ね こまる の珈琲飲 んでる場合だよ。

ど、 カ フ ェイ ンは失われるら し い。だ から、朝 の体を起 こ

す 一杯と して、僕 は モカを強く勧 めた い。 コー ヒー の苦味

朝、起きる。時計を見る。十時十五分をさ している。今

ょ っと した知識人気取りも、心休まるはずだ。 ゆ ったりと

追 いながら、社会と 一時疎外された自分を感 じて飲 む。ち

モカ のある朝 には新聞が いいだろう。社会 の動向を目で

ね こまる

日は 二 コマあ ったな ぁ ……
と頭 の片 隅 でグ ルグ ル回 しな
がら、次 には急 いで用意を始 めるだろう。

した時間 の中 で、 日 々他人と比較 し続け、磨耗 してしまう

が苦 手な人でも、き っと楽 しめることだろう。

心に余裕がなくな ったとき こそ、落ち着 いて電気ケト ル

優越感を回復す ると いい。 それは決 して恥ず べき こと では

０

のスイ ッチを入れよう。 ミ ルを回しながらお湯を待 って い

な いから。

休 日 の朝 には喫茶店を選ぶ のも いい。僕 の地元では、 モ

２

るうち に、 二 コマは始ま ってしまう。 しかし、茶色 の粉末
にお湯を注 いで、 それがぷ っくりと膨らんでくる頃には、
焦 りはど こか へ去 ってい った ことに気づく。

ー ニング の文化が強く根付 いている。朝 の時間 に喫茶店 に

て来 る のだ。 これが定番 の組 み合わ せな のだが、喫茶店 に

密や かな楽 しみと安堵とが混ざ り合 って、 一言、
１

きたり、卵が スクラ ンブ ル エッグだ ったり、時 にはホテ ル

行くと、 バターを塗 った厚切りトー ストと、 ゆで卵が付 い

朝、起きる。眠 い。もう学校行きたくな いよ ……
そんな
ときには、上質な モカを 一杯。芳醇なそ の香りが、き つい

のビ ュッフ ェに劣らな いプ レートが運ば れ てきたりす る の

「
珈琲飲 んでる場合だよ。」

坂を登る原動力。 モカは酸味 の強 い珈琲。苦味 の強 い珈琲

だ。

高校時代、貧乏学生 の幸福な 日曜 の楽 しみが、 よく通 っ

よ って モー ニング の内容 は変わ ってくる。サラダが付 いて

よりも、実 はカ フ ェイ ン量が多 い。酸味と苦味 のバラ ンス
は、焙煎 の深さが関係 していて、焙煎を深くすればす るほ

を開 いていた。何も思 い つかな い日もあ った。 それ でも、

ブ ルに つくと、 モー ニングを待ちながら、 アイデ アノート

もな いのだが、僕 はそ こが妙 に気 に入 っていた。僕 はテー

変わ ったも のではなく、変わ った珈琲を出 して いたわけ で

て いた喫茶店 のモー ニングだ った。 そ のモー ニング は特段

ち いい。

甘 いシ ロップが透明な氷にかかる様を、想像す る のも気持

くる苦味がどうも苦 手と いう人は、ガ ムシ ロップをどうぞ。

たら、少 し熱 の残 るグ ラ スを ステア。 これ で完成。ぐ っと

と、氷が溶ける小気味 いい音が聞 こえ てくる。抽出を終え

れ てくれた 一杯 は美味 し いし、 モー ニングもあればな お い

喫茶店 は空気を楽 しむも のだ。もちろん、 マスターが淹

っくり、 ゆ っくり抽出される のだ。抽出後 の珈琲 は、氷を

常 温 の水をセ ットす ると、水が少 しず つ豆に滴 下して、 ゆ

抽出法もある。大きな砂時計 のような器具 に、挽 いた豆と

このよう にオ ン ・ザ ・ロックで作 るほか、水出 しと いう

い。 しかし、 それ以上 に喫茶店 の持 つある種 の厳 しさ、香

入れ て飲 む のも いいし、 パ ンで温め て飲 む のも いい。時間

この時間は僕 にと って大きな意味があ った。

り、加え て閉鎖的な コミ ュニケー シ ョンの心地よさが、僕

をかけ て飲 んでも、 ほか の抽出法と比べて風味が損なわれ

づら い。器具が高価な のが難点 ではあるが、き っと珈琲 の

を惹き つける のだろう。
３

イ ス珈琲。 豆はできるだけ深煎 りで、苦味 の強 いも のを セ

てはたまらな い。外 に出よう。 そう決意 して作 る 一杯、 ア

いた部屋 でご ろご ろ。 そんな 日も いいが、 これが毎 日続 い

に出る気も ついでに持 って行 かれたよう に、 クーラー のき

ボデ ィの強 い深煎 りな豆 の香りが、僕 の鼻 に飛び込んでき

る西門 の駅近くにある老舗 の喫茶店。店内 に入ると、まず

修 にかこ つけ て、台湾 に滞在 していた。台北 の繁華街 であ

茶店 の話を した い。今年 の二月から三月 の間、僕 は語学研

ここで、台湾 で出会 った水出 し珈琲を提供 してくれる喫

楽 しみを広げ てくれることだろう。

レクト。 い つもより多 めに挽 いて、氷を い っぱ い入れたグ

た。 そ の強 い珈琲 の香 は、店内 の至る所に置 いてある、大

夏 の情熱的な太陽 は、僕 の情熱ま で吸 い取 っていく。外

ラ スの上 に、ドリ ッパーをセ ット。少 しず つ抽出 していく

やら、先払 いら しか った。

度 もオーダーす ると、店員さ んは右 手を出 してきた。どう

黒的 ！ （
アイ ス珈琲、ブ ラ ックで）」と、適当な中国語 で何

に圧倒されながら、 カウ ンター席 に案内される。 「
氷珈琲、

型 の水出 し器具 から放たれたも のだと分 か った。 そ の空気

独な 一息 でも、安堵 に変え てしまう魔力。珈琲 には、 そ の

体をオ フにす る時間を、珈琲が作 り出 してくれる のだ。孤

くは、とるに足らな いことだ ったと思え るよう にな る。身

に珈琲があれば、どんな憂鬱な ことも考えず に済 む。も し

くれる。 いわゆる 「コー ヒー ・ブ レイク」だ。時間 の中心

豆 の香りに、豊 かな苦味 に、身体を委ねる のだ。

力がある。

通 った。僕を惹き つけた のは、まろや かで濃厚な水出 し珈

ほら、楽園はここにある。

僕 は結 局、台湾 で の三週間 のうち に、 この喫茶店 に六度
琲だ った。とろみすら感 じる抽出液を 口に含 むと、 し っか
りと した苦味が脳を刺激す る。 それは長 い時間をかけ て、
ゆ っくりと抽出す る水出 しだ から生まれる味わ いだ った。
４
珈琲、特 にホ ットは風味が損なわれる のが早 い。抽出後
十分も飲 まず に いたら、 豆 の特色すら分 からな い、ただ の
苦 い水 にな ってしまう。 しかし、焦 って飲 んでも味 の深 み
を楽 しむ余裕がなくな ってしまう し、喉を焼 いてしまう か
も しれな い。 ゆ っくりと少 しず つ、 そろそろと歩をすすめ
るよう に飲 もう。珈琲 のある空間を楽 しんでいたら、冷 め
切 ってしまうま で放置す ることはなくな るだろう。
珈琲 は精神的な ゆとりだけ ではなく、時間的な ゆとりも

