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「夜道で」

飯野文彦

夜道を歩い ていると、子どもが泣い ていた。
私は子どもから四 、
五 メートル離れたところで足 を止めた 。しばらくじっと していた 。

子どもは 泣きやまない。
声を限りに大泣きし ているわけではない。うず くまって、頭を深く垂れ、 顔を両手で

おおっ ている。小さな肩が震えて いる。しくしくと小さく喉 を鳴らして、泣いている の
だった。

幾つ くらいだろう 。ずいぶんと 小さな身体だった 。
隠すよ うにうずくまっているの と 、
辺りは暗くてぼん やりとしているので、どん な服を着ているのかわか らない。

数 十メートル離れた場所に外 灯があるのだが、その明か り自体、薄ぼんやりと弱々 し
く揺れ動き、わ ずかしか届いていない。そ のうえ、子どもがいるの は光が直接届かない
奥まった場所である。

いくら目を懲 らしても、それ以上はっき りと見えず、次第に私は 焦れた。神経がざわ
りざわりと不協和音をあげ はじめたのだった。
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そのざわめきが、私の気持 ちを起こした。私は、ど うしてここにいるのだ。い ったい

全体、ここは どこなのだ。
子どもから視線を逸らし て、辺りを見た。まっすぐ に伸びた道だった。幅は 三メート

ル程度か。 舗装されている。車一台 通り過ぎることはできるだ ろうけれど、対向車が来
たら、とてもとてもか わせない。

車道の両 わきには、無機質なコン クリートの壁が延々とつづ いていた。高さは四メー
トル近くあった。そ の向こうがどうなっている のか、まったく覗けない。

外灯は 、さっきも言ったように、 離れた場所に一本見えるだ けだ。どうやらコンクリ
ートの壁におおわ れたその道は、なだらかな カーブを描いている様子で ある。そのため

に、 それ以外の外灯が死角にな って見えないのだ、と私は 想像した。
曇っているらし い。空はどす黒く墨を流し たようで、月も星も見えな い。じっとりと

蒸 し暑い気候だった。梅雨時 か、と思った。その刹那、 私は自分に呆れ、苦笑しよ うと
したが失敗した 。ただ顔が歪に強張っただ けで 、締めつけられた喉 から声は出なかった 。
ここがどこである以前に、 今がどんな季節なのかさえ 忘れている。

おそらくどこ かで飲んで、アルコールと 引き替えに記憶を置き忘 れたのだった。した
がって何も覚えてなくて 、ある意味とうぜんである 。もし記憶を取りもどした かったら 、
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アルコールが抜け出るのを 待つしかない。

それにして も変だ 。酩酊もなければ 、不快も感じて いない 。どんな風だと言われれば 、
気怠さの中でぼんやりま どろんでいる。立っている というよりは、生暖かい 夏の、夜の

海に、浮き 輪にすっぽりと身体を入 れて、浮かんでいる。ふわ りふわりというより、ぶ
らりぶらりという感じ で、海の中に立っている感 じである。

ああ、わ かった。これは夢だ。と 、思ったそばから、ちがう とわかっていた。残念な
がら夢ではない。夢 だったら、何も考えずに、 なるがままにすればいい。 泣いている子

どもを 蹴り上げても、引きずり起 こして殴りつけてもいい。 壁に頭から激突してもい い
し、闇雲に夜道を 疾走してもいい。何をして も、ノープロブレムである 。

けれ どもこれは夢ではない 。
そ れらを一つでもしたら 、
他 人か自分を傷つけてしま う 。
社会的規範に反し てしまう 。
それならどうす れば良い 。
社会的規範に 則れというのなら 、

や るべき事は見えてくる。子 どもに声をかけてやること である。
――どうしたの 、こんな時間に一人で？
かける言葉を考えたとたん 、勝手に脳裏に答えが浮か んだ。
――わからな い。
――わからないって、ど ういうこと？
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――どうしてここにいるの か、わからないんだよ。
――困った な。お父さんか、お母さん は？
――知らない。
――おいお い、知らないことはない だろう。君の名前は？
――わからない。

い くつ？

――おい おい、君は。
馬鹿なのか、とまで は、いくら脳内のシミュレ ーションでも言えない。と ころが子ど
ものほ うが容赦がない。
――それはおじさ んのことでしょ。

ぴし ゃりと冷水をぶちまけられ た気がした。まさしくその 通りだ。私が子どもにぶ つ
けた質問を私自身 が受けていたら、まったく 同じ答えしかできない。 となると、馬鹿な

の は子どもではなく私のほう か。
別に希代の天才 とまではいかないだろうが 、人並み以下ではないだ ろう 。この歳まで 、
何とか人並みに自立して生 活してきたのだから、人並 みか、うまくすればそれ以 上のは

ずだ。
――人並みか、それ以上 の人が、何も思い出せない って、変じゃないの？
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――変なもんか。機械じゃ ないんだから、ど忘れす ることは誰にでもある。そ もそも

こうして、き ちんと思考しているじゃ ないか。これこそ私が人並 みの人間である証明に
なる 。
人間は考える葦と 言われるじゃないか 。
考え ることが人間を人間たらし めている 。

つまり私は ――。
考えるのをやめた。つ いつい額が熱くなっていた 。何をむきになっている のだ。落ち

つけ。無 知な子どもの言葉など、真 に受けずにやり過ごす余裕 を持て。それが大人だ。
私は大人だ。だから 、できる。

「そう 、私は大人だ」
喉でつぶやくこと に成功した。おかげでガム を噛むようにねちっと思考 が動いた。子

ども が泣いていたら、心配して やるのが、大人だ。とりあ えず、私のことは良い。子 ど
もの心配をしてや ることが先である。

「 君」
声を外に出した 。一度目は変化なかったけ れど、二度、三度とくり かえすと私の声も
大きくなったらしい。

子どもが泣く のをやめた。といっても声 と、肩の揺れが止まった だけで、顔を上げよ
うとしない。じっとうつむ いたままだった。
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「おじさんの声が聞こえる ね？」

同じように 、二度、三度訊ねると、う つむいたままだったけれど も、子どもの首が縦
に揺れる。

「どうして 、泣いてるんだい？」
くりかえし訊ねても、 子どもは答えなかった。む しろ、身体が小さく固ま っていく。
「困った な。迷子になったから泣い ているのかい？」
少年の首が横に振れ るのがわかった。
「それ なら、怪我でもしたのかい ？」
またしても横に揺 れる。
「そ れなら、何か恐い目にでも あったんだな」
小さな肩がぴく っと震え、首が縦に動いた 。

「 どんな恐い目にあったんだ い？」
子どもの動きが 止まった。
「安心していいよ。おじさ んは悪い人じゃない。おじ さんがいるから、もう恐い ことな
んてないんだ から」
子どもの首がはげしく横 に動いた。
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「どうしたんだい？

それ じゃまるでおじさんが恐い みたいじゃないか」

私が苦笑ま じりに言うと、少年の首は 大きく縦に動いた。いくら 相手が子どもとはい
え、カチンと来た。心配 してやっているのに、大人 の私をからかうつもりか 。
「おじさん のどこが恐いんだい？」
辛抱強く、二度、三度 、四度訊ねたが、子どもは 答えない。

「言いな さい。言わないと、おじさ んだって、怒るよ」
怒鳴りつけた 。
さす がに子どもは 、
うずくまっ たまま身体全体をブルルッ と震わせた 。

まだま だ幼い子どもなのだ。大人 に怒鳴られたら恐い。しか し私がそうする前から、
子どもは恐がって 泣いていたのである。

矛盾 する。訳がわからない。子 どもだから、理屈でなく、 ただ見知らぬ私が歩いて く
るのを見て、知ら ない人だから恐くて泣いて いるのか。
「 だって、おじさんは……」
気がついたら子 どもがつぶやいていた。
「え、おじさんが、どうか したのかい？」

「おじさんは ……」
喉をしゃくりいちだんと 泣き出した。泣く子相手に 、理論も会話も成立しない 。
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「ごめん、謝るよ。だから 顔を上げてごらん」
「いやだ」
「そんなこと言わないで 」

何

私は努めて 甘ったるい声で言い、子 どもに近づいた。すぐ近く まで行って、同じよう
にしゃがみこみ、同じ 目線になろうと思ったため だ。ところが、私が近づく のを感じ取
ったらし い子どもが叫んだのだった 。
「来ないで」
「何だ と」
「こっちへ来ない で」

「い い加減になさい。なぜ、お じさんがそんなに恐いんだ 。おじさんが何をした？
もしてないじゃな いか？」
「 だって……」
「だって、何だ ？」
「おじさん、顔がないから 」

「顔が？」
少年の後頭部が縦に動く 。私はわけがわからず、さ らに訊ねた。
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「どういうことか、しっか り話なさい。話さないと、 無理やり起こして、話さ せるぞ」

「やめて。ぼ くは父さんのところにお 弁当を届けに来て、帰ろう としただけだ。そうし
たら、顔のないおじさん が向こうから歩いてきたか ら、恐くて、恐くて…… 」

「顔のない おじさんって……」
ばかばかしいと思いな がらも、私は神経がささく れ立ち、じっとしていら れず、両手

で自分の 顔にふれた。目がなかった 。鼻がなかった。口もなか ったのである。
「こ、これは――」

のっぺ らぼうだ。と、すべてがわ かった。目の前にうずくま っているのは、幼い頃の
私だ。

私の 父は、この壁の向こうにあ る郵便局の本局に勤めてい た。今日は夜勤で、いつ も
出かける時に弁当 を持っていくのだが、母親 が手間取り間に合わなか った。だから私が
父 のところに届けに行った。
――悪いな、妖 彦。恐くなかったか？
――平気だよ。
――気をつけ て帰るんだよ。
――はい。
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父に見送られて裏門から出 た 。
正直 、
恐 かった 。郵便局の裏門から大通り に出るまで 、

しばらくは壁 に囲まれた道を歩かなけ ればならない。昼間ならま だしも、人通りのとだ
えた夜はそうでなくても 不気味で、神経が過敏にな っていた。

とにかく大 通りまで出ようと、かけ だそうとしたとき、前から 人が歩いてきた。大人
の人だった。外灯に照 らされたその人の顔には、 何もなかったのである。

「という ことは」
今の私は、あのとき 出会ったのっぺらぼうとい うことになる。さて困った 。どういう

加減か 知らないけれど、成人した 私は記憶だけでなく目や鼻 や口を失ってしまった。 こ
れでは生きていけ ない。記憶はおいおいもど るとしても、顔がなければ 、一刻も生きて
いく ことはできない。
どうしよう、ど うすればいい。

足 元にぽっかり穴が空き、奈 落に落ちていく恐怖に襲わ れた。ぶるぶるっと全身を 揺
すって、足掻こ うとした。するとあっさり 、解決が見えた。
私に顔がなくてとうぜんだ 。私は一人しかいない。顔 も一つしかない。その一つ しか

ない顔を、幼 い子どもだった私がもって いるのだから、私の分はな くて、とうぜんであ
る。それなら――。
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「返せ」
私は子ども に近づき、腕をつかんだ。
「痛い。放して」

「だめだ。 顔を返せ」
もう一方の手で、子ど もの髪をつかみ、ぐいと引 き上げた。私の顔がそこ にあった。
「やっぱ り、私の顔を盗んだな」
「盗んでないよ。こ れはぼくの顔だ」

返す言 葉がなかった。子供の言う 通りだ。顔をなくしたのは 私のほうで、子どものせ
いじゃない。

どう いう加減か 、時空が乱れて 私は 、私が子どもだったあ の晩に迷い込んでしまっ た 。
そのために顔を失 った。元の世界に帰るには 、子どもから顔を譲り受 けるしかない。

「 顔をくれ。頼む」
「いやだよ」
「いいんだ。おまえはもう 大人になったんだ。だから 、もう顔がなくても良い。 ほんと

うに顔が必要 なのは、大人になった私の ほうだ」
正論だが、子どもにわか るわけがない。泣きながら 厭がるばかりだ。こうなっ たら大
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人の特権を使うまでだ。

「黙って、寄 こせ」
私は力ずくで、子どもの 顔から目を鼻を口を奪い取 り、自分の顔に押しつけ た。

「返して。 ぼくの顔を」
くぐもった声で叫ぶ子 どもを、蹴飛ばし、私はそ の場から走り去った。無 我夢中で走

った。ひ たすらひたすら走ったので ある。
息が上がり、気分が 悪くなった。たまらず、近 くにあった電柱にもたれ、 吐いた。

会社の 帰り 、同期の男と居酒屋へくりだ した 。私も相手も荒れた 。別の同期の ヤツが 、
私たちを差し置い て、部長に昇進したからだ 。
「何 で、あいつが」
「まったくだ」

二 軒、三軒と飲み、それでも 終電間近の電車に間に合っ たらしい。
自宅からほど近 い児童公園の脇である。電 車を降りたものの、酔っ てこれからまだ電
車に乗るものと勘違いして 、訳もわからず走っていた らしい。その挙げ句が、こ の始末

だ。
「ったく。これもあいつの せいだ。あんな愚図が、 何が部長だ。人の顔をつぶ しやがっ
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て」

吐き捨てな がら、歩き出したとき、ど こからか子どもの泣き声が した。
見ると児童公園の入り口 のところに、子どもがうず くまっている。泣き声は その子ど

ものものだ った。
厭な気がした。無視し て帰ろうとしたのだったが 、脇を過ぎようとしたと き、
「待て」
と子どもが怒鳴った 。

（了）

反射的 に立ち止まり 、そちらを見た 。子どもは 首をがっくり垂れたまま 、立ち 上がり 、
「顔をつぶしたの は、おまえだ」

と叫 ぶなり、ネズミを追う猫の ごとき勢いで、私に飛びつ き、私の顔を――。

