『神隠し』ⓒ大島行雲

神隠し

ったの では ない︒いや︑帰る 途中 で事故 に遭 った のか もし れな

い︒それ とも ︑具 合が 悪い のか ︒電話に 出ら れな いく らい 衰弱

慌て て呼 び鈴 を押 す︒反 応は ない︒何 度も 押す︒反応 はな い︒

してい るの か︒

来なか った ︒い くら 待っ ても来 なか った ︒

女は︑どう にも 途方 に暮 れた︒残念な がら 彼の 部屋 の合 鍵ま

行雲

遅刻 常習 犯の 彼で はあ ったが ︑一時間 以上 も現 われ なか った

では持 って いな い︒独身 者ば かり のアパ ート で近 所付 き合 いも

大島

事など 今ま で一 度と して ない ︒携 帯電話 には 電源 が入 って るら

ないと いう 話だ から ︑隣 室の 住人 に聞い ても 何も 分か らな いだ

隣室 の呼 び鈴 を押 す︒反 応は ない︒何 度も 押す︒反応 はな い︒

ろう︒ いや ︑聞 くだ け聞 いてみ よう ︒駄 目で 元々 だ︒

しいが ︑何 度か けて も出 ない︒ 家の 電話 も同 じだ ︒
女は 途方 に暮 れた︒勿論 ︑怒 ってい る︒わざ わざ︑恋人 に会
う為に 広島 まで やっ て来 たとい うの に︑当の 相手 が待 ち合 わせ

迷っ た末︑彼の 実家 に電 話を かけた︒二人 の付 き合 いを 知っ

左も右 も二 部屋 とも 留守 らしい ︒ど うし たも のか ︒

てきた のは 彼の 方な のに︒遠距 離恋愛 を続 けて いる 以上︑どち

てはい るが ︑会っ た事は ない ︒母親 が出 た︒いつ も明 るく て親

場所に 現わ れな いな ど全 く失礼 な話 だ︒元 々︑会 いた いと 言っ
らが先 に言 い出 そう が︑お互 い会 いたい と思 うの は当 たり 前で

しげに 彼女 に話 をし てく れる人 だ︒事 情を 話す と︑何 も聞 いて

いつか ら干 され たま まな のだろ う︒

の窓を 見上 げる︒白い バス タオ ルが一 枚︑干 して あっ た︒一 体︑

アパ ート の前 にあ る小 さな駐 車場 の隅 に腰 掛け て︑彼の 部屋

話する と言 われ ︑そ れを 待つ事 にし た︒

いない と言 う︒声 が心 配そ うな 色を帯 びて いる︒調べ てみ て電

はあっ たが ︒
今 日は 日曜 で︑ 彼 の仕 事は 休み だ︒ 休日 出 勤な ど就 職以 来︑
一度た りと もな いと いう ︑或る 意味 ︑幸 福な 職場 で働 いてい る︒
それな のに︑なぜ︑現わ れな いの か︒何や ら心 配に なっ てく る︒
待ち合 わせ 場所 に来 る途 中︑交通 事故に でも 遭っ たの だろ うか︒
とも かく ︑ア パー トに 行って みる 事に した ︒
たまま にな って いた ︒今 朝の 新聞 ︑それ に昨 日の新 聞だ ︒彼は

親だ ︒嫌 な予 感が した ︒案 の定 ︑両親が 知る 限り の彼 の友 人や

出た のは 彼で も ︑彼の 母親 でも ない ︒男の 声だっ た ︒彼 の父

暫く 待つ と︑ 携帯 電話 に連絡 が入 った ︒

毎日︑き ちん と新 聞を 読む 性格 だから︑どこ か外 泊で もし ない

職場の 同僚 に聞 いて みた ところ ︑誰も 何も 知ら ない と言 う︒部

呼び 鈴を 押そ うと して 気づく ︒新聞受 けに 二つ の新 聞が 入っ

限り ︑起 こり 得な い事だ った ︒とな ると ︑途 中で 交通 事故 に遭
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の承諾 を得 なけ れば なら ないの で ︑もう 暫く 待っ てほ しい と言

屋に入 って 調べ た方 が良 さそう だが ︑そ れに はア パー トの 貸主

口の横 に転 がっ てい た︒

鹸︑シャ ンプ ーや リンス と一 緒に ︑季節 外れ の苺が 一個 ︑排水

う︒
女は 本当 に途 方に 暮れ た︒携 帯電話 を握 り締 め︑彼 の部 屋の
窓を見 上げ る︒ 白い バス タオル が秋 風に はた めい てい た︒
その 後︑部屋 の鍵 を開 けて もら って調 べて もら おう とし たと
ころ ︑益 々 ︑事態 は不 可解 にな って いっ た︒中で チェ ーン がか
かって いた のだ ︒中 に誰 かい ると 思って 声を かけ ても 返事 はな
い︒心配 した 挙句 ︑チ ェー ンを 切断 して 中に 入った もの の ︑彼
も誰も いな かっ た︒ 窓に も鍵は かか って いた ︒
台所 には 洗い 終え た食 器が置 かれ ︑携 帯電 話が アダ プタ ーに
嵌めら れた まま にな って いた︒着信履 歴に は今 日︑彼 女が 何度
もかけ た電 話の 前に は︑二日 前に 待ち合 わせ の確 認の 為に 彼女
がかけ た電 話が 記録 され ている だけ で︑その 間に は一 つも ない︒
元来︑彼 女と の連 絡以 外に は殆 ど電話 を使 わな い人 だっ た︒Ｃ
Ｄラジ カセ には ︑彼 が好 きだ った 浜崎あ ゆみ のア ルバ ムが 入っ
たまま で︑電 源が 付け っ放 しに なって いた︒部屋 の照 明も 付け
っ放 しだ ︒洗 面台 の 床に は脱 ぎ捨 てら れた 彼 の衣 服が あっ て︑
浴室の 照明 も付 けっ 放し だった ︒
浴室 には 水が 満た され ︑浴 槽の 縁にタ オル がか けら れて いた︒
そして ︑洗 い場に 場違 いな 物が 落ち てい た︒苺 だ︒洗 面器 ︑石
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