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真 夜 中 のラ ジ オ
行雲

世の 中は︑ぐる ぐる と回 ってい る︒悪 循環 とい うメ ビウ スの

環を ︒い くら 仕事 をして みて も ︑い くら 努力 をして みて も ︑所

詮︑何も変 わら ない どこ ろか 他人 を余計 に不 幸に して いる 気さ

えする ︒思 いや りの ある 世間 は彼 らを批 判せ ずに 微笑 んで くれ

大島
何もす る気 が起 きな い︒
る︒

しか し︑問 題は 解決 しな い︒ア メリカ では 顔の 見え ぬ狙 撃者

仕 事で 失敗 をし で かし た︒ 上司 に怒 られ る ほど では ない が︑
褒めら れる 事と は程 遠い ︒自 棄酒 と言う かス トレ ス解 消の 為に

が︑無差 別に 人々 を撃 ち殺 して いる︒学 校の 傍で 十三 歳の 少年

別に 彼に は関 係の ない 事だ ︒何 も社会 的な 事ば かり で悩 んで

飲もう かと 思っ たが ︑い つも の飲 み友達 は誰 もが 残業 で会 えな
が悪い 訳で もな く︑自 分が 悪い から腹 が立 つ︒残 暑の 暑さ も過

いる訳 では ない が︑そ んな ニュ ースを 見る 度︑無 力感 は増 して

が叔母 の目 前で 撃た れ︑ 瀕死の 重態 だと 言う ︒

ぎ去っ て︑漸 く過 ごし やす い季 節が訪 れ︑体 は絶 好調 の筈 なの

いく︒何 をし てみ たと ころ で︑そ れを越 えた とこ ろで 人の 一生

いと言 う ︒仕 方な いと思 うか らこ そ ︑余 計に 不満は 溜ま る ︒誰

に︑心 は絶 不調 だ︒

は決ま って しま う︒安全 な筈 の観 光地で Ｐ４ 爆弾 が市 民を 襲う︒

飲み友 達に は会 えな い︒彼 は優 秀な社 員で はな い︒優 秀な 人間

最近 ︑パッ とし ない ︒昇 進試 験が 間近 だが ︑仕 事を 辞め よう
かと真 剣に 考え 始め てい た︒自分 は向い てい ない ので はな いか

もう 深夜 だと 言う のに︑夕食 を食べ てい ない︒外食 する 気力

でもな い︒

績は何 一つ とし て残 して いない 気が する ︒同 期の 友人 は社 内で

も自 炊す る気 力も な い︒ そも そも 何か をす る 気力 が全 くな い︒

と思え てな らな い︒思 い返 せば 返すほ ど︑他 人に 誇れ る様 な業
有名な ほど のホ ープ とし て見込 まれ てい る︒ピカ ソや ブラ ック

いて聞 けな い︒明 かり も点 けな い暗く 静か な部 屋の 中︑冷 蔵庫

こんな 時︑ス トレ ス解 消に 聞く ＣＤは︑プレ ーヤ ーが 故障 して

取り 残さ れて いる ︒成 長も進 歩も でき ぬま ま︒

の音だ けが 聞こ えて くる ︒

は二十 代で キュ ビズ ムの 境地に 到達 した ︒
それ なら ︑努 力す れば いい︒ でも ︑何 を？

ず︑それ でい て︑何も しな いで いる 事に 耐え られな い ︒何 かか

今夜︑何度 目か 数え 切れ ない 溜息を つく︒何も する 気は 起き

彼は半 世紀 前の 朝鮮 人強 制連行 を思 う︒彼ら は無 事に 祖国 に帰

ら逃れ たく て︑普段 は聞 きも しな いラジ オの スイ ッチ を押 した︒

世間 では 拉致 被害 者の 帰国の 話題 でも ちき りだ ︒そ れを 見て︑
れたの だろ うか ︒
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だった が︑ いく ら考 えて みても 該当 する 顔が 浮か ばな い︒

に︑なん てい うか ︑し っか りし てて ね︒安定 感が ある って 言う

﹃すご いな 〜っ て思 って ました よ ︒彼 ︑学生 の頃か ら ︑若 いの

いる︒

﹃よく 一緒 に映 画を 観に 行きま した ね ︒彼 ︑ヴィム・ヴェ ンダ

んです かね︒あん な風 にな れた らって︑ずっ と思 って たん だけ

どこ かで 聞い た声 が耳に 入っ た︒落 ち着 いた 声︒芸 能通 の彼

ースが 好き で︒
｢ リス ボン 物語 だと か﹄

｣

くなり 始め ︑転勤 もあっ て ︑会 う回 数が 減り ︑い つし か年 賀状

いた親 友が 吉岡 だ︒卒 業後 も何 度か会 って いた が︑仕 事が 忙し

生時代︑年間 百本 以上 もの 映画 を観た︒その 多く に付 き合 って

あの 人も ︑ぐ るぐ ると 回って いる ︒

自分も ︑ぐ るぐ ると 回っ ている ︒

世の 中は ︑ぐ るぐ ると 回って いる ︒

え？

ど︑私 はダ メだ な〜 って ﹄

の遣り 取り だけ の関 係に なって しま った︒そう 言え ば︑ラ ジオ

立ち 上が って ︑明 かり を点け た︒

吉岡︒学生 時代 の旧 友だ︒映画 好きの 彼は 時間 に余 りあ る学

の仕事 をし てい ると か何 とか ︑い つだか の年 賀状 に書 いて あっ
たのを 思い 出す ︒
あの 頃は 良か った ︒最 近 ︑そ う思 う︒そう 思う のは 今が 良く
ないと いう 事で ︑そうは なり たく ない と ︑若 い頃 ︑強 く思 って
いた︒今で も︑そう 思っ てい るが ︑それ でも ︑今 ︑あ の頃 は良
かった と思 う︒そう 思っ てし まう 自分が 後ろ 向き な気 がし て嫌
だった ︒
自分 は︑ぐ るぐ ると 回っ てい る︒悪循 環と いう メビ ウス の環
を︒昔か ら彼 は吉 岡に 憧れ てい た︒現実 的で あり なが ら夢 を持
ち︑自分 とい うも のを 忘れ ず︑そ れでい て他 人と の付 き合 いも
上手く て誰 から も好 かれ ていた もの だ︒彼は 吉岡 みた いに なり
たいと ︑ずっ と思 ってい た ︒そ して ︑彼 は何 もす る気 が起 きず
暗い部 屋に 寝転 がり ︑吉 岡は 夢を 実現し てラ ジオ でＤ Ｊを して
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