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「ものの捨てどき、別れど き」

福田和代（画・河田優子 ）

長年、大事 に使っている物があると する。さすがに飽きがきて 、そろそろ別の新しい
物を使ってみたい―― と浮気心を起こしたとたん に、今までまったく不具合 が起きなか

った物が 故障したり、使えない状態 になったりする。そんな経 験はないだろうか。
私にはある。はっき り言って、たくさんある。

十五年近く愛用し たコマ二つのスーツケース 。丈夫で外見もきれいだし 使用に差し支

えな いのだが、そろそろ最近流 行りのコマ四つのスーツケ ースを使ってみたい。そう 考
えた矢先、旅先か ら宅配便で送り返したスー ツケースは、コマが二つ とも取れた状態で

届 いた 。
（念のた め申し添 えておくが 、使用年数 と使用頻度 から考えて 配送会社の 落ち
度ではない）
長年お世話になったウォー クマン。使用上、特に問題 はないのだが、画面が白黒 だし

近頃流行りの カラー画面のｉＰｏｄも使 ってみたい。そう考えたと たん、画面が映らな
くなった。
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つい最近では、二年ほど使 った晴雨兼用の折り畳み 傘の例がある。折り目の部 分から

生地が傷んで きたので 、
そ ろそろ予備を用意してお こうと新しいものを購入し たとたん 、
畳んだ傘の柄が伸びなく なった！

私には、古くなったス ーツケースや、ウォークマ ンや、折り畳み傘の怨嗟 の声が聞こ

失礼しち ゃ

える気が するのである。
「アタシが自分の身 体が傷むほど苦労して、あ んたの肌を紫外線から守っ てやったとい

うのに 、あんたはそんな銀ピカし た安物に乗り換えようって いうんだね！
うよ」

「オ レは十五年もお前の荷物を この頑丈な躯体で守り続け てきた。そりゃもちろん、 オ
レの足にはコマが 二つしかないかもしれない 。身体の横に引きつけて 、軽く押すだけで

移 動できるコマ四つの新しい スーツケースに惹かれるお 前の気持ちもわからないで はな
い 。しかし 、たったそれだけ のことで 、お前は長年尽くしたオ レを捨てるというのか？ 」
「あんた、音楽はＳ○ＮＹ でなきゃって言ってたよね ！ なんだい、いつの間に ○ップ

ル信者に乗り 換えたんだい？ 」
（ううむ 、伏字にする意味が ないな 。特にＳ○ＮＹ…… ）
かくして、長年連れ添っ た持ち主の浮気心を察知す るやいなや、彼ら／彼女ら は、い
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っきにこれまでの忠誠心と ともに燃え尽きてしまうの である 。持ち 主＝私は 、
「ごめん 、

ごめんよう！ 」と叫んで彼ら／彼女ら を見つめ、長らくの献身に 報いることのできなか
った自分を恥じて泣き崩 れるのである。

お断りしておくが、私 はオカルトめいた話をしよ うというのではない。非 科学的な、

と言われ るかもしれない。単なる偶 然でしょ、とひとことで切 り捨てられるかもしれな
い。もちろん偶然に は違いない。これは「マー フィーの法則」と同様に、 人生のあらゆ

る局面 に思いがけず顔を覗かせる 、皮肉という名のスパイス のようなものなのだろう 。
これらの現象が偶 然であることの証明は、他 の事例によって示すことが 可能である。

たとえば、愛用 のマグカップ。朝な夕な、 インスタント・コーヒーを 薄めに入れて飲

む のにぴったりの、大きめサ イズである。実はこれ、十 一年前に某ワーキング・ウ ーマ
ン向けのセミナ ー参加者全員に配られたノ ベルティである。頑丈で 、十一年もほぼ毎日
使っているというのに、縁 が欠ける気配もない。デザ インはシンプルな白で、ワ ンポイ

ントでセミナ ーのロゴマークがついてい るだけ。実用一点張りのカ ップである。正直、
これだけ長年同じマグカッ プを使っていると、華や かなデザインのカップを店 先で見か
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けるたび 、
「買 い換えよう か」と浮気 心も起こす のだが、そ のたびに「 まだあのカ ップ

が健在だから なあ」と控えるのである 。先に上げた例とは、まっ たくの逆なのだ。
こんな時には、頑丈すぎ るマグカップが、持ち主の 気持ちをいっこうに忖度 しないＫ

Ｙな 奴にも見 えてくる。 たいへん健 気に頑張っ てくれてい るのではあ るが 、
「たまには
私だって、明るい花柄 のカップでコーヒーを飲み たいんだよ！」と、頑健な だけが取り

柄で身な りにかまわない古女房を足 蹴にするダメ夫の気分で 、
呟きたくも なるのである 。
――この複雑な胸の 内、ご理解いただけますか 。

そもそも 、まだ使えるも のを捨てられない 、買い換えられな いと感じるのは 、例の「モ

ッタ イナイ」精神が根強く生き ているからである。部屋が 片付かないのも、箪笥がは ち
きれそうになって いるのも、古くなったがま だ壊れてはいなかったり 着られたりするも

のを、
「モ ッタイ ナ」く て捨て られな いから だ。日 本の消 費が上向 かない のも 、
「モ ッ
タイナイ」のせ いだ。収納スペースの容量 には、ごく当たり前の家 庭に育った人間であ
れば、一定の限度がある。 消費とはモノを購入するこ とであり、買ったモノはど こかに

収納せねばな らぬので、一定限度の容量 を超えてしまうと、新たな モノを購入するため
には以前の モノを捨 てて収納ス ペースを確 保しなけれ ばならない 。しかし 、
「モッ タイ
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ナイ」から、捨てられない ……。

そうつらつらと考えてく ると、持ち主の浮気心を敏 感に察知して、潔く故障 したり、

こんなこと を書いている私のテーブル には、例のマグカップが載 っている。私

使えなくな ったりしていくモノたち の心根が、いと哀れではあ るがなんともあっぱれな
奴、と賞賛したくもな るのであった。
追記：

は今、 ここまではっきりＫＹぶり を暴かれた彼／彼女が、自 暴自棄を起こして自死を 試
みはすまいかとひ そかに恐れている。頼むか らパソコンの上には倒れて こないように。

