晦 の夜 に
白洲穂澄
重 々しく鐘が鳴 り渡 る。 浜辺を濡ら した白波が、束 の間
まさご

跡を留めて真砂 に消え るよう にして、音響 は雲間 へと吸 い
込まれた。

痛 みすら覚え る。雪が降 る、などとは予想 していな か った

のだ。当然、傘 は持 っておらず、頭 の上 にはう っすらと雪
が積も っている。

コート の襟 で持ち上げられ、膨ら みを帯びた髪 の隙間を
晦 の冷気が吹き抜けた。
「
…………」

微 かな声と共 に吐き出された吐息 は白く染 まり、彼女 の

てんが い

星 のな い夜 である。厚く連なり天蓋をなす雲が、悠久 の

頬を撫 で つつ立ち上 った。雪越 しに ヒー ルが道 を打ち鳴ら

雪 は道 々に降 り積もり、 ひび割れ薄汚れた ア スフ ァルト

絶妙 の茹 で具合 で差 し出される出来立 て の蕎麦。出汁 の豊

帰 ったら年越 し蕎麦。外 から帰 って来 て冷え切 った体。

あ ん てん

瞬きを覆 い隠 し、 そ の代わりとば かりに白雪 でも って闇天

の路 面を、 この時を迎え るに相応 し い装 い へと塗 り変え て

かな香りをかす かに伴 って立ち上 る湯気。 ひとたび啜れば

す規則的な音だけが刻 々と時を告げ る。

いる。老人ば かり の住宅街だけに、夜 にな って降 り積も っ

口腔 に充満 して有 り余 る蕎麦 の風味が鼻 孔にま で及び、食

を賑わす。

た雪 に無粋な轍が刻まれることもなく、まさ しく正装と い

道 を温め つつ緩や かに胃 へと落ち る。

そ こに合わせる のは上燗 の日本酒。 日本酒を愛 してや ま

った趣 である。
い つもなら この塀 の上 に猫が いる のに。 そんな ことを思
息が、白 い。駅から徒歩十数分。耳 は赤く、冷え切 って

し出される雰囲気。今年 一年 の出来事を振 り返り つつ、 し

と。 この際大事な のは酒 の味 よりもむしろ、酒 によ って醸

な いわけ ではな いけど、や っぱ り大晦 日は和風 で行 かな い

感覚がな い。頬も仄かに染 まり、 石にな ったよう に固ま っ

みじみと語ら いお猪 口を傾ける。

いながら、彼女 は歩 みを進 めた。

ている。染 み込んだ水 に体 温を奪われ て、もはや 足先 には

向 か いには少 し疲れたような表情 の彼氏。十人並 み の
顔 で背も普通。 別に頼れるわけ ではな いけど、な んだ か落

し い。 「
運命 の女神 は前髪 しか持たな い」
。もはや運命 の女

神 は彼女 の前を通り過ぎ てしま った のだろう。

な る。 目 つきもだんだんト ロンと してき て、少 しく愚痴を

ポ ロンと ヒ ュアキ ント スの悲恋、ある いはゼウ スとガ ニ ュ

一年生。ギリ シャ ・ロー マの至高 の恋愛談

大学 に入学 した のはもはや遠 い記憶 で、今 は二度 目 の

言 ったかと思うと、やが て瞼が下りてくる。すぐに コクリ

メデ スの歳 の差 の愛

ち着 く。彼 はあまりお酒が強くな いから、すぐに頬が赤く

コクリと首が上下しはじめ、 一〇分少 々で全身が緩 み、机

無縁な四年間を過ご してしま った。

に のめり込むうち に、終ぞ異性と

例えば、 ア

に突 っ伏 して穏や かな寝息を立 て始 める。 そんな彼が風邪
そ こま で妄想 して、彼女 はふと我 に返 った。男 日照り

とば かりに煽 りに煽 り、優雅 に帰省 して、歳 の離れた従姉

嗜む同志が必死に卒論を仕上げ ていると ころを高 み の見物

昨年 は愉快な年末だ った。就活に難航 した西洋古典を

時間が長すぎ た の

を ひかな いよう にと、 そ っと毛布を掛け……。
の

妹 に至上 の愛 に ついて の英才教育 を施 していた のだ から。

き付けられた のかもしれな い。ともかく、今 は人 の身 に相

る幻想 には三下り半を叩き付け ている。 いや、あ る いは叩

たし、と内心言 い訳をす る。す でに彼女 は、 「
王子様」な

でも、頻度 こそ激増 したけど、内容 は随分と丸くな っ

どす黒 い言葉を投げ捨 てて、彼女 は歩 みを進 めた。

「
はぁ……首 吊りた い」

んと不毛な年末だろう。

でバイト。帰れば冷え切 った暗 い部屋が迎え てくれる。な

それが今年 はどうだ。大晦 日ま でバイト。朝 から晩ま

いわゆる 「
喪女」と して の

か、気を抜くと つい ついそう いう妄想 に走 ってしまう。

応 し い幸 せを、健全な肉体 に健全な魂 が宿 るよう にと祈 る

公園に差 し掛 か った。家 ま であと数分 である。
紅白。

帰 ったら蕎麦。帰 ったら酒。帰 ったら こた つ。帰 ったら

程度 の、ごくご くありきたりな幸 せを望 んでいる。
それな のに、なぜ ！ と、 人 の身 に余 る怒 りを覚えず
には いられな い。古代 には、 このような考え方があ ったら

お題目 のよう に脳内 で繰 り返し つつ、彼女 はちらりと公

虚 ろなそ の男 は、普段は猫たち のド ンが坐す ベ ンチに

て、な にやら会議 でもして いるか のよう に額を突き合わせ

何 かが、彼女 の足に触れた。猿 であ る。まだ幼く、雪 玉

「
ひ っ……！」

腰掛け、雪 の積もりゆく様を眺めていた。

ている のだが。

と見紛うば かり の純白 の矮躯。雪 に肘ま で埋もれ てひょこ

園に目をや った。 い つもなら、夜更けに猫たちが集ま っ

「
いな い……」

ひょこと歩くそ の姿 は、雪 の夜 には心許な い。

あろう。

彼女 の方 へ向け ていた。ご く小さな悲鳴を聞き取 った ので

と、彼女が猿 に気を取られ ている間 に、虚 ろな男 は顔を

や はり この雪 で会議 は延期 にな ったようだ。猫 はこた つ
で丸くな る生き物な のだ。なら しかし、 一体 このような荒
天時 に猫たち はど こに消え る のだろう か。
ぼ んや りとそ のような取り留めもな いことを考え始 めた

は、あまりにも小さ か った。 しかし、眼窩 の影 の奥 にあ

目が合 った。 そ の瞳 は、 公園 の入り 口から視認す るに

何 かが、 いる。

る、色 もわ からな いそ の瞳 と自ら の視線 がぶ つか っている

と ころ で、視界 の端 に違和感を覚えた。
正確 には、何者 か、と いう方が適切か。

事だけは、なぜだ か認識 できた。

口元 の影が蠢 いた。何事 かを呟 いたら し いが、両者 の間

『………………』

それは、 人 のような姿を していた。
しかし、彼女 はそれを直ち に人と認められな か った。
明ら かに、 そ の者 は異様な のである。
や か。色彩、存在感、す べてが消え 入りそうな ほど希薄 で

猿と目が合 った。幼猿 は甲高 い声 で鳴き、数歩前進 し、再

動くに動けず立ちすくむ彼女が少 し視線 を落とすと、幼

に吹 く寒風がそ の声を運び去 った。

ありながら、 しかし、 それにもかかわらず、強烈な存在感

び彼女を振 り返 った。

薄 い着物 のみを纏 い、雪風に舞う白髪 は豊 かにして軽

をも って視界 に存在 していた。

獣 に理性など望む べくもな いだろうが、 そ の理知的な瞳

も、私 の体 はそ のような快 ・不快を感 じな いから です」

「
いえ、寒さ は私にと って意味をな しません。と いう の

従 って、貴女が気 にす ることはありません」

「
そして、私 の地上 で の命 は間もなく途絶え るでしょう。

「
え っと……」

は、自分 に付 いて来 るよう に、と雄弁 に語 っているよう に
思えた。
去 ることも できず、 かと い ってそ のまま立ち続けるわけ
にも いかず、彼女 は躊躇 いがち にそ の幼猿 に従 った。誘わ

「
じゃあそんな訳に いかな いでしょ」

彼女 はやや 語気を強 めて言 った。

れた のは、怪男 子 の真 正面だ った。
「
貴女 には、私が見え ている のです か」

「
あなた、服は？ ていう か、家 は？」

あわ い

た ？」

「
え っと、 つまり、 ホー ム レス？ 大家さ んに追 い出され

す から」

私は今 日であら ゆる家 から追 い出されることにな っていま

「
服なら着 ています し、家ならありません。と いう のも、

読経 に従う木魚 の音 のよう に淡 々と して、硬と軟 の境界

に響くような声音 で問うた。彼女 へと注がれる眼差 しは、
ど こか茫洋と して覇気がな い。
「
それは僥倖」
や はり虚 ろな声調 で、彼 は喜び の言葉を述 べた。
「
最後 に地上 の子と言葉を交わせるとは、思 ってもみませ

いたたまれなくな って彼女 は 口を開 いた。

「
あ の、寒くな いんです か。雪、積も ってますけど……」

それ以降、彼 は彼女を見 つめたまま沈黙 した。

なりと喧嘩 して、締 め出された のかも しれな い。 見れば、

されることもありう るだろう。ある いは、恋人な り奥さ ん

のかもしれな い。 そうす ると、収入が途絶え て家を追 い出

ターか、ある いは何やら特殊な仕事 で日 々の糧を得 ている

男 は若く、 そ の見た目から してひょ っとす ると、 フリー

「
冬 は寒く、雪 は冷 た いも のです」

確 かに甲斐性 のなさそうな風貌を して いる。

んでした」

「つまり、寒 いと」

どちら にせよ、 このような情報 から は好人物 であるとは
言 い難 い。
「一方 では正しく、他方 では間違 って います。私が家を持
たな いのは、 そ のような世俗的な事柄 による のではなく、
より神聖な取り決めによ っている のです」

「
申、まず 手始 めに、 この人 の家 にでも宿 ってみてはどう
でしょう ？」
「
ち ょ、何を勝 手に……」

彼女がそう反駁す るよりも速 く、申 は彼女 の肩 の上 で飛

び跳ね つつ甲高 い鳴き声を上げ た。

さすがに彼女も、 この男 から何 か危険な雰囲気を感 じ始

神 に異常をきたしている変質者 の類 か、ある いは殺人者 か

るような人間は、先 ほども言 った通りまとも ではな い。精

こんな真冬 に薄着 で猿を連れ て公園 のベ ンチに座 ってい

めて いた。 ここま で真顔 で厨 二病 じみた、な にか異次 元 の

もしれな い。 たまに ニ ュー スで報道されるような、全く意

「
…………」

電波を受信 したような言動を できると いう のは尋常 ではな

味 不明な動機 から殺人を犯すような異常者と出くわ してし

ま った のだろう か。もしそうだと したら、どうすれば いい

い。
何 か精神系 の疾患 でもある のかもしれな い。彼女 はそ

に神経 に触れ てしま ったと したらどんな目にあう のだろう

のだろう。何が この男 の神経 に触れる のだろう か。もし仮

しかし、 一歩足を後ろに引くと、件 の幼猿がキ ッと甲

か。 こんな異常者 のことだ。き っと猟奇的な末路 に違 いな

のよう に考え てそ の場を立ち去ろうとす る。
高 い声 で鳴き、 そ の足に蛇が絡 み つくよう にして駆け上 っ

い。 いや、 よくよく考え てみると、末路と いう事 は、私は

死んでしまう のではな いか。 いや、当たり前だけれども。

た。
「
ひ っ、や、や めなさ い！」

そうす ると、 ニ ュー スにありがちな、被害者 の身 の上 の報

さる

も私 の身 辺を調 べる のではな いか。 そうすれば、私 のベー

道 が行われる のではな いだろう か。 いや、 それ以前 に警察

「
申 はあなたが気 に入 ったよう です。誰 にも姿を認めても
らえず寂 しか った のでしょう」
「
し、知らな いわよ。 こら、降 りなさ い！」

コンレタ スな趣味が世間にば れ てしまう のでは。 いや、 そ

がな い。もし仮 に、 「
霊感 のある人だけが見え る」とか い

のとは縁 のな い彼女 にそれが見え るはずもな い。

う類 のも のだ ったと しても、生まれ てこの方 そ のようなも

。

れだけはダ メだ。親 にも言 っていな いのだ から。 それだけ
は阻止しなければ

「
しかしながら、歳神 は招 かれた家 でなければ宿 ることが

できな いのです。昔なら、 この時期 にな ると、家 々が門松

「
あ の、聞 いて います か？」
「
え っ？ は い……」

を用意 して迎え てくれ ていたお蔭 で我 々も仕事が しやす か

いる のですが、 一軒も……昨年宿 った家 以外 には見 つけら

いのです。特 にこの地区はひどく、 日没以降ず っと探 して

「
ともかく、わたくし、 こう いうも のでござ います」

き のと ひ つじ

った のですが、近頃 ではど こも門松を出 してお いてくれな

二〇 一五年係 歳神

乙 未』

変質者 は 一枚 の紙切れを差 し出 した。 硬 い紙 で、な にや
干支 課

ら名刺 のような体裁をな している。
『天 季節部

「
はぁ……」

れな いのです。規則 で同じ家 には宿 ることが できませんか

「
あ っ、 い、 いえ。なんでもありません。なんでも」

「
ですが、我 々と言葉を交わせる貴女が現れ てくれた。門

「
随分と凝 った役作 りで……」

「
そう です か。 では続けますね。まず、 二〇 一五年 の担当

松と いう のは我 々を歓迎す る意を示すも のです。 したが っ

ら、我 々には行き場がな いのです」

であ る私は本 日をも って任を解 かれ、地上 に滞在す る権利

て、 ここで重要な のはそ の意思。 そう しますと、 そ の意思

「
随分と……え ？」

を失 います。 そして、 こちら に いる二〇 一六年担当 の申が

さえ確認 できれば、門松を据え ると いう儀礼的な行為 は必

「
そう です か」

してくだされば、問題 はす べて解決す る のです」

要な いのです。畢竟、貴女が申を受け入れると、 そう言明

そ の任を引き継ぐ手はずとな っています」
申が敬礼す る のを視界 の片隅に収め つつ、彼女 は胡散臭
そうな視線 を 乙未とやら に向ける。 いや、胡散臭 いのは間
違 いな いのだ。 そんな得体 のしれな いも のが存在す るはず

「
本来 は伏す べき こと ですが、 この際 です から教え て差 し
上げ ましょう。我 々歳神が宿 った家 には幸福が訪れる ので
す。 これは言 い伝え で語られるような気 のせ いで済 むよう
な曖昧なも のではありません。実際 に我 々天人 の権能 で、
貴女が潜在的 に持 つ様 々な幸福 の可能性を 一つだけ開花さ
せることが許され ている のです」
も のすごく役を作 り込んでるなー、などと考えながら、
彼女 は、蜜を垂らすよう にだらだらと続く彼 の言葉を、右
から左 へと聞き流す。
「
決 して場所も施 しも求 めませんから、どう か申を宿ら せ

「
これ で私も安心 して、始末書 のことを考えず に地上を離

れられますよ。ありがとうござ います」

「
ち ょ っと待 って。もしかして今、私 の家 に宿 ることが決
定 した の？」

「
は い。貴女が理解 のある方 で助 かりました。今後 一年、
申をよろしくお願 いしますね」
「
ち ょ っ……」

「
契約 は成立 しました。契約が破棄された場合、貴女 には

祟 りが降 りかかります ので、ご注意くださ い」
「
…………」

危な い。相 手 のペー スに乗せられると ころだ った。結 局

この男 はただ の痛 い変質者な のだ。隙を伺 って逃げ出 して

てや っていただけな いでしょう か」
「
ああ、 は い…………あ っ？」

しまえば問題な い。

「
それ では、 お宅ま で案内 していただけます か？」

聞き流 していたからよく分 からな いが、今、自分 は何事
かを尋ねられ て肯定 しはしな か っただろう か。今 の会話 は

「
……ち ょ っと待 って」

足から は逃げきれな いだろう。 タク シーを呼んで、うまく

女 の足 では、ましてヒー ルを履 いた この状態 では、男 の

入力す る。

そう い って、彼女 は ス マホを取り出 して、パ ス コードを

どんなも のだ ったか……。

『君 の住む家が決まりました

「
良 か った ですね、申。君 の住む家が決まりましたよ。 い
や、本当 に良 か った」
『よか った ですね』 ？

よ』 ？ と いう のはすなわち ……。

男を締 め出 して、あとは適当 に駅前 のネ カ フ ェにでも泊ま
ってや り過ご そう。
そう考え て、彼女 はタク シーを呼ぼうと ス マホを操作す

さら に、少 し角度を変え て、画面 の中心に木が映 るよ

う にしてみる。木は鮮明に映 った。

そして再び、男 の方 へカメラを向ける。や はりそ の部

「
え ……あなた、本物だ った の……？」

分だけがぼやけ ている。

電源を切 ってしま ったら し い。画面には、 目 の前 の光景が

厳冬 の冷気が五臓六腑 に充満 したか のような感覚 を覚

る。どうやら最後 に使 ったときにカメラを起動さ せたまま
映り こんでいる。

えた。
「
本物とは何 です か？」

「
あれ ？」
「
どう しました ？」

「
いや ……そ の、 て っきり………………頭 のおかし い コス

われた のは初 め てです」

「
こすぷれ変質者 ……よく分 かりませんが、 そ のよう に言

プ レ変質者 かと……」

おかし い。 目 の前 の光景と画面に表示された画像が違
う。男 に画面を見られな いよう に、彼女 はほぼ垂直 に ス マ
ホを持 っている。 そうすれば、当然、外カメラに映る光景
は、 この コスプ レ変質者 のはずな のだ。
いうと語弊があ るかもしれな い。男 の映 っているべき部分

て見れば、神秘的な容姿 に見えなくもな い。素材が いいせ

や はり コスプ レのよう に見え てしまうが、本物だと思 っ

「
それはそう でしょうね」

だけ風景がぼや け ている。すくなくともそ こに男 の姿 はな

いか、少なくとも悲惨な仕上がりではな い。

しかし、 そ こには何も映 っていな い。 いや、 「
何も」と

い。

「
ええ、怪 しくもなければ 人でもありません」

「
本当 に怪 し い人じゃな いのよね ？」

画面 の大部分が暗くな った。どうやら故障 ではな いら し

「
…………分 か った。案内す る」

彼女 は外カメラに指がかかるよう に持ち替え てみる。
い。

「
迎え てくれませんと、申も宿れません。 そうす ると契約

を破棄 したとみなされ、貴女 に祟 りが……」
「
ち っ……」

日 々、上 から遠慮なく投げられ てくる雑務 に対 してす る

およそセー ルストークな るも のは、 そ こに多 少 の誇張を
含 んでいる。 理想的な環境 では、ある いは理論 の上 ではそ

「
あ、 日本酒が いいです」

よりもさら に深 い憎 しみを込めて、彼女 は舌打ちを した。

要因 によ ってそ の理想 の働きを示さな いと いう場合がまま

台所 へ向 かう彼女 の背中 へ、 乙未 はさら に注文を投げ つ

のよう に機能す るかもしれな い。 しかし、現実 では様 々な
ある。ある いは、 そ の文句が多様な側面 のうち のある 一面

けた。

「
今 日飲 もうと思 って買 ってお いた のに……」

に着 目して のみ述 べられ て いる可能性もある。 そ の場合、
嘘 は言 っていな い。 ただ、他 の側面が語られ ていな いだけ

「
よ いではな いです か。晩酌 にしましょう。私、晩酌と い

図 々しくもグ ラ スを突き出 し つつ、彼 はそう言 った。

うも のに憧 れ て いた のですよ」

だ。
「
ち ょ っと、施 しは必要な いんじゃな か った の？」
「
それと これとは話が別 です。神 は酒 でも って迎え るも の

ている目 の前 でお いしそうな食事を家族 で囲んで食 べた

「
地上 の皆さ んには我 々の姿が見えませんから、我 々の見

「
そんな話聞 いてな い」

り、 お いしそうなも のを飲 んだりして いて、 それはもう、

です」
「
言 いませんでしたから。常識だと思 っていました ので」

と てもと てもと てもと ても羨 ましか った のですよ」

「
それに関 しては、少 しだけ同情す る」

「
この……」
引き結 んだ 口の中 で、奥歯 にかかる負荷が増大 した。

「
です から、晩酌 にしましょう」
「
……分 か ったわよ」

何やら この神 は、先 ほどより態度が大きくな っている の
ではな いか。

にも注ぐ。申が酒瓶 のキ ャ ップを差 し出 してきた ので、 そ

彼 の押 しに負 け て、結 局酒を注 いでや り、自分 のグ ラ ス

問題ありません」

飲 めな いのですよ。 でも、 お酒 の中身 は飲 めています から

「
我 々は地上 のお酒を飲 んでも、地上 の方と同じよう には

「
お酒 の中身 ？」

れにも注 いでや った。
「
そう したら、乾杯をす る のですよね」

「
そう です。少 しこれを飲 んでみてくださ い。水 に変わ っ

受け取 って少 し 口に含 んでみる。確 かに、無味無臭 のた

ているはず ですよ」

「
な んか、 目に光が宿 ったような ……」
彼 の茫洋と した瞳が、今 では誰が見 ても明ら かな ほど活
き活きと輝 いて いる。瞼 の開き具合が大きくな ったから、

だ の水だ。

「
それ、飲 んで美味 し いの？ 消毒液 で充分 じゃな い？」

そ の分よく瞳 に光が入る のだろう か。
「
乾杯を しましょう。乾杯を」

「
とんでもな い。味や香り の感 じ方 は地上 の方と変わりま

「
あ、次が飲 みた いので、 これを捨 ててき てもよろし いで

「
な るほど……」

じて いるはず ですよ」

せんから、貴女が感 じる のと同じくら いには、美味 しく感

「
は いは い」
あまりにも純粋な態度 に少 しほだされ つつ、彼女 はグ ラ
スをぶ つけた。
しま った。燗 で飲 もうと していたんだ った。などと思 い
つつ、彼女 はグ ラ スを傾けた。

す か？」
「
どうぞ」

「
この 一杯 のために今年を頑張 った気が しますね」
「
……ん ？ 貴方、今飲 んだ の？」

彼女 はグ ラ スを傾け つつ、流 し台を指差 した。

に行く、と いう 一連 の動作を続けた。

そ の後も彼と申 は、少 し 口を つけ ては中身 を流 しに捨 て

少 しも中身が減 っていな いグ ラ スを見 て、 不審 に思 った
彼女 は尋ねた。彼 はそれに、 手で 「
待 て」と合図 し、ち ょ
うど 口に含 んだ お つまみを飲 み込んでから答え る。

変な飲 み会だな ぁ、などと思 い つつ、彼女 はグ ラ スを傾
け、時 にお つまみに手を付け、と、単調な動作を繰 り返し
ていた。
時計 の針 は、年 の終わりを指 し示そうと している。
「
今年も終わりますね」
「
そうね」
「
では、私はそろそろお暇します ので。どう か 一年間、申

「
良 いお年を」

そ の言葉を残 して、 アパートを後 にし、辻 の闇 へと消え
てい った。

画面にライ ンの通知が数件。 母から である。

そ の夜、 人知れず彼女 のス マート フォンが光 った。通知

「
ああ、 は い……」

『
今 日久 しぶりにこーち ゃんに会 ……』

をよろしくお願 いしますね」
「
それと、特典 の幸運 の件 ですが、今年 のど こかで起 こり

『
覚え てる？ 中学 ま で 一緒だ っ……』
『
今東京 で働 いてるんだ って』

ます ので、まあ、気長 に楽 しみにしてお いてくださ い」
「
まあ、期待 せず に待 っとく」

『しかもあんた の大学 の近くみた……』

しかし、彼女がそれを見る のは翌朝 のこと であ る。

「
今 日はごちそうさま でした。 お蔭 で楽 し い 一年だ ったよ
う に思 います」
「
数時間だけ でしょ」
「
終わり良ければ総 て良 し、 ですよ。 それ では」
話 し つつ彼と彼女 は玄関 に到着 し、
「
貴女 の 一年が幸 いに満ちたも のとな りますよう に」
彼 は玄関より 一歩外 に踏 み出 し、

