『過ちの色』ⓒ大島行雲

過ちの色
行雲

目一杯 見え たか らっ て︑それ で今 の気分 が解 消さ れる とも 思え

ないけ ど︒ 月も 見え ず︑ 光って るの は車 のラ イト だけ ︒

オレ はあ いつ が好 きだ ︒あ んな いい 女は いな い︒だか ら ︑不

安なん だ︒ど うで もい い女 なら︑喧嘩し よう が別 れよ うが 知っ

大島
真っ 暗だ ︒

ようや くこ こま でこ ぎつ けたん だ ︒いま だに オレ のど こが 良く

たこっ ちゃ ない︒でも︑あい つは 違う︒他 のヤ ツら も狙 って た︒

イラ イラ する ︒

て︑あ いつ はオ レと 付き 合って るの か分 から ない ︒い い男な ら︑

前に も後 ろに も車 はな い︒見 えない︒ヘッ ドラ イト に照 らし

何が ？

他にい くら だっ てい る︒イケ メン のヤ ツ ︑背 の高い ヤツ ︑スポ

最初は オレ のこ とな んか 眼中に なか った に違 いな い︒嫌わ れち

何も かも だ︒

ーツ万 能の ヤツ ︑芸人み たい に話 の面 白い ヤツ ︒だ から ︑不安

出され るの は︑路 上の セン ター ライン だけ︒それ も前 方で 暗闇

あい つの 顔が 浮か ぶ︒眉間に 縦皺 を寄 せて ︑オ レを なじる 顔︒

なんだ ︒なの に︑あい つは 平気 で他 の男 と楽 しそう に笑 う ︒そ

ゃなか った けど ︑オ レを﹁男 ﹂と して は見 てな かっ た︒それ を︑

手に して た箸 を投 げ つけ ︑マ グカ ップ まで 投 げて きや がっ た︒

んなの 当た り前 だっ て︑頭 じゃ 分かっ てる︒オレ だっ てあ いつ

に霞ん で消 えて いく ︒

オレが プレ ゼン トし た︑ スヌー ピー のマ グカ ップ ︒

以外の 女と 飯を 食い に行 ったり する︒それ でも︑オレ は他 の男

と楽し そう にし てる あい つを見 ると 不安 にな る︒オレ と他 の女

そ りゃ あ︑オ レが

悪いの は分 かっ てる ︒い い事し たな んて 思っ ちゃ いな い︒で も︑

との付 き合 いと ︑それは 違う んだ ︒オレ はも てない けど ︑あい

いく らな んだ って︑あそ こま でする か？

しょう がな いだ ろ︒気 にな って 気にな って︑どう しよ うも なか

つは違 う︒そ の上︑あい つが 他の 男に手 を握 られ て平 然と して

の相手 がオ レじ ゃな いと なりゃ ︑気 にな って 当然 だ︒

たりし たら ︑不安 にもな る ︒や たら 携帯 でメ ールを して て ︑そ

ったん だ︒ そん な事 しな い方が ︑っ て思 った けど ︒
携帯 電話 の履 歴を 盗み 見た ︒後 ろめ たさ は感 じた ︒で も ︑そ
れを上 回る くら い不 安で︑不安 を拭い 去り たか った んだ︒信じ

クソ ッ！

だ から って ︑悪い のは 分か って る︒

なくち ゃい けな い︒そ れが 恋人 っても んだ︒そう も思 う︒で も︑

震 える 手で ︑あ い つの 黄緑 色の 携帯 のボ タ ンを 押し てた 時︑
あいつ が戻 って きて ︒

信じき れな い︒ オレ は最 低だ︒ だか らこ そ︑ 不安 にな る︒
今夜 は曇 り空 ︒ますま す気 分が 滅入 る ︒ま あ︑晴れ てて 星が
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褒める ヤツ は山 ほど いる けど ︑オ レを褒 める ヤツ なん てい やし

る？

誰が 見た って︑オレ とあ いつは 釣り 合わ ない︒あい つを

生 徒 にコ ケ に さ れ てば っ か り だ ︒ど う や っ て自 信 な ん か 持て

悪いん だ︒だ から︑イヤ なん だ︒や っと念 願の 教師 にな って も︑

チク ショ ー︑最 悪だ ︒オ レが 悪いん だ︒いつ だって ︑オ レが

なんか 見ち まっ た︒飽 きて たん じゃな い︒ど うし てい いか 分か

いつの 後ろ の窓 を見 つめ て︑人差 し指で テー ブル 叩い て腕 時計

っかり 経っ て︑気 にな って しょ うがな くて︑思わ ず喫 茶店 であ

言えな かっ たん だ ︒でも ︑何か 言わ なき ゃっ て思っ て ︑時 間ば

ても︑オレ はろく なヤ ツじ ゃね ぇ︒だ から ︑迷 ったん だ︒何も

た途端 に﹁し まっ た﹂って 自分 でも 思っ たよ ︒謝 ろう かと 思っ

らなか った んだ︒そう いう 時の クセみ たい なも んな んだ︒やっ

そう ︒悪 いのは オレ だ︒分か ってる んだ ︒自 分でも ︑そ れが

たけど︒あい つも 何も 言わ なか ったか ら︑オ レも 何も 言わ なか

ない︒
イヤで 何と かし たい って 思って る︒思 って たっ て︑で きな いも

った︒

の人非 人み たい に言 いや がって ︒ず っと 気に なっ てた んだ ︒

出した ︒そ んなの ︑そ の時︑言え よ︒そ れを まる でオ レが 最低

それ を︑携 帯の 件で 喧嘩 にな ったさ っき︑あい つが 急に 持ち

でも︑ 何日 も経 って から ︑今更 ︑そ んな こと 口に 出せ ない ︒

それっ きり ︒そ れで も︑ず っと あの 時の こと は気 になっ てた ︒

のはで きな い︒酒や 煙草 をや めら れない なん てレ ベル じゃ ない︒
麻薬み たい なも んで︑自分 じゃ どうし よう もな いん だ︒オ レが
どうし よう もな いバ カだ からっ て︑い まさ ら︑ど うや って 賢く
なれる ︒い い男 にな れる ってん だ︒
なのに ︑あ いつ はオ レを 呼び出 して 相談 して くる ︒
﹁また 告白 され たん だけ ど︑ど うし よう ？﹂

オレ が自 信持 って﹁ そんな のさ っさ と断 れよ﹂って

オレが 喜ん で︑﹁ じゃ あ︑付 き合 えば﹂って 言う とで も思 って

に耳障 りな 高い ブレ ーキ 音が鼓 膜を 突き 刺し ︑車 体が 僅か に横

が前に のめ り︑シ ート ベル トが 胸に食 い込 んだ︒金切 り声 の様

鈍い衝 撃に 車体 が浮 き上 がる︒咄嗟に 急ブ レー キを 踏む︒体

ふと ︑何 かが 目の 前を 横切っ た︒

そ りゃ︑ドラ マと かじゃ︑そう 言っ てほ しく って

ど うし ようも ねぇ だろ ︒し かも ︑
﹁ま た﹂だ︒

言える か？

に振れ ︑漸 く車 は停 まっ た︒

どう しよ う？

聞いた りす るの もあ るけ ど︑好 きな女 が︑も しか した らオ レな

真っ 暗だ ︒音 もし ない ︒

んのか ？

んか より ふさ わし い 男が いる かも しれ ない っ て時 に︑ まし て︑

静けさ が体 にじ わじ わ押 し寄せ てく る︒頭が 吹き 飛ば され た

みたい に思 考が 停止 した ︒鼓動 が急 激に 速ま る︒

そんな 迷っ てる みた いな 聞き方 され て ︑自 分勝 手に﹁断 れ ﹂な
んて言 える かよ ︒結局 ︑ど っち も言 えや しな い︒どっ ちを 言っ
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バック ミラ ーを 見る ︒夜 の道に 何か 横た わっ てた ︒

人影︒

何か︑ 轢い た︒ 猫じ ゃな い︒も っと 大き な︒

バック ミラ ーに 映っ た横 たわる 人影 を見 る︒ 微動 だに しな い ︒

へ揺れ 動く︒体は 動か ない︒ただ 頻りに 何度 も︑神 経症 気味 に︑

だ︒血の 気が 引い てる のに 頭だ け熱く て︑思 いが あち らこ ちら

める︒心 臓は 早鐘 の様 に打 ち続 き︑胃が 絞め 殺さ れそ うな 感じ

死んで る？

自分が 唾を 呑み 込む 音が︑やけ に大き く聞 こえ た︒震 える 手
でドア の窓 を開 け ︑後ろ を覗 く ︒や っぱ り横 たわっ てる ︒上に

ないし ︑民家 の明 かりも ない ︒周り は畑 ばか り︒少し 先に 竹林

目撃者 はい ない︒こん な田 舎の 道で真 夜中 だ︒何 の物 音も し

赤だ︒

みたい な鬱 蒼と した 藪が 見える くら いだ ︒走 って る車 は一 台も

は信号 機︒
クソッ ！

気付か なか った だけ で︑い たの かも︒人 にも 信号 にも 気付 かな

もし かし たら

ない︒さ っき から 一台 も︒一 台も ？

こんな 真夜 中に 歩い てる ヤツが いる なん て︒す ぐ降 りて︑様子

かった みた いに︑本当 は走 って たかも︒いや︑そん な事 はな い︒

本 当に ？

なんで ︑こ んな 田舎 の一 本道に 信号 なん てあ るん だ︒そ れも ︑
を見 に行 かな いと ︒ 救急 車を 呼ん で︒ それ は 分か って るの に︑

誰も見 てな い︒オ レが 人を 轢い たのを 誰も 見て ない︒当の 被害

このま ま逃 げち まえ ば︒誰 にも 分から ない︒黙っ てれ ば分 か

足が竦 んで 動か ない ︒全 然 ︑気 付か なか った ︒考 え事 ばか りし

レだ ︒折 角︑ 教師 に なっ たば っか りだ って の に︑ 交通 事故 だ︒

らな い︒ オレ は︑ い つだ って 安全 運転 だっ た ︒誰 も疑 わな い︒

者は動 かな い︒死 んで ない にし ても意 識は ない 筈だ︒オレ の車

人身事 故だ︒注意 不足 の信 号無 視で︒も う死 んで るか もし れな

仕事だ って 真面 目に して きた︒目立っ た事 はな いけ ど︑い つだ

てて ︑前 なん て見 てなか った ︒ずっ と同 じ暗 い道で ︑まっ すぐ

い︒そう じゃ なく ても ︑ま とも にぶ つか って るんだ から ︑軽い

って 真面 目に やっ て きた ︒こ んな 事で 足を 掬 われ てた まる か︒

がどん な車 かな んて 見て ない︒ 分か らな い︒

怪我じ ゃす まな い︒オ レは 捕ま っちま う︒交 通事 故で 人を 殺し

オレが 悪い んじ ゃな い︒こん な真 夜中に 左右 も見 ない で道 を渡

走るだ けだ と思 って た︒オレ のせ いだ ︒また ︑全 部悪 いの はオ

ちまっ たら ︑当然 ︑教 師な んか 続けら れな い︒無職だ ︒あ いつ

るヤ ツが 悪い んだ ︒ いや ︑悪 いの はオ レだ ︒ 信号 は赤 だっ た︒
クソ！

ど うす る？

降 りるか ？

この まま 逃げ るか ？

つまり ︑横 断し たヤ ツは 青だか ら渡 った んだ ︒

はオレ から 離れ てく に違 いない ︒
静かだ ︒何の 音も 聞こえ ない ︒気配 もな い︒ハン ドル を握 っ
たまま の手 がじ っと りと 汗ばむ ︒震え る唇 を︑ぎ ゅっ と噛 み締
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逃げり ゃい いん だ︒ど うせ もう 死んで る︒オ レが 何を した っ

見えた ︒
人間じ ゃな い？

怖 々︑横 にし ゃがん で覗 き見 た︒何 か像 み

たい だ︒ 手を 触れ て みる ︒硬 い木 の感 触︒ 絶 対に 人じ ゃな い︒

て変わ らな い︒そ れよ りオ レの 将来の 方が 大事 だ︒死 んじ まっ
たヤツ なん て気 にし てど うする ？

力を入 れて 動か して みる ︒ゴ ロン という 鈍い 音と 共に 木像 の顔

逃げ るん だ︒早 く︒い つま

でもぐ ずぐ ずし てた ら︑その うち 他の車 が走 って きち まう かも︒

が見え た︒地 蔵だ か観 音だ か道 祖神だ か︑何 かそ んな もの みた

オレを 見つ めて いる ︒何 故か微 笑ん でい る様 に見 えた ︒

夜 道の 真ん 中に 倒 れた 木像 は消 えか かっ た 顔で 沈黙 のま ま︑

つかっ たん じゃ ない ︒な のに︑ 何な んだ ？

確か に横 切っ た︒オ レの 車の 前を︒道 端に 立っ てる もの にぶ

﹁：： ぇ？ ：： ：﹂

いだ︒ 風雨 で削 られ たの か目鼻 立ち は分 から なく なっ てる ︒

さっさ とこ こか らい なく ならな いと ︒ア クセ ルを 踏む んだ ！
バック ミラ ーを 見た ︒さ っき から 全く変 わら ない 場所 に全 く
変わら ない 形で 横た わっ てる ︒死 んで る ︒絶 対に死 んで る ︒オ
レは人 殺し だ︒さ っさ と逃 げる んだ︒オ レの 人生 がメ チャ メチ
ャにな る︒こ れま で築 いて きた 信用も 台無 しだ︒もう 二度 とあ
いつに も相 手に して もら えない ︒本当 に別 れる 事に なる︒アク
セルの 上に 置い た右 足に 力を入 れよ うと した ︒

どうな った ろう︒木像 を轢 いた って大 した 罪に もな らな い︒捕

オ レは 車か ら降 り て来 たけ ど︑ もし も降 り ずに 逃げ てた ら︑

足を離 し︑ ドア を開 けた ︒

まる事 もま ずな い ︒でも ︑逃げ たら ︑木 像を 轢い たな んて 分か

クソッ ！
確か める だけ だ︒ 生 きて るか 死ん でる か ︑確 かめ るだ けだ ︒

らなか った ︒人 を轢 き殺 したと 思っ てた ︒
不注 意で 轢く のは 過ち だ︒

死んで たら 逃げ よう ︒そ うすれ ばい い︒ 生き てた ら： ：
いや︑ この まま もう 一度 ︑車に 乗っ て走 り去 った 方が ︒
こ んな 時間 に子

でも︑ もっ と罪 深い 過ち がある ︒

より にも よっ て︑子供 を轢 いたの か？

血 は流 れて ない みた いだ ︒

オレ はポ ケッ トか ら携 帯電話 を取 り出 した ︒も う寝 ちま って

車を降 り︑近づい てい く︒そん なに大 きく ない ︒小柄 だ︒子
供？

供が夜 道を 歩い てた って のか？

数回の コー ル音 の後 ︑聞 き慣れ た声 が出 た︒ 起き てた ︒

る︒ それ でも メー ル じゃ なく て︑ 自分 の肉 声 で伝 えた かっ た︒

しない とい けな い︒そ れは 分か ってる のに 走れ ない︒足に 力が

﹁あ： ：オ レ︑ ：： ：： さっき は： ：： ごめ ん﹂

恐る恐 る近 づい てい く︒助け るに しても 逃げ るに して も早 く
入らな い︒ ガク ガク する ︒息苦 しい ︒
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