ネ オ ンライトに沈 む月
真芽

ったんだ、あ の頃は

」

ど こか懐 かしむ様 子で、
男 は飲 み屋 の店主 に語りかける。

強 面 の店主 は黙 ってそれを聞 いていた。

「
それが今 はどうだ。ど い つも こい つも会社を守 ること し

の中 に いたるま で大まかなも のは木造 で、 おまけに天井 へ

店 の出入り 口である扉 から、戸棚や カウ ンターと い った店

い居酒屋だ。

く、 この中年 の男 の他 にはカウ ンター の端 でぼ そぼ そと枝

男 の語気が少 し荒 くな る。だが幸 い店 の客 は普段より少な

みてぇな古 い人間は いらな いんだとさ」

ぇ

か考えち ゃあ いね ぇ、自分を守 ること しか考えち ゃあ いね

吊るされた埃 まみれ の電球 は昔さながらと い った有様だ。

豆を食 べながら静 かに酒を飲 んでいる細身 の男性と、 そ の

鍾柳亭と いう名 の飲 み屋がある。都会 には場違 いな、古

蛾や名前 もわ からな い小虫などが飲 み屋 の看板が放 つ黄色

男性 の二 つほど離れた席 で つまみも頼まず 日本酒だけをぐ

！ おかし いとは思わな いか？ 挙句 の果 てには俺

い光 に寄 せられ て、 そ の真 下 の コンクリート へ骸 の山を築

！」

！ 誰 のおか

いぐ い飲 む厚化粧 の若 い女だけだ。

げ で今 の会社 に勤められ てると思 ってるんだ

「
誰が会社を大きくしたと思 ってるんだ

いている。
そんな客足 の少な い飲 み屋にそ の男 は いた。中央 に近 いカ
ウ ンター で、酒を飲 んで酔 っ払 って いる スー ツ姿 の中年 で

男が座 って いるカウ ンター の周りには、中 の空 にな った

徳利が数本と小さな お猪 口が転が っている。男 の顔もかな

あ る。
男 は瓶 ビー ルをちびちびとガラ スの コップ に注ぎながら、

がまわ ってきた のか、だ んだんと言葉数が少なくな って い

そ のあとも中年 の男 はぐちぐち文句を言 って いたが、酒

り赤 い。どうやらす でにかなり呑 んでいるようだ。
仕

独 り言 のよう に愚痴を こぼす。
「
俺が若 い時 は働 いていた会社がまだ小さく てな ぁ

事 はそれなりに辛 か ったが、 それ でも活気があ って楽 しか

それ でもな お寝言 のよう に、もそもそ 口を動 かして何 かし

った。ついに男 はカウ ンター で突 っ伏 してしま っていたが、

ること のな い夜 の世界 で少年と少女 は出会 った。

夕闇 に少 しだけ似 ていて、明け方 から は程遠 い。陽 にあた

黙 って少年 は家 から出 てきた のだ。

ご めん、遅くな っち ゃ った」

ゃべ っている。
」

「
はぁー、 はぁー

昔 に戻れたらな ぁ

「
ああ

膝 に手を つき息を整えながら少年 は謝 る。

そ の気遣 いを無駄 にしな いうち に、少年 は少女 の手をと っ

「
じゃあ いこう か」

だけ少年 の心が痛 んだ。

を少年 は知 っているからだ。少女 の優 し い気遣 いに、少 し

こう いう場合、少女 は待ち合わせよりも早く来 ていること

それが嘘 であることに、少年 はすぐに気が付 いた。大抵

「
いいの、わたしもち ょうど今来たと ころだ から」

混濁 していく意識 の中、男 は無意識 のうち にそんな こと
を言 っていた。

月明かり の静 かな夜、少年 は叢を走 っていた。無造作 に
生えた雑草を踏 みしめ少年が向 か った のは、 い つか の日に
約束 した場所だ った。

て歩き出す。彼らが行 こうと している場所は、道なき道 を

！」

「
はっ

通 った先 にあ る小さな湖畔だ。昔 は夜 にな るとそ の湖畔 に

、は っ

湿気を纏 っているからな のであろう か。肺を出入りす る

多 く の蛍が飛んでいて、 それをよく見に行 ったも のだと い

道中 はもちろん話 に聞 いた通り の獣道 で、月明かり の下、

夏 の空気が、何 か重 いも のを身体 に取り込んで いるよう に
ど こで鳴 いている のかわ からな いが、暗闇 から は虫や蛙

容赦なく虫が少年たちを襲 ってくる。気づけば身体 のあち

う話を近所 の年寄 りに聞 いたから である。

など の声が無造作 に少年 の耳 へと入 ってくる。無論 こんな

こちがむず痒 い。 そんな状態 で暗 い叢を歩 いて いるうち に

少年 は感 じた。

時間帯 に外 へ出歩く ことなどは禁 止され ているから、親 に

不安 にな ってきた のか、少女 は ついに立ち止ま ってしま っ

夏夜 の風に水草 はゆら ゆらと揺らめき、水面に浮 かぶ は

少女が思わず感嘆 の声を上げ た のも無 理はな い。

今宵 の月。少女たち の追 い求 めていた景色が今 まさ に目 の

た。
「
ね ぇ。 こんなと ころま で来 て、わたしたち大丈夫 かな

！」

前 へと広が っていた のだ から。

いだろう。

か のよう に舞 っていた。数 は少な いも のの、蛍 に間違 いな

みがかか ったような美 し い光が、まるで月を祝福 している

少年 の目を奪 っていた のは水 辺に漂う光 の粒子。少 し青

「
すご い

？ 今 は蛍が いるかわ からな い って、あ のおばあち ゃん
言 ってたよ ？」
「
だ からそれを確 かめに いくんだろ ？ 大丈夫だ って、何
かあ っても僕が守 るからさ」
そ の力強 い言葉 に安心 した少女 はゆ っくりと少年 の手に
引 っ張られ て、再び足を踏 み出 した。
りで 一向 に湖畔 へたどり着 く気配もな い。 しま いには延 々

る。少女 に手を ひかれながら、少年 はゆ っくりと水 辺ま で

さ っきま で弱気だ った少女が、 そう言 って少年 の手をと

「
ね、近くま でい ってみようよ ！」

と同じ場所を彷徨 っているような気さえ してくる。 それ で

近づ いた。湖畔 の水 は、丸みを帯びた水底 の小石が月明か

だが少年たちが歩 いても歩 いても、 目に映る のは草ば か

も少年と少女 は見えな い先 の湖畔を目指 して、懸命 に歩を

そ の時偶然、 一匹 の蛍が少女 のそばを通り過ぎ、ふ い っ

りで透け て見え るほど澄んでいる。

い つだ っただろう か。ふと できた雲 の隙間から月 の光が

と湖畔 の方 へ飛んでい った。それがき っかけとな った のか、

進 めた。
さすよう に、 それは不意 に姿を現 した。 それと同時 に張 り

「
うー ん

僕 はここで いいかな」

「
ねえ、少 しだけ水 の中 に入 ってみな い？」

少女 はこんな ことを言 い出す。
！」

つめた緊張が途切れ て、 二人 の手は い つの間にか緩 んで離
れ ていた。
「
わ ぁ、きれ い

「
わっ

！ な にす るんだよ ！」

「
えー、なんでよー。冷 たく て気持ち いいよ ？」

ぱ しゃりと少年 の顔 へ水がかかる。だ る い夏 の暑さを癒
ふふふ

」

少年 の声 は、もう少女 には届 かな い。周り の蛍と同じよ

「
あはは

すような、 そんな冷 たさだ った。

少女 はしゃがんで、痩 せた手で湖畔 の水をすく った。湖
畔 の水位 は浅く、 おそらく少女 の膝 の高さよりも低 いだろ
う。
や っぱ り いい」

う に、少女も夜 の湖畔 で舞 いはじめる。 い つしか少年 の目

「
少年 は拒 む。現実 のも のとは思えな いほど幻想的な湖畔が、

に映る湖畔 の少女 は、さ っきま で隣 に いた少女とは違うよ

げ る。跳ねた水 しぶきが、 より強く月を揺ら した。

少女 は笑 いながら、水をすく っては空 に向 か って振 りあ

う に見え ていた。

底な し の深 い沼 のよう にも見えたからだ。
や めと いた方が、 いいよ」

「
じゃあ仕方な いね。私 は いくよ」
「

少年 は怖くな った。少女がそ の美 し い世界 に取り込まれ
て帰 ってこれなくな るような気が したからだ。
「
どう して？」

夕闇 から は遠 くなり、明け方 にはやや近 い。陽 にあたるこ

」

「

と のな い夜 の世界 で少年と少女 は出会 った。

「

さ ん、 お客さ ん ！ 起き てくださ い、もう店閉めま

月と蛍と少女 の夜だ った。

少年 は答えられな い。なぜ そんな気がす る のか、自分 で
もわ からな か ったからだ。
戸惑 っている間に、少女 はす でに片 足を湖畔 へと つけ て
いた。静 かな湖畔 に波紋が広がり月は揺れる。 そ の光景を
え い！」

前 に、少年 は動く ことが できな い。
「
ほら、全然大丈夫だよ。

目を覚 ました。酒 のせ いか、ずきずきと頭が痛 む。ぼ んや

ゆらゆらと揺れる感覚 と耳元 の低 い声と で、中年 の男 は

た。 そ の中 で独り、自分だけが取り残されたような気が し

街も、 い つしかビ ル群 の林立す る都会 へと変わ ってしま っ

常 に周りは変わり続け ている。あれ ほど 田舎だ った この

て いた。

りと した視界 であたりを見回すと、す でに他 の客 は 一人も

てき て、男 は思 い出す ことをや めた。

すよ ！」

いな か った。
「
お客さ ん、勘定願 います」
店主がそう言 った。 それに対して男 は何も言わず にさ っさ

の街が眠ることはもうな いのだろう。道行く人 々とすれ違

ネ オ ンライトに飾られた夜 の街 はまだ明る い。き っと こ

中年 の男が立ち上がると、 それを見計ら ったよう に強面 の
と勘定をすませると、ふらふらと した足取りで店を出 て い

いながら男が歩 いていると、ふと誰 かに名前を呼ば れたよ
そ の時、 この男が見た月は

。

うな気が して後ろを振 り向 いた。

った。
店を出ると多 く の人間が歩 いていた。 こんな真夜中 でも
都会 の人影 は絶えな いら し い。夏 の湿 った風に吹 かれ て、
男 は酒と頭痛 で茹 った頭が 一気 に冷 めていく のを感 じた。
雑踏 の中 で、男 は先 ほどま で見 ていた夢を思 い出そうと し
て いた。 人は時と して夢を見るが、 そ の内容を憶え ている
ことはほとんどな い。 この男も例外 ではな か ったよう で、
頭 の中 に靄 でもかか って いるか のよう に何も思 い出せな か
った。
ただ、昔 に戻 ったような胸 の高鳴 りだけが男 の中 で反響 し

