりと大粒の雨が 落ちてきた。もっとも私は 、それを雨粒だとは思わな かっ

た。鳩の糞だ と思った。
どんよりとうち沈んでい た私は、頭上や肩に落ちて きたそれらを鳩の糞だ、飛 び交う
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鳩たちが私に糞を落として いるのだ、鳩にも私が弱者 だとわかるのだ、群れ全 体で私を

馬鹿にしてい るのだ 、などと自虐的なことを 考え 、さ らには 、どこまで馬鹿にできる か 、
やれるものならやってみ るがいいと、それに打たれ つづける決心さえしたの である。

だが三十秒 とかからずに、それらが 雨だとわかった。私だけで なく、辺りにも落ちて
いる。どこにもかしこ にも落ちている。節分の豆 まきで、大きな升をひっく り返し、大

量の大豆 の粒が落ちてくるかのよう な勢いである。音もすさま じく、当たるとほんとう
に豆のように痛い。

これな ら鬼でなく私のようなぼん くらでも 、ジッとしていら れない 。辺りを見回すと 、
私以外のものは、 すでに逃避したらしく、通 行人は皆無である。脇の車 道を行きすぎる

車の 屋根やボディに当たった雨 粒が、アフリカの呪術的な 太鼓のリズムのようで、取 り
残された私の心を 不安に揺さぶる。

考 えることも、かといって走 るどころか歩き出すことす らできず、大量の雨粒に押 し
流されるように して脇へ脇へとふらついた 。そうして木ぎれが淀み に流れ着くように、
脇に立っていた建物の前に たどり着いたのである。

人心地ついた とまではいかないまでも、 水と油のごとく分離して いたものが、じっと
りと混ざり合わさって一つ になるように、わずかな りとも辺りの状況が見渡せ るように
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なまるで、一分や二分では なかっただろう。

その間にも 降りしきる雨は、苛烈を極 めていた。頭上からではな く、癇癪玉のごとき
勢いでアスファルトに落 ちた粒が、弾けて下から襲 いかかるのであった。そ れでもしば

らくは、下 から降る雨などというも のがあるのだなあ……と間 の抜けたことしか思い浮
かばなかったのだから 、愚かしさに我ながら呆れ 返る 。だからこそ見込まれ たのだろう 。
目をつけ られ、引きずり込まれそう になったのだ。
「どうぞ。中へ」

同じ言 葉を何度となくつぶやいた はずである。ボリュームの つまみを徐々に右へ回す
ように聞こえた声 が、私の耳に届いたのは、 その何度目かだった。

見え ない糸を顎に結びつけられ て、引っぱられるように顔 を上げた。一メートルと 離
れていないところ に、若い女が立っていた。 痩せた体躯を白いワンピ ースで隠した、美

し い女であった。
黒い艶やかな髪 はまっすぐに肩まで伸び、 ワンピースよりも白い素 肌と見事なコント
ラストを描いている。何よ り化粧気はないものの、日 本人形のような端正な表情 に惹か

れ、返す言葉 もなく、無遠慮にじっと見 つめていた。彼女が恥ずか しそうにうつむき、
やっとそれに気づいたほど である。
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「失礼。つい……」

いえ、とつ ぶやき、顔をあげた女は、 やわらかな微笑みを浮かべ ながら言った。
「そこでは雨が飛びます から、どうぞ中へ」

「はあ、い え……」
四十近い歳でありなが ら人見知りの激しい私のこ とだ。ふだんだったら十 中八九以上

の確率で 断っていたところである。 それなのに、あまりの雨の 激しさもあったものの、
それ以上にやはり相 手に惹かれたとしか思えな い。

激しい 雨がベールとなって、辺り を閉ざしてしまい、狭く薄 暗い空間に女と二人だけ
にされた。二つの 黄身が入った卵をごく稀に 目にするが、あれと同様、 巨大な卵の分厚

い殻 の内部に、女と二人で閉じ 込められてしまったのかよ うな錯覚を覚えたらしい。 不
可思議な親密さを 感じた私は、女の好意に甘 え、
「 それなら……」
とうながされる まま、扉の中に歩を進めた のである。
◇ ◇
「どうぞ。こ れでお拭きください」
女は一枚のタオルを私に さしだした。
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「いえ、ハンカチを持って いますから」

「いいえ、ど うぞ」
私に近づき、息がかかる ほどの近さで、微笑みなが ら言われ、断り切れなか った。に

わかに喉が 渇き、どうも、と切り出 した言葉も喉にひっかかっ てしまい、代わりに会釈
して、受け取ったのだ った。
それで頭 部を拭っていると女がつ ぶやいた。
「すごい雨……」

私の脇 に寄りそいながらも、両手 を腹の前でやわらかく握り しめ、窓から外を見てい
る。私は外ではな く、このときとばかりに女 の横顔に目を向けた。

二十 歳前後だろうか。今どきの 娘とは思えない清楚な輝き を秘めている。辺りの薄 暗
さが影響している のか、みずみずしい若さあ ふれる輝きとはちがう。 ある種、陰にこも

っ た清楚な美しさといったら 、はなはだ抽象的になって しまうけれど、かの大正ロ マン
の具現者竹久夢 二が描いた女に通じる儚さ を感じる。
わずかな間に鼓動が高鳴っ ていた。ぐいと抱きしめれ ば、そのまま枯れ枝のよう に折
れてしまいそ うな女から、ますます目が 離せなくなった。
「いいのよ」
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女は外を見たままつぶやい た。言葉の意味がわから ずに黙っていると、女はゆ っくり
と向き直り、 澄んだ瞳をまっすぐ私に 向けながら、
「いいのよ。好きにして 」

と外の雨音 にかき消されそうながら も、はっきりと口にしたの だった。
「そんな――」

いよいよ 、喉の渇きが募った。降 りしきる雨を両手ですくっ て、ごくごくと飲み干し
たいほどだった 。否 、それらがアル コールだったら 、喉だけではな く心の渇きも癒され 、

少しは 気の利いた台詞を返せたか もしれない。
「誰でもってわけ じゃないんです。窓からあ なたを見て、あなたのよう な人だったら…

…と 思って……」
女は私を見つめ たまま、両手を背中に回し た。ワンピースの襟が広が った。背中から

も どした手で、さらに広げる と、かすかな衣擦れの音を 残して、ワンピースが消え た。
間近に立ってい たためにそう感じたのだが 、足元に落ちたのだった 。
一歩後ずさって、ワンピー スから足を抜いた女は、両 手を左右に下げて、私を見 つめ

る。すべてが 見えるように、わざと距離 を取ったのだと私にもわか った。それに逆らう
術など私にはなかった 。
ま たしても見えない糸で操 られるように 、頭部を上下 に動かし 、
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舐めるように白い裸体に視 線を這わせる。

透き通るよ うな白い裸体は、私の摩耗 しささくれ立った神経でさ え、惹きつける魅力
をもっていた。見ている だけで、気持ちが甘くねち っこくとろとろととろけ てしまうか

のようだっ た。
胸元にほくろがあった 。小さな三角形を描くよう に三つ。その下のもぎた ての果実の

ような乳 房の先には、桜色の乳首が 。さらにその下の……。い つしか思いが募り、夢中
で目で犯していた。 見ているというよりも眼球 が蛸の吸盤となって裸体に 吸いつき、じ

ゅくじ ゅくと粘液を擦りつけなが ら移動していく。
女にもそれが伝わ ったらしい。見られている だけだというのに、息づか いが荒くなっ

てい る。虚ろに目を細め、切な そうに肩や腰をふるわせる 。さらに、
「来て……」

と 震える声で求めた。
高鳴る鼓動が激 しくリズムを刻んだ。火に 油を注ぐがごとく、外か ら響く雨音が欲情
を駆り立てる。私は完全に 日常から逸脱していた。わ ずかなズレだった物が、い つしか

ずるりと滑り 、押し出され、妖しくも狂 おしい二人きりの空間に閉 じ込められていたの
だった。
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自らシャツのボタンに手を かけ 、
脱ぎ去ろうとした 。一つ一つ外すのさえもど かしく 、

引きちぎって しまいたい衝動に駆られ る。実際にそうしようと、 一つ大きくすうっと息
を吸ったとき、わずかに 理性がもどり、静けさに鼓 膜が押しつけられた。

高らかなリ ズムが止まっている。し んと静まり返っているので ある。何が起こったか
わからず、均衡の崩れ た天秤を担がされた思いで 、ぐらりと傾くように視線 を窓に向け

た。
雨が止んでいた。つ い今し方まで嵐のごとく叩 きつけていたものが、降り 出した唐突

さと同 じくらい出し抜けに上がり 、あまつさえ明るささえ増 している 。
窓の外の景色 が 、
きらきらと浮かび あがり、建物の高い場所に ある別の窓から、室内にさ ーっと光の筋が

射し 込んでくる有り様である。
光の筋をたどる ように視線をもどした私は 、建物の屋根が抜けて、溜 まっていた大量

の 雨水をまともに浴びた心持 ちに襲われた。目の前に立 っていた女の身体に日が当 たっ
ている。その部 分から、煙が立ち上り、見 る見る無残に皮膚が焼け 爛れていくのであっ
た。

「来て……来 てええ」
声色さえも苦しげに地の 底から響いてくるかのよう だ。身体だけではなく、端 正な顔
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さえも焼け焦げ、それでも 私をじっと見つめながら、 来てええと呻き、両手を 伸ばす。

一歩足を踏み 出された瞬間、私はじっ としていられず、全身濡れ 鼠になった犬のように
大きくぶるぶるぶるるッ と震わせた。

「井之さん じゃないですか」
声がした。沈んでいた 沼から顔を出し、付着した 泥を振り払うように顔を あげた私の

目の前に 男が立っている。先ほど打 ち合わせをして、原稿を没 にした編集者だった。打
ち合わせにでも出掛 けるのか、上着とカバンを 手に持っている。

「どう したんですか。こんなとこ ろに突っ立って」
彼に言われ、私は 辺りを見回し、自分が歩道 に突っ立っていることに気 づいた。先ほ

どに わかに雨に降られたその場 所である。
そう、ここで降 られて、たまらず脇の建物 に身を寄せ、雨宿りしてい たら、その建物

の 中から女が――。
動揺して頭に浮 かんだままを、たどたどし いながらも言葉にしてい たらしい。
「建物って、どこの？」
編集者が言っ た。
「どこって、あの雨だ。す ぐここの……」
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つぶやきながら脇の建物を 指さした。

「まさか。こ こは見ての通り、入れま せんよ」
古びた石造りの大仰な建 物は 、
入り口が板で打ち付 けられている 。
窓も同様だ ったが 、

そこから煤 が噴き出したように、黒 く汚れている。
「半年ほど前、火事に なったんです。古くからの 喫茶店で、ここの爺さんの 入れるコー

ヒーは絶 品だった。大学生の孫娘が バイトでウエートレスをし てたんだけど、とっても
かわいかったのに… …」

私はや めろーと叫びこそしなかっ たものの、耳を押さえた。 彼は上着を腕に抱え、取
りだした携帯を操 作している。何をしてるん だ何をしようとしてるんだ ……胸騒ぎに襲

われ ながらも、瘡蓋を剥ぎたく なるに似た好奇心に逆らえ ず、耳から手を離した。
「ほら、この子で す」

彼 は携帯の画面を私に見せた 。そこに映った女を見た刹 那、私はその場から走りだ し
ていた。空気が 粘着性を帯びて私を捕らえ 、引き戻そうとしている かのようだった。引
き戻されたら 、どうなる 。否 、あの時 、雨が止まなか ったら 、一体 どうなっていたのか 。

激しいクラク ションにはっと我に返り顔 を上げた。赤信号の横断 歩道を渡ろうとして
いた。運転手の罵声を浴び ながら、歩道まで後ずさ ると、全身の毛穴から一気 に汗が噴
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き出した。たまらず手に握 りしめていたタオルで、首 すじを拭った。

「痛ッ」
ごわごわッとした感触に 、思わず手にしたそれを見 た。タオルではない。焼 けこげた

皮膚の断片 だった。生焼けになった 部分に、黒い点が小さな三 角を形づくっている。

（了）

