『地雷』ⓒ大島行雲
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地平線 の向 こう まで 続く 長い一 本道︒舗装 はさ れず︑あち こ
ち凸凹 にな って ︑所 々︑ 赤黒い 水溜 りが でき てい る︒
道の 脇に は簡 素な 標識 が無造 作に 立て られ てい た︒髑髏 の絵
が描か れて いる ︒交 通標 識では ない ︒地 雷注 意の 標識 だ︒
路上 には 五人 の男 女が いた︒
ごつ ごつ した 顔で 軍服 を着た 中年 男性 ミノ ルは ︑震 える 右手
を左手 で押 さえ ︑何 やら まくし 立て てい る︒
軍人 より も幾 らか 若い 中年女 性ト ミコ は︑それ を黙 って 見て
いる︒
背が 高い 若い 青年 テツ ゾウは ︑軍人ミ ノル を気 にす る素 振り
を見せ なが らも 路面 に向 かって 笑っ てい る︒
小柄 で髪 の短 い少 女マ キコは ︑そんな 三人 の様 子を 複雑 な面
持ちで 見つ めて いた ︒
そし て︑四 人か ら離 れた 場所で 瞼を 閉じ︑杖を 手に した 老人

散らす ︒

﹁たし かに 攻撃 され てき た時を 考え ると ︑こ こに 地雷 を敷 設す

ること は必 要だ った のか も：： ：﹂

中年 女性 トミ コが 納得 顔で頷 いた ︒

お互 いが 徹底的 に話 し合 って ︑衝 突を 避け るよ

﹁うぅ ん︑で も︑ま ずは 武力 じゃ なくて 平和 的解 決が 大事 じゃ
ありま せん ？

うにし ない と： ：： ﹂

笑顔 で反 論す る青 年テ ツゾウ を見 て︑少女 マキ コは 口を 開き
かけた が︑ 途中 で止 めた ︒

そし て︑四 人か ら離 れた 場所 で瞼を 閉じ︑杖を 手に した 老人

が髑髏 の標 識に 開い た弾 痕を指 でな ぞっ てい た︒

おま えら︑

や ら れ る 前に

﹁そん な甘 いこ と言 って たら ︑侵 略され ちま うぞ ！

あ ん なク ソ 野 郎 ど もの 奴 隷 に な りて え の か ！

ハ

やる ぐら いの 気迫 が なく て︑ どう すん だよ ︒ やつ らが 来た ら︑

地 雷 原踏 ん で ︑ バ ラバ ラ の 肉 の 切れ 端 に し てや ん だ よ ！
ッ！﹂

軍人 ミノ ルは 大袈 裟な 身振り を交 え︑他の 人々 に威 勢良 く言
い放っ た︒

﹁いや︑侵略 され るの は困 りま すけど︑やっ ぱり ここ は話 し合

が地平 線に 向か って 立っ ていた ︒
﹁北が 攻撃 して きた ら︑どう する ？

いを︒彼 らだ って 話し 合え ば分 かりま すよ︒同じ 人間 なん です

お まえ らだ って 家の 玄関

には鍵 をか ける だろ う︒台所 にゴ キブリ ホイ ホイ を仕 掛け るだ

から﹂

困り 顔で 言う 青年 テツ ゾウに ︑中年女 性ト ミコ が首 を縦 に振

ろう︒ 地雷 は重 要な 武器 なんだ よ﹂
軍人 ミノ ルは 手に した 焼酎の 瓶を 喇叭 飲み して ︑皆 に怒 鳴り
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る︒

の先を 追い ︑そ の意 味を 知った ︒

地面 に僅 かに 人工 物の 突起が 顔を 出し てい た︒地 雷だ︒危な
く踏む とこ ろだ った ︒

﹁そう です よね︒彼ら だっ て同 じ人間 です よ︒話 し合 うこ とっ
て大事 です よね ﹂
﹁え？ ﹂

﹁：： ：大 事に しな さい ：：： ：﹂

すると ︑瞼 を開 いた 老人 が︑彼 女に 微笑 んで 言っ た︒

思わ ず少 女マ キコ は顔 を上げ た︒

﹁：：：あの ︑で も ︑地 雷って ︑敵だけ がや られ るも のじ ゃあ
りませ んよ ね： ：： ：﹂
少女 マキ コが 言っ た︒
﹁それ もそ うね ︒難 しい わね﹂
中年 女性 トミ コが 顎に 手をや って ︑考 え込 む︒
﹁とに かく︑こん な炎 天下 でう だうだ 話し てて も始 まら ん︒ど
っか涼 しい とこ へ場 所移 すぞ！ ﹂
軍人 ミノ ルの 鶴の 一声 に︑青年 テツゾ ウと 中年 女性 トミ コが
従い︑ 町へ 向か って 歩き 始めた ︒
どう した もの やら 躊躇 い顔で ︑少 女マ キコ は周 囲を 見回 す ︒
そし て︑四 人か ら離 れた 場所 で瞼を 閉じ︑杖を 手に した 老人
が︑地 雷原 に足 を踏 み入 れよう とし てい た︒
﹁あ！ ﹂
危 ない です よ︑そ こに は地 雷が ：： ：﹂

慌て て少 女マ キコ は老 人に駆 け寄 り︑ 彼の 左肩 を掴 んだ ︒
﹁待っ て！

老人 の横 に立 とう とし た少女 マキ コを ︑老 人が 不相 応に 強い
腕力で 強引 に止 めた ︒
﹁？﹂
少女 マキ コの 足下 を老 人が見 つめ てい る︒彼女 が老 人の 視線
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