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夜は過 ごし やす くな った ものの ︑未だ日 中は 汗が 噴き 出る ほ
どに暑 い︒ 将之 は首 にか けたタ オル で額 を拭 う︒
働き づめ の毎 日に 一息 ついて ︑久し振 りに 実家 に戻 って 来た︒

去年︑将之 は昇 進試 験に 落ちた ︒同期 の中 で出 世の 道を 一歩

遅れる 事に なっ た ︒仕事 は面 白く ない ︒ただ ︑や らね ばな らな

いもの が目 の前 にあ るか らやっ てい る︒これ でい いと は思 わな

い︒そう は思 わな いよう にし てい る ︒だ が︑自分 は変 わっ てし

まった んじ ゃな いか と不 安にな る事 があ った︒だか ら︑帰 って

きた︒そ んな 彼の 目の 前に︑居間 に飾ら れた 父が 貰っ た勲 章と

が住む 東京 のワ ンル ーム・マ ンシ ョンの 冷房 の方 が部 屋が 狭い

けてい る気 がし てく る︒扇 風機 の風が 懐か しく て心 地好 い︒彼

して母 の出 して くれ た麦 茶を啜 ると ︑も うず っと ここ に住 み続

が腹立 たし い︒昇 進で きな かっ た事よ りも︑こう やっ て実 家に

など ︒古 い考 えか もしれ ない が ︑故 郷に 錦を 飾るま では ︒自分

帰っ て来 ない 方が 良か ったの かも しれ ない ︒逃 げ帰 って 来る

俺は 駄目 な奴 なの か︒

叙勲の 時の 写真 が誇 らし げに飾 られ てい る︒

事もあ って か︑ず っと 効き は良 いが︑扇 風機 には 扇風 機の 良さ

帰って きて しま った 事に ︒それ が俺 の駄 目な とこ ろな んだ ︒

年に一 回程 度し か帰 らな いのに ︑一度︑実家 の居 間に 腰を 下ろ

があ る︒ 実家 に冷 房 がな い訳 では ない ︒つ け てい ない だけ だ︒

銀 色の ビル と灰 色 のア スフ ァル トに 反射 す る太 陽を 受け て︑

草臥れ た鞄 と背 広を 持ち ︑汗 を拭 いなが らネ クタ イを 揺ら して

無意味 に電 力を 消費 して ︑た だ一 人暮ら しの 孤独 を紛 らわ せる
だけの 様な テレ ビや ステ レオの 音も ここ には ない ︒庭 の植 木で

仕事を する︒それ だけ して いて︑それだ けで 満足 でき れば いい

のに ︒満 足と か不 満とか がな いと ころ で ︒た だ︑我武 者羅 に戦

蝉が鳴 いて いる ︒
母 親は 久 し 振 り に帰 っ て き た 愛息 に 嬉 々 とし て 手 料 理 を準

って︒
それ で？

備しよ うと 台所 に詰 めて いた ︒姉 夫婦も 小学 生の 甥を 連れ て遊
びに 来て いる が︑ 今 は近 所の 公園 に遊 びに 行 って いて いな い︒

こん な事 をす る為 に大 人にな った のか ︒こ んな 事を する 為に

父の 様な 仕事 もで きな ければ ︑母の様 な女 と結 婚す る事 もで

どこ にい ても ︑何 をし ていて も︑ 自分 の愚 かさ が嫌 にな る ︒

上京し たの か︒ こん な事 をする 為に 帰省 した のか ︒

父親は 和室 で転 がっ て︑昼寝 の最 中だ ︒驚い た事に ︑かつ て息
子を息 子と も思 わな い様 な仕打 ちを 重ね た父 が︑帰っ てく る息
子の為 にと 家の 大掃 除を 始めて 精魂 尽き たら しい ︒
皆︑ 年を 取っ た︒
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きない ︒だか ら︑姉の 様に 幸せ には なれ そう にない ︒誰の せい
でもな く︑ 自分 の愚 かさ のせい で︒
十年 以上 も前︑寝起 きし てい た自分 の部 屋に 入っ てみ る︒い
つ帰っ てき ても いい よう にとで も思 った のか ︑将 之の 部屋 は出
て行 った 時と 殆ど 同 じま まだ ︒大 きな 学習 机 と背 の高 い本 棚︒
眩しい 陽光 が降 り注 ぐ窓 際に ︑色 褪せた ぬい ぐる みが 座っ てい
る︒くま のプ ーさ ん︒幼稚 園児 の頃 ︑玩 具屋 でこ いつ と目 が合
って︑絶 対に 買っ てく れと 母に せがん だぬ いぐ るみ だ︒い つま
でも捨 てら れず ︑そして ︑彼が 家を 離れ て上 京した 後も ︑両親
は彼を 捨て なか った らし い︒
勿論︑今 の将 之の 東京 の部 屋に ぬいぐ るみ はな い︒あ るの は
使い捨 てた 避妊 用具 ︒目 が合 うの は ︑ぬ いぐ るみで はな く ︑生
身の女 だっ た︒ が︑ それ も今は いな い︒
なぜ か ︑く まの プーさ んと 彼女 が重 なる ︒目が合 って ︑欲し
いとせ がん で︑ そし て置 いてい った ︒
俺は 駄目 な奴 なの か︒
現実 と戦 おう とし て︑現 実に 打ちひ しが れて︒人は 戦い 続け
られる のだ ろう か︒どん な戦 争も 長く続 くと 厭戦 気分 が漂 い始
めて ︑休 戦す る︒まし て ︑一 個人 が巨大 な社 会機 構に 挑戦 して
走り続 けら れる 訳も ない︒それ とも︑そ んな 考え は弱 者の 負け
犬が自 分を 正当 化し よう として いる だけ なの か︒
ただ ︑そ こに 在る だけ の風車 に戦 いを 挑ん で︑ 疲れ 果て て ︒

俺 は馬鹿 な奴 なの か︒
﹁お い︑ど う思 う？ ﹂

く まのプ ーさ んの 頭を 小突 いて みる ︒

何 も答え る事 なく ︑畳 にう つ伏 せに 倒れた ︒
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