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しげな だけ に見 えた︒魅力 的な 大きな 瞳も 心な し潤 んで︑道行

く 人 々の 姿 を 手 の 届か な い も の でも 見 上 げ る様 に 見 つ め てい
る︒

もし かし て ︑そ う思っ た私 は ︑複 雑な 気分 になっ た ︒声 をか

ける べき か︑ それ と もや める べき か︑ 躊躇 し た挙 げ句 ︑一 度︑

私は或 る高 原を 訪れ た︒定 職に はつけ ぬも のの︑何と か不 定
期に仕 事に あり つい て貯 めた雀 の涙 ほど の金 を胸 に︑叔父 の家

その子 の前 を通 り過 ぎた︒暫く 歩いて から︑どう して も気 にな

去って いく あの 子を 見つ けた︒何も考 えず︑本能 的に 走り 出し

回し︑地 面に 落ち た煙 草の 吸い 殻を見 る様 に︑と ぼと ぼと 歩き

いな いと なる と ︑無性 に後 悔す る ︒会 いた くなる ︒周り を見

って振 り向 くと ︑そ の子 はいな くな って いた ︒

を宿に した 貧乏 旅行 だ︒
既に 紅葉 も散 り始 め︑寒々 とし た枝が 骨格 標本 の様 に連 なる
並木道 を歩 く︒横を 図体 の大 きな レジャ ー車 やア メリ カ製 の大
型バイ クが 排気 ガス を撒 き散ら して 通り 過ぎ る︒
歩き 疲れ︑少し 火照 った 体を 休める つい でに︑土産 物屋 を兼

て追い かけ た ︒誤 解かも しれ ない ︒そう であ ってほ しい ︒馬鹿

にされ て終 わる だけ だ︒もし も ︑誤 解で なけ れば ︑私 が声 をか

ねた休 憩所 に入 る事 にし た︒
駐車 場の 車の 合間 を抜 け︑そ こに あの 子は いた ︒

こそ黙 って 見過 ごす 事は できな い︒

けるの は良 い事 なの か自 信はな かっ たが︑だと すれ ば︑だ から

麗でも ない が ︑気 になっ たの は ︑今 ︑考 えて みる と外 見の 美貌

﹁ねえ ︑待 って ﹂

最初 に目 につ いた のは︑その 子の美 しさ だっ た︒豪 奢で も華
とは違 う引 力だ った のか もしれ ない ︒さ らさ らし た黒 髪と 白い

私 が声 をか ける と ︑最 初は 自分 だと は気 付 かな かっ たの か︑

暫くし てか ら︑そ の子 は振 り向 いた︒そ の瞳 は遠 くか ら見 た時

肌が明 確な 対照 とし て印 象に残 る ︑そ の子 は ︑しか し ︑な ぜか
この晩 秋に 白い ノー スリ ーブを 着て 両腕 を抱 き︑おと なし く駐

よりも 遥か に胸 を刺 す光 を投げ かけ てく る︒

別 荘地 で遊 ぶ者 た ちは ︑時 に可 愛ら しい 人 間を 連れ てく る︒

捨て られ た︒

たどた どし く罪 悪感 を覚 えつつ 私は 聞い た︒

動 悸が 激し くな り ︑二 の腕 の血 管が 脈打 つ のを 感じ なが ら︑

車場の 端に 座り 込ん でい た︒はっ きりと した 顔立 ちは 付近 の別
荘地に 出入 りす る裕 福な 家庭の 娘を 想像 させ る︒私に は手 の届
かない ︒だ が︑ 何か 違う ︒
その 子は 季節 外れ の服 装で独 りで 座り 込ん でい る︒表情 には
元気が まる でな く︑それ も憂 いの ある令 嬢と 言う より も酷 く淋
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が︑種類 はと もか く︑見た 目が 良く て小 さめ のもの ばか り ︒風

責め る事 も︑ 頼る 事も なく︒

その 子は 潤ん だ瞳 で私 を見て ︑そ して 無言 で去 って いく ︒

た連中 と同 類に 卑し い言 い訳を 自分 に唱 え続 ける ︒

景 以 外に は 土 産 物 屋か 中 途 半 端 な博 物 館 く らい し か な い 別荘

何の 期待 もな く︒

町で買 って きた 愛玩 用の 人間だ ︒一般的 にコ ーカ ソイ ドが 多い

地では︑えて して 暇を 持て 余す 彼らは 人間 を可 愛が り︑こ この
快適 な環 境で 野原 を 駆け 回っ て十 二分 にス ト レス を解 消す る︒
そして︑人間 を捨 てて 町へ と帰 ってい くの だ︒住 宅事 情の 悪い
町では 人間 を飼 うの は難 しいし ︑そもそ も多 忙な 日々 に世 話を
するの も面 倒だ から だろ う︒叔父 が ︑そ う言 ってい た ︒信 じら
れなか った ︒
叔父 から 聞か され た聞 くに耐 えな い話 が︑今︑目の 前にい た︒
その 綺麗 な姿 から して︑つい 最近︑捨 てら れた ばか りな のは
明らか だ ︒本 人に 話を聞 くだ けで も ︑何 か後 ろめた いの に ︑そ
れがい つで ︑ど んな 連中 だった のか ︑そ んな 事は 訊け なかっ た︒
話し かけ るべ きで はな かった だろ うか ︒
所詮 ︑私に は何 もでき ない ︒何も して あげ られな い ︒い くら
同情し ても︑気持 ちは 何の 救い にもな らな いの だ︒私 もま た都
会の真 ん中 に住 み ︑まし て ︑定 職を 持た ず︑自分 の日 々の 食事
でさえ 満足 に用 意で きな いと言 うの に︑他の 世話 をす るな どで
きそう にな い︒
何と かし てあ げた い︒ でも︑ 何も でき ない ︒
いや︑多 分︑何 かで きる のだ ろう︒我が身 可愛 さを 捨て れば ︒
だが︑そ れが でき ない 意気 地な しの自 分も また︑この 子を 捨て
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