
オー・マイ・リトルガール！

汐見舜一

四章　「ふたつの心」

　八月二十日。
　とうぜん暑さが弱まるなんてことはなく、俺は電気代をケチるあまりエア
コン稼働を最小限に抑え、滂

ぼう

沱
だ

の汗を流しながらレポート作成にとりかかる
のだった。
　夏休みはまだまだある。大学の夏休みは馬鹿じゃないかってくらい長い。
というかそもそも大学なんて半分以上が休みみたいなものだ。
　とは言っても、残り一日になって徹夜で仕上げるなどという地獄を見ない
ために、日々コツコツと努力することが大切である。
　二時間ほど奮闘し、今日はこれくらいにするかと立ち上がったのが午後一
時過ぎ。
　立ち上がると体中がぽきぽきと鳴る。
　衝動的に反復横跳びがしたくなったが、我が四畳半は座卓と万年床と本棚
に約七十パーセントの面積を占領されており、自由空間は激狭で、ムーン
ウォークすらままならない。
　かと言って外の小道で反復横跳びに興じては警察を呼ばれかねない。
　まったく嫌な時代になったものだ。反復横跳びすら自由にさせてもらえな
いディストピア――反復横跳びは反社会的行為として厳しく取り締まられ、
違反者にはスカイツリーの展望デッキのガラス床で強制的に反復横跳びをさ
せられる『タマひゅん横跳びの刑』が待っている。この国はもう終わりだ。
　いいや終わりなのは俺の頭なのだと気付くと同時にエアコンを稼働させ、



オーバーヒートする脳みそを冷やしにかかる。
　冷えてくると、食欲という動物本来の欲求が蘇ってきた。朝飯はお茶漬け
だけだった。
　冷蔵庫軍を駆使して料理を作るのが至極面倒に感じられ、俺は近くのマッ
クにでも行こうと決めた。
　俺は四畳半に充満する冷気をきちっと消費してから家を出る。モッタイナ
イものね。
　ドアに鍵をしている最中、
「あの、結城五月さんですか？」
「え？」
　俺は声のした方を振り返る。
　そこには、二十代後半くらいと見られる（実年齢は定かでないが、見た目
の印象はそれくらい）、綺麗な女性が佇

たたず

んでいた。
　俺は胸がときめいた。しつこいようだが、たとえロリコンといえど、年上
に好意を抱かないわけではないのである。この感情は、俺が良性のロリコン
である証明ともいえよう。
「は、はい。そうですが……」
　俺はミジンコが鳴くような声になってしまう。緊張しているのだ。
「突然押しかけて申し訳ありません」女性はそう前置きしてから、

「わたくし、白羽ミチルの母の、ミチコと申します。未知との遭遇の『未
知』に、子供の『子』です」
　漢字まで教えてくれた。

　ミチルの、母親……？
　なぜお母様がお目見えに？
　ま、まさか……。
　結婚の申込みか !?



　娘をどうかお願いします、ってか？
　母上公認の、正式な、年齢差という障害を越えた本物の愛！
　ってわけか !?
　
　なーんて考えていた俺は、なんてオメデタイ男だったのだろう。

●

「ええ、ですので、これ以降ミチルと関わるのはやめて頂きたいのです」
「は、はぁ……」
　俺は気の抜けた返事しか返せない。
　あの後俺は、未知子さんに食事に誘われ、ルンルン気分で近くの喫茶店に
入ったのだが、席につくや否や、彼女の表情から軽薄さが消えた。
　そして、この有様である。
「ミチルはまだ小学生です。まだ子供なのです」未知子さんは神妙な面持ち
で言う。
「別に、僕は、その、お母様が思われているほど……」
「未知子で結構です」
「あ、はい、すみません……未知子さんが思われているほど、なんていうか、
そういう関係ではないんですけど……」
　言いたいことはハッキリしている。伝えたいことはハッキリ思い浮かべる
ことができる。なのに、言葉にすることができない。曖昧な、力のない言葉
になってしまう。
「五月さんの言い分は分かります。わたくしも見たかんじ、五月さんがミチ
ルに乱暴するような人には見えません。でも――失礼ながら、ミチルの携帯
電話を盗み見して、五月さんとのやりとりを少しばかり拝見させて頂きまし
た」
「え」



　なんだって !?　マズイぞ、メールには未来人が云
うん

々
ぬん

とかいう、俺の嘘が散
らばっているはずだ。ミチルの無

む

垢
く

な心を欺き続けてきたことが、知られて
しまったということなのか？
「メールからは、五月さんの紳士的で、穏やかな人柄がありありと伝わって
きました」
　未知子さんの見る目は確からしい。
「ただ、いくつかおかしいところがあるのです。文面的に、メールとメール
が繋

つな

がらないところが多々あるのです。つまり、削除されたメールがいっぱ
いあるということです。ミチルは、実は用心深い子です。無防備で隙だらけ
のように見えますが、根はとても用心深いのです。回りくどくて申し訳あり
ません。つまりですね、ミチルは五月さんとのメールで、見られてはいけな
いもの、見られたくはないものがある、そうわたくしは想像する次第なので
す」
　なるほど。ミチルが俺と交わした約束――未来人のことは他言厳禁という
約束。
　ミチルは健気に、真摯に、その約束を守っているということか。メールが
誰かに見られる可能性を考慮して、証拠はことごとく抹消。そこまでしてく
れていたのかミチル。
「五月さん、正直に答えてください。ミチルと、性的な交渉をもちました
か？」
「それはありません」
　断じてない。
「わたくしは信じません」
　未知子さんはぴしゃりと言い放つ。
「……」
「男の人はみんなそうです。紳士で、穏やかで、可愛らしくて――。みんな
そうです。表面ではそう繕うのです。いつも、いつもいつもいつも、ニコニ
コニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニ



コニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニ
コニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコニコ、ペコペコペコペコ
ペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコ
ペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコ
ペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコ
ペコペコペコペコペコペコペコペコペコ…………」
　なんだ？
　未知子さん、なにかおかしいぞ？
　瞬き一つせず、俺をまっすぐに睨

にら

み付け――いや、俺なんて眼中にないみ
たいだ。俺は透明だ。未知子さんは俺の姿を通り越した先を見つめている。
不気味なくらい綺麗な、それでいて混沌とした瞳で、俺の背後、いや違う、
もっと先、先の先の先――世界を超えた、もっと先――。
　口はせわしなく動き続ける。ゲームのＣＧキャラクターみたいに無機質な、
あらかじめプログラムされているような、そんな、そんな――。
「うそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつきう
そつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつき……男の人はみんなうそ
つき……用が済んだらすぐに掌返すんだわ……裏切るその瞬間すら、紳士で、
ニコニコして、優しい言葉で、ペコペコ……」
　俺は呆然と、そんな未知子さんを見つめていることしかできなかった。目
を離すことができなかった。視線が実体をもって彼女の瞳と結合してしまっ
たようだった。
「未知子、さん？」
　やっと絞り出した言葉は、そんな気の抜けた、力のない、ポンコツな言葉
だった。
「あ、ああ……すみません、お見苦しいところを……」
　我に返った未知子さんは、優しく微笑む。やっと俺は、透明でなくなった。
「あ、えっと、どこまでお話しましたっけ？　ごめんなさい、わたくし、馬
鹿だからすぐに忘れちゃうんです」



　未知子さんは繕ったような笑顔で、恭しく頭を下げ、そう言った。
　ニコニコしながら――ペコペコしながら――。

●

　陋屋に戻ると、玄関前にミチルが立っていた。手には、取っ手のついた小
さな箱を持っている。
「おかえりなさい五月くん」
　ミチルが駆け寄ってくる。

　――これ以降、ミチルと関わるのはやめて頂きたいのです――

　未知子さんの言葉がフラッシュバック。
　最後に未知子さんは言った。

「感情的な言い分だということは百も承知です。しかし、わたくしはミチル
の母親なのです。あの子に万が一のことがあってはならないのです。子供を
守ること、それが親の務めです。どうかご理解下さい。ミチルには、年相応
の友人が必要なのです。どうか、もう、ミチルとは関わらないで下さい」

「あ、ああ、ただいま……どうしたの？」
「ケーキ買ったので、一緒に食べましょう。五月くんの好きなチーズケーキ
買ってありますよ」
　俺はいまどんな顔をしているのだろうか。笑いたいのに笑えない状況なの
についつい笑ってしまう人間の顔って、どんなものなのだろうか。
「あ、あのさ、ミチル……」
「今日も気温がアッチッチなので、中でお話しませんか？　おじゃましても
いいですか？」



「あ、ああ、そうだね……随分と待ってたの？」
「いいえ、ついさっき来たところなのです。お留守でガッカリしていたとこ
ろに、五月くんがちょうど帰ってきたのです」
「そうなんだ。メールしてくれればよかったのに」
「しましたよ？　なのにぜんぜん返信ないので、つい来ちゃったのです」
　ああ、そうか。『黒光り三号』は家に置きっぱだったな……。
「五月くん？　どうかしましたか？　元気ないですよ？　もしかして、迷惑
でしたか？」ミチルは心配そうな表情で言う。
「ち、違うよ、すごく嬉しいよ。ちょっと、その、暑さにやられちゃって、
クラクラするんだ。クーラーつければすぐに治るよ」
「なぁんだ、よかった」
　けっきょく俺はミチルを家に入れてしまった。
　未知子さんとの約束をこんなにも早く破ってしまうなんて――。
　いや、違う。約束なんてしていないじゃないか。未知子さんが一方的に要
求を述べただけじゃないか。俺は承諾していない。一言も、肯定していない。
　そうさ、愛に障害はつきものだ。
　気にするな。突っ走れ五月ボーイ！
　むろん一線を越えてはならないが、逆を言えばルールさえ守ればいいのだ。
　冷房が効いてきた。
　俺とミチルはコーヒー（ミチルは砂糖とミルクを大量投入）を飲みながら、
ケーキをモシャモシャと頬ばった。
　俺はさっきまで未知子さんと喫茶店にいて、パスタを奢

おご

ってもらったわけ
だが、展開が展開だったので食欲は身を潜め、けっきょくほとんど手つかず
で店を出たのである。だから腹が減っている。ミチルの買ってくれたチーズ
ケーキは実に美味なり。
　俺は自分が情けなくなってきた。
　薫に奢ってもらい、未知子さんに奢ってもらい、あまつさえ、給料がお小
遣い制の非正規社員である小学生のミチルにまで奢ってもらって――いくら



貧乏とはいえ、これはいけない。これではまるでヒモの達人だドン。
　俺は、ミチルがトイレに行った隙に彼女の財布を拝借し、千円札を一枚滑
り込ませた。正面きって金を渡しても、ミチルはゼッタイに受け取らない。
すでに経験済みだ。
　ある時、ミチルが俺のために小説を買ってきてくれたことがある。一緒に
テレビを観ているとき、その作家の特集が組まれていて、俺が「読んでみた
いなー」とこぼしたのが原因だった。
　俺が財布から現金を取り出そうとするとミチルは「お金をもらったらプレ
ゼントではなくなってしまいます」と言って、頑

かたく

なに受け取ろうとしなかっ
たのである。
　過去を回想していると、俺はにわかな脱力感に襲われ、万年床に倒れ込ん
だ。同時にミチルも万年床に倒れ込んだ。
「わ！　いつの間にそこに！」
　俺が驚

きよ

愕
うがく

していると、ミチルが抱き着いてきたのでさらに驚愕した。
「五月くんっていい匂いがします。柔軟剤なに使っているんですか？」
　ダウニー。と言いたいところだが、俺は柔軟剤などというブルジョワなも
のは使用しない。否、使用できない。プロレタリアな俺には、柔軟剤など購
う余裕はない。
　ミチルはなかなか俺から離れようとしない。なんて言うと離れて欲しいみ
たいなかんじだが、むろんエンジェルに抱き着かれて嫌な思いをする男など
存在しない。ただ、やはり、未知子さんの言葉が頭から離れないのだ。
　どうってことないじゃないか。ミチルが甘えてくることなんて、別段珍し
いことじゃない。なのになぜ、いつものように俺は、萌えることができない
んだ？　いつもみたいに、頭を撫でてあげればいいじゃないか。頭を撫でる、
はセーフだろう？　性的接触ではないだろう？
　なのに、それすら、憚

はばか

られてしまうのは、どうしてだ。
「今日の五月くん、やっぱり元気ないです」
　そう言ってミチルは、俺の首筋を、その、あの、非常に申し上げにくいの



ですが――
　なめた。
　なめたのです。
　お前の首筋マジ弱そうだなぁ、的な『なめた』ではない。
　舌の先で撫でる、という意味での『なめた』である。
　体中に電撃が走る。
「……」
　…………
　さ、誘ってんのかー !?
　いや、ミチルにそんな気はない。
　これはイノセンスが過ぎた少女のなせる『天然』という奥義なのだ。ミチ
ルは単に、『くすぐる』と同義の行為として、『なめる』を選択しただけに
過ぎない。笑ってほしかっただけなのだろう。
　ああ、マイエンジェル。やっぱり愛おしい。
　ああ、食べてしまいたい。俺はいま腹が減っている。いや、そうじゃなく
て、そういう食べるじゃなくて。
　異性とそのような行為に及ぶ場合には、万全の対策が必要である。なによ
り大事なのは、ジョニーにヘルメットをかぶせることだ。ジョニー用ヘル
メットはコンビニや薬局で簡単に買える。しかし、ＤＯ☆Ｕ☆ＴＥ☆Ｉであ
る俺には、簡単な買い物とは言い難い。スマした顔で店員さんにその箱を手
渡す勇気はない。火傷してしまう。かといってノーヘル運転はきわめて危険
だ。ノーヘル運転を決行して人生を狂わせた人間はごまんといる。
　って、なに一人で桃色の未来を夢想しているんだ俺は！　俺は良性のロリ
コンだぞ！　不埒な考えはよせ！
　ＹＥＳロリータ！　ＮＯタッチ！
　いつも心に、ＹＥＳロリータ！　ＮＯタッチ！
　五月よ、紳士であれ。
　……はぁ……



　深呼吸。
　ＮＯ、タッチ！
　深呼吸。
　Ｎ、Ｏ、タッ、チィ！
　深呼吸。
「五月くん息荒いです。犬さんみたいです」
　ミチルはクスクスと笑う。
　俺の心拍数がやっと正常に戻りかけた時、
「面白いです。もう一回」
　また、なめた。
　ミチルはまた俺の首筋を、なめた。
　あ、これはヤバい。今度こそヤバい。
　こりゃあ、本格的にジョニーとディスカッションする必要があるぞ――

　いや、違う――議論の余地なんてありはしない。

　俺はミチルの頭を撫で、その手を徐々に下げていく――
　耳をくすぐると、ミチルはキャッキャッと子供みたいに喜んだ――子供み
たい――
　頬に触れると、ミチルは「五月くんの手冷たいですね。でも手が冷たい
人って心が温かいのです」と子供みたいなことを言った――子供みたい――
　首を撫でると、「私首弱いのです！」と言って、子供みたいに笑い転げた
――子供みたい――
　子供、子供、子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子
供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子
供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子
供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子
供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供子供…………



　そう、まだ子供じゃないか――
　俺は、何を考えていたんだ――

　――五月さん、正直に答えてください。ミチルと、性的な交渉をもちまし
たか？　――
　――それはありません――
　
　――いまのところは――
　そう付け足すべきだった。
　
　――うそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつきうそつ
きうそつき――

　未知子さんの言う通りだ。俺はこのままでは、ミチルに手を出してしまう
かもしれない。百パーセントありえないと言い切れない自分がもどかしい。
　まったく。
　俺は良性のロリコンなんかじゃない。
　しっかりとミチルを異性として見ている。
「？　五月くん？　どうしたのですか？　怖い顔して……」
　理性とモラルのおかげで法を犯すような事態にはなっていないけど、いま
のところはなっていないけど――けど、これから先、百パーセントないとは
言い切れない。
　百パーセントの安全を保障できないなら、手を引いた方がいい。体に保証
書はない。取り換えもきかない。心もそうだ。ミチルを傷つける可能性があ
る。手を引くべきだ。
「五月、くん？」
　よかったじゃないか。ミチルから手を引く大義名分を手に入れた、そうい
うことじゃないか。もう騙し続けることはないんだ。よかったじゃないか。



　後はナンバー２にでも任せよう。
　ミチルにとっても、幸せなことじゃないか。俺みたいなクズ人間にスポイ
ルされる前に、母親に守ってもらえたのだから。
　そう、ミチルは守ってもらえたんだ。母親に、未知子さんに、守ってもら
えたんだ。
　俺はミチルのピンチを何回か救った、ような気になっていた。気になって
いただけなのだ。実際は一度も救えていない。ただ結果的に、偶然にも、事
態が最小限に収まったというだけの話――いや、それすらも、俺さえいなけ
れば――最小限のその被害さえも、俺さえいなければ避けられた。
　そして、なにより最低なのは、俺が、ミチルと『カノジョ』を重ね合わせ
てしまっていることだ。俺はミチルをたぶらかしたうえ、誰かの代わりだな
んて、そんな酷い話があってたまるか――いや、実際あるのだ。いまの俺が
そうなのだから――。
　俺はもう、ミチルと関わらない方がいい。
「五月くん？　具合悪いのですか？」
　ミチルの手が、俺の頭を撫でた。
　何度も、何度も。
「今日の五月くん、なんか子供みたいです」

●

　ミチル。いままでありがとう。すごく楽しかった。短い間だったけど、い
い思い出になったよ。最後の言葉が、こんなメールでごめんね。直接会って
話したいけど、ごめん、泣いちゃいそうだからさ……。
　俺は、未来に帰ります。長居し過ぎてしまったんだ。もう、ここにはいら
れない。
　俺のことは忘れてほしい。と言っても無理だよね。でも、忘れたことにし
てほしい。過去の人物と関わることは、本当はイケないことなんだ。だから、



俺は初めから存在しなかった。そういうことにしてほしい。
　ありがとうミチル。
　素敵な時間を、本当にありがとう。

五月

「――送信、と」
　俺はすぐにアドレスを変えて、ミチルの電話番号を着信拒否設定した。

●

　八月二十二日。
　俺はメールの送信を終えると、あらかじめ最低限の荷物を詰めておいた
リュックを持って家を出た。
　鍵は閉めない。中を確かめてもらった方が、リアリティが出ると考えたか
らだ。
「さて、と」
　俺は薫に電話をかけた。
　薫はワンコールで出た。恐るべき反射神経。
「あ、薫？　いまから行こうと思うんだけど、いいかな？」
「うん」
　俺は電話を切って歩き出す。薫の家に向かって。
　しばらく俺は、薫の家に泊めてもらう。むろん、俺が消えたとミチルに思
い込ませるためだ。そんなことが長く続くはずがないことは分かっている。
その間に次の策を考える必要がある――。
　連日薫と共に過ごすなど、よくよく考えれば恐怖でしかないのだが、仕方
ない。
　初めは、俊吾の家にお世話になろうと考えたのだが、どうやら彼は、先輩
からの借金がかさんで、そして返すアテがないため、逃げ回って家に帰って



いないらしい。
　その先輩は借金取り立てサークル『ブレイカーズ』を雇い、あくまで俊吾
を追い詰めるつもりだとのこと。家の鍵はとうぜん俊吾が持っている。窓を
かち割って強行突入し住み着くのも手段の一つではあるが、それは文明人と
して恥ずべき蛮行である。
　そして玲。彼の家は奇跡の二畳間だ。よって却下。
　消去法的に、薫しかいないわけだ。
　自分の友達の少なさが悔やまれる。
　こんなことなら何かサークルに入っておくんだった……。いや、一度は
入ったのだ。何もかもテンプレート通りに行動することを指針とする超マ
ニュアル人間集団『テンプレ騎士団』に俺は在籍していたことがある。けっ
きょく精神に異常をきたして一ヶ月で辞めた。それ以来サークルというもの
がトラウマになってしまったのだ。
　まぁ、なんだかんだ言って薫には感謝している。しばらく泊めてほしいと
頼んだら、理由も聞かずにＯＫしてくれたのだから。
　悔恨と感謝の念を脳内でこねくり回しているうちに、薫のアパートに着い
た。ご近所さんなのだ。
　四〇四号室。八ツ崎薫。
　やっぱりいざ会うとなると緊張する。
　まだ昼間だ。さすがにアルコールを飲んで酔っていることはないだろう。
シラフの薫はやはり恐怖でしかない。
　俺は震える指先をドードーと宥

なだ

め、なんとかインターフォンをプッシュす
る。

　ぴーん、ぽー……
　がちゃ。

　インターフォンが一回鳴り終わるより早くドアが開いた。恐るべき反射神



経である。
「お、おはよー薫。朝っぱらからごめんね……もしかして忙しかった？」
「ううん、大丈夫。友達から借りたアニメ見てた。入って」
　薫がどんなアニメを嗜

たしな

むのか気になったが、仮によろしくない類のアニメ
だった場合自尊心を傷つけることになるので黙っていた。
　俺は整然とした広い部屋の、座卓の前にチョコンと正座して、薫が紅茶を
入れてくれるのを待っていた。
　薫がトレイを持ってやってくる。
「五月、独りぼっちは寂しいもんな」
「……」
　なんとなく薫が見ていたアニメが分かった気がした。それにしても、心に
刺さるセリフだ。
　薫は手作りチーズケーキを振る舞ってくれた。おそらく初めは教授を買収
する目的で作ったのだろう。しかし、思いのほかデキが悪くて、俺に残飯処
理をさせるつもりなのだ、そうに決まっている――そう思って一口食べてみ
ると、口内でカンブリア爆発が起こったのではないかってくらい美味かった。
　なんとなく、ミチルが買ってきてくれたチーズケーキに似た味がする。当
たり前か。チーズケーキなのだから――。
　自然と涙がこぼれた。
　ダメだ。止まらない。
　泣くなよ、みっともないぞ俺。
「ごめん……美味すぎてさ、気にしないでくれ……」
　俺は薫から顔を背ける。
「ミチルちゃんのこと、なのね？」
「……」
「図星でしょ？」
「……ああ。やっぱり鋭いな薫は……」
「当たり前でしょ？　何年五月のストーカーしてると思ってるのよ？」



　薫の冗談が、なぜかすごく心に沁
し

みた。

●

　テレビは甲子園球場の熱気を伝えている。決勝戦だ。
　九回表。２ ―２。接戦。
　両チームともにピッチャーの交代がないまま、九回まできている。すごい
体力だ。
　
　一番、センター、結城くん。

　カランッ……。
　俺はハッとなった。
　夢を見ていた気がする。
　座卓の上の、グラスに入っている氷が溶けてこすれ合う音で、俺は覚醒し
たようだ。
　テレビを眺めているうちに、ついウトウトしてしまっていたのか。きっと、
俺がいま座っている座椅子がフカフカのモフモフで、あまりに心地よいせい
だろう。薫クラスの魔王ともなれば、こんな高機能座椅子を所有できるとい
うわけか。
　思い返してみれば――昨日のことなので思い返すなんて言うと大げさだが
――昨日、俺はここ、薫の家に逃げ込んできたのだ。これからしばらく、逃
亡犯のように息を潜める生活を続ける予定。
「一番、セカンド、黒木くん」アナウンスが言う。
　九回表。ツーアウトランナーなし。
　ここで俺は、膝が重いことに気付く。何かが乗っかっている。
　目線を落としてみると、薫が俺の足を枕にして眠っていた。
「……」



　人の足を枕としか思わない。やっぱり俺は道具としか思われていないよう
だ。薫めッ……！
　足がしびれてきたが、起こしたら殺されそうなので耐える。
　それにしても、薫は内側を向いて眠っている。つまり、俺の方を向いてい
る。
「……」
　お美しいお寝顔がお露わになっているのだ。それだけならまだいい。しか
し、胸元の緩いＴシャツから覗く谷間――これはよろしくない。
　この状況で、荒ぶるジョニーを誰が非難できる？　誰もできやしない。
ジョニーは悪くない。宿主である俺も悪くない。悪いのは神である。薫にこ
んな立派なモノを授けた神が悪いのだ。
　遠慮なく谷間をガン見していると、突然薫が目を覚ました。
　俺はさっと顔を逸らした。
　目だけ僅かに動かして、薫の動きを探ってみる。
「え……！」俺は驚愕した。
　だって、薫が再び目を閉じて眠り始めたのだから。
　いや、再び眠り始めたならばいい。なんら問題ない。問題なのは、明らか
に寝たフリだということだ。どうやら薫は壊滅的に演技が下手らしい。
　だって、口で「グーグー」とか言っちゃってるんだもん。しかも時々薄目
を開けて俺の顔をうかがうんだもん。
　こ、これはいったい、どういうことだってばよ？
　！　そうか！
　俺は悟る。
　薫は、本当は――。
　薫は、薫は本当は、本当は俺のことが――――。
　薫は本当は、俺のことが、なんだかんだ言って俺のことが――――。
　やっぱり大っ嫌いで、腹いせに足を壊

え

死
し

させるつもりなのだ。足の血流を
止め、壊死させるつもりなのだ。



「くっ……！」
　いまここで足を失うわけにはいかない。
　俺があれこれ策を練っていると、座卓がドゥインドゥインと振動し始めた。
いや、座卓にそんな機能はない。座卓の上の携帯が振動し始めたのだ。
　しめた！
　携帯までは距離がある。手を伸ばしただけでは届きそうにない。俺はいま
足を伸ばす姿勢で座っており、その上に薫が頭を乗っけている状態だ。
　鳴る携帯をとるために、『仕方なく』足を動かした――そう言い訳できる。
　ハハハ！　ふるい落としてやる薫！　畳にゴツンと頭をぶつけて悶絶す
るがいい！　でも俺を恨んじゃいけないぜ？　だって、携帯をとるために、
し・か・た・な・く、体を動かしただけなんだからなッ！
　俺は腰にグっと力をこめて、体を浮かせようとするが――。
「くっ……！」
　薫がものすごい力で頭を押し付けてくる。体を浮かすことができない。
　悪魔めっ……！
　携帯はブルブルと震え続ける。
　こうなったら仕方ない。
　俺は座卓の上のグラスを手に取る（グラスにはなんとか手が届く）。
　そして、グラスを何気なく薫の頭直上で固定。
　徐々にグラスを傾け、中身を一滴だけ――垂らすッ！
　水滴は見事薫の頬を打った。
「にゃぎゃぁぁぁぁぁ！」
　薫は絶叫して俺の足から転がり落ちた。
　俺は三つのことに感動した。まず一つ。初めて薫の、こんなにも無様な姿
を見たこと。そして二つめ。サタンのように凶悪な薫に対して俺が、こんな
にも勇敢に正々堂々とした戦法で対抗できたこと。そして三つめ。薫の絶叫
ボイスがあまりにも可愛らしかったこと。君は女の子か薫！　まぁ、女の子
ですけど。



　って、感激している場合じゃない。電話に出ないと。
　一瞬、電話の相手がミチルなのではないかという疑念に襲われたが、ミチ
ルは着信拒否に設定してある。
　案の定、相手はミチルではなかった。
　ディスプレイには宮沢俊吾の文字。
「もしもし？　すまんね、なかなか出られなくて」俺は電話に出る。
「五月よ、助けてくれ！」
「？　どうした？」
「追われてるんだ。連中め、あくまで僕を血祭りにあげるつもりだ！　寝て
も覚めても連中の影がチラつく！　連中の矢の催促はとどまるところを知ら
ない！　次第に取り立て方法がクレイジィになってきている！　ああ、頭が
おかしくなりそうだ！」
　そういえば俊吾は、借金のせいで、借金取り立てサークル『ブレイカー
ズ』に追われているのだった。
「話は聞いているよ俊吾。ブレイカーズ総長の斉木という男は、とにかく卑
劣で冷酷な男だと聞いている。気をつけろよ。あ、そうそう、実は俺、いま
ワケあって家を空けているんだ。鍵も開いてるから、よかったら隠れ家にし
てもいいぞ？」
「本当か？　恩にきる！　あ、それと、一つ聞きたいことがあるんだ」
「何だ？」
「玲の居場所を知らないか？」
「さぁ、家じゃないのか？」
「家にはいなかったんだ。困ったなぁ……」
「どうして玲に会う必要があるんだ？」
「やつに貸した五万を返してもらうのさ。それがあれば、とりあえずブレイ
カーズとの折り合いがつくんだよ」
「なるほど。俺からも連絡してみるよ」
「恩にきる……なっ！　やつらもう追いついてきやがった！　逃げても変装



してもすぐにバレてしまう！　ん？　……な！　そんな……まさか……セグ
ウェイだと !?　マズイ！　は、速いっ！　カスタム済みか !?　や、やられ
る！　う、うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！」
「俊吾 !?　おい俊吾！　返事をしてくれ俊吾！」
　電話が切れた。
「……」
　まぁ、俊吾は殺しても死なないような男だ。心配しなくていいだろう。
「どうしたのよ？」
　へたり込んでいる薫が涙目で俺を見上げる。
　ヤンキーから闇討ちを食らっても表情一つ崩さない薫が、水滴を頬に受け
ただけで半泣きになってしまうのは、これ、なんていう萌え要素？　とにも
かくにも、薫攻略の突破口が見えてきたな――なんて考えていると、またも
や携帯がドゥインドゥイン震えだした。今日は慌ただしいな。
　一瞬、電話の相手がミチルなのではないかという疑念に襲われたが、ミチ
ルは着信拒否に設定してある。
　案の定、相手はミチルではなかった。
　ディスプレイには夏目玲の文字。
「もしもし？」俺は電話に出る。
「さ、五月、助けてくれだじぇ！」
「どうした？」
「オイラに、オ、オイラに、春がきちまった！」
「春？　お前の頭の中がか？」
「単刀直入に言う！　オイラ追われてるんだ！」
「なんだと !?　誰に？」
「女の子に追われてるんだよぉぉぉ！」
「切るぞ」
「待て！　待ってくれ五月、切らないでくれだじぇ！」
　話を聞いてみると、つまりはこういうことらしい。



　玲のことが好きな女の子が現れた。以上。
「馬鹿か玲！　なぜ逃げる !?　ドーンとぶつかれ！　これを逃したら一生彼
女なんてできないかもしれないんだぞ？」
「だって、だってよぉ、その女の子、とにかくデッカイんだ！　怖ぇよぉ
怖ぇよぉ……！　う、うわぁぁ！」
「どうしたんだ玲 !?」
「来た……来た！　セグウェイで来たぁ！」
「!?」
　電話が切れた。
「……」
　なんだったんだ？
「どうしたのよ？」
　へたり込んでいる薫が涙目で俺を見上げる。
「セグウェイが、流行っているらしい……」

●

　正直言って、ミチルのことが気になって仕方ない。
　別れを告げたとはいっても、いまも近くに住んでいるのだ。ちょっと様子
を見に行ってみようかなぁ、などと魔が差してしまいそうになるが、
「五月。いまミチルちゃんに見つかるのはマズいんじゃないの？」
　と、薫が宥めてくれる。
　薫に現状を詳しく説明したことは一度もないのだが、なぜか大体のことを
把握しているようだ。やはり恐ろしい子である。
　今朝の俊吾と玲の電話も気になるが、彼らは不死身だから棚に上げておこ
う。そして永遠に下ろさなくていいだろう。
　俺と薫はいま、夕食の最中だ。
　献立はシーザーサラダとフライドチキンとチーズフォンデゥ――。なんて



豪勢な食卓！　
　薫クラスの魔王になれば、こんなゴージャスなものを毎日食べられるとい
うのか。
「そういえばね、カノジョ、結婚するそうよ」薫が突如発言する。
「え？　か、カノジョ、って？」
　すっとぼけてはみたが、俺たちの間で『カノジョ』と言ったら一人しかい
ない。
「いいかげん五月、カノジョとは決別したら？」
「決別も何も、俺とカノジョは他人同士だよ。もう十年近く会ってないんだ
し」
「そうじゃなくて、精神的に決別したらどう？　ってことよ」
　俺は黙り込んでしまった。
　決別、か……。
　夕食の後は風呂に入った。
　薫が「一緒に入る？」と言ってきたが、丁重にお断りした。そういうムラ
ムラする冗談はやめて頂きたい。爆発してしまうだろうが。
　浴槽にはお湯が張ってある。体を洗ってから足を突っ込んでみると、グレ
ンラガンの最終回くらい熱かった。
　薫め、俺に火傷を負わして殺す気なのだな。トラップも抜け目ない。
　人間の入れる熱さに調整するため冷水を投入すると、逆にヌるすぎる結果
になってしまったが、薫に復讐するため冷水を入れ続けた。最近俺は、薫に
やり返す度胸がついてきたみたいだ。かれこれ十年以上逆らえなかった俺だ
が、ここにきて劇的な成長をみせている。ミチルとの苦渋の決別によって、
メンタルがグレードアップしたのだろうか。
　俺は湯船に浸かり、天井を見上げる。
　自らが投入した冷水のせいでまったく温かくない。薫への復讐は自分が湯
船を満喫した後にするべきだった。自分の無計画ぶりにそろそろ感動を覚え
る。



　カノジョ――。
「そうか……結婚するのか」
　ぜんぜん実感がわかない。
　俺の中でのカノジョの姿は、いまだに少女のまま。
　そして、ときどき、ミチルの姿と重なるのだ。
「決別、か……」

●

　八月二十四日。午前十一時。
　俺は電車に揺られている。車内はとても空いており、空席が目立つ。
　生まれ故郷へ向かっている。さほど遠くないので、二時間とかからない。
　俺はいま、ミチルが買ってくれた小説を読んでいる。なんだかんだでいま
まで読みそびれていたのだ。
　途中でチャラそうな男二人が乗り込んできて、喧

やかま

しく喋り始めたので、集
中力が乱されてしまった。
「でさぁ、その子が昔好きだった子にソックリでさぁ、即告っちまったよ」
「マジ？　お前彼女いなかったっけ？」
「いるよ。二股くらいの罪ヘーキで犯しちゃうくらい、その子はマジで天使
なわけよ」
「で、結果は？」
「フラれた」
　俺は小さくガッツポーズをした。
　二人はすぐに下車したので、また小説の世界にリターンすることができた。
　半分くらい読んだところで、目的の駅に着いた。
　いまでこそ近代的なデザインの駅だが、俺が地元にいた頃は、小屋のよう
な駅舎が一つポツンと置いてあるだけだった。
　とはいえ駅から一歩踏み出れば、あの頃となんら変わりない風景が出迎え



てくれる。
「あちぃ……」
　最高気温は三十五度だと、天気予報氏は言っていた。そして天気予報氏の
言う最高気温とはあくまで、日陰の風通しのいい場所で観測したものなのだ
から恐ろしい。
　居酒屋やラーメン屋がぽつぽつ散在する寂れた細道を進むと、四号線に突
き当たるのだが、あえて回り道をした。なんとなく、母校の小学校のそばの
道を通りたくなったからだ。
　小学校のグラウンドでは、野球の試合が行われている。俺は思わず足を止
め、フェンス越しに眺めてしまう。
　少年たちの保護者たちが大声で応援している。ベンチの選手も、応援歌で
チームメイトを鼓舞している。
　楽しそうだな、と第三者には見えてしまうが、選手たちは必死であり、お
よそ楽しむ余裕などないのだろう。たとえ練習試合でもだ。
　やがて保護者の一人が俺に気付き、なぜかぺこりとお辞儀をされてしまっ
たので、俺もぺこりと頭を下げてその場を後にした。
　四号線の横断歩道を渡って道沿いに進み、八百屋のそばの細道に入ってい
く。四号線を行き交う自動車の騒音が遠ざかっていく。
　カノジョの家の位置はしっかり覚えている。何度もお呼ばれしたことがあ
るからだ。
　インターフォンの前にくると、急に我が心臓が反抗を始めた。
　落ち着け……訪問の件は薫がとりつけてくれた。快く承諾してくれたと、
薫は言っていた。落ちつけ……。
　俺はいま一度、手に持っている紙袋を確認する。薫が持たせてくれた『東
京ばな奈』である。
　落ち着け……緊張することなんてない……よく一緒に遊んだ仲じゃないか
……。
　俺は、およそ相手が無機質なボタンであるとは思えないほど繊細にボタン



を押した。これくらい優しいタッチならば女性も嫌がらないだろう。
　いくら繊細なソフトタッチとはいえ、電子音は通常通りの大きさで鳴った。
「五月くん？」
　俺は死ぬかと思った。というか死んだかと思った。ヘヴンを垣間見てしま
うくらい驚いた。なぜならば、その声は背後から聞こえたからである。
　俺はなるべく自然に振り返った。およそ人間の見せる動きではなかったが、
とにかく自然に振り返った。
　そこには、髪を短く切りそろえた、スレンダーな女性が立っていた。
「お、おひさすぶりでつ……」舌が言うことを聞いてくれない。
「ほんと、久しぶりだね。これ」と言って女性は、小さな箱を掲げる。「買 
ってきたの、ケーキ。五月くん、チーズケーキが好きだったよね？　味の好
みとか変わってないかな？」
　俺が「うん」と答えると、カノジョは笑

え

窪
くぼ

を浮かべて微笑んだ。

●

　俺とカノジョとの関係は複雑をきわめる。逐一話そうものなら四百字原稿
用紙三千枚くらいのボリュームに仕上がり、それだけで小説の新人賞に応募
できてしまうし、応募したところで枚数制限の問題上読んでもらえないだろ
う。ゆえに、かいつまんで説明せざるを得ず、要領の得ない部分は多々ある
かと思われるが、一応説明する。
　そもそも俺とカノジョの関係は、紀元前にまでさかのぼる。俺のルーツは
ギリシア人なのである。その人こそが、稀代の哲学者『スデソウテべス』で
ある。彼はヘレニズム時代を代表する哲学の巨人であった。
　当時の哲学の流れは、ストア派とエピクロス派が有名であろう。しかし、
実はもう一つ、忘れてはならない流派がある。それが、『スデソウテべス
派』である。その名の通り、スデソウテべスを教祖とする流派だ。
　この流派を語るにあたり、まず何より先に語らねばならぬこと、それは 



　『ライバス論』についてだろう。スデソウテべスはその『ライバス論』を唱
えた人物である。『ライバス』は愛を意味し、これが英語の『ラブ』の語源
となったという事実を知る者は少ない。当時、女性の身分はきわめて低かっ
た。男共はみな女性に、純粋な愛を注ぐことがなかったのだ。
　さて、ここで『ライバス論』である。スデソウテべスはそんな差別文化を
辛辣に批判し、妻を一途に、自分を愛するのと同じように愛するべき、そし
て一度愛を誓い合ったならば死ぬまで続けよ、そう説いたのである。
　さてさて、少し話が逸れるが、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、これ
らは一神教であり、偶像崇拝を禁忌とした。逆に、ギリシア神話にはたくさ
んの神が登場する。つまり彼らは多神教だった。そして偶像崇拝を禁止する
ことなどなかった。
　スデソウテべスは偶像崇拝を徹底的に推進した。とにかく像を造り、それ
らを崇めるようにと説いた。しかしその偶像とは、神々を象

かたど

ったものではな
い。自らの妻を象ったものである。『ライバス論』支持者はみな妻の像を造
り上げ、崇

あが

め奉った。これにより女性の地位が上がったことは言うまでもな
い。もはや『ライバス論』支持者にとって、妻と神は同義だったのだ。
　しかし偶像崇拝が加熱しすぎたのか、人々は狂ったように像を彫り、像を
彫って、そして像を彫ることを毎日休みなく続けた。いろんなポーズの像を
造ってニヤニヤしていた。やがて街は、卑猥なポーズをとった女性の彫刻で
埋め尽くされた。『ライバス論』を支持しない一般市民からしてみればいい
迷惑であっただろう。
　特に教祖であるスデソウテべスの熱狂ぶりはすごかった。妻の像を彫るこ
とに生涯をささげたと言っても過言ではない。しかし一つ問題があった。彼
に妻はいなかったのである。彼は、その時三十歳だったのだが、チェリー
ボーイ、否、チェリー中年であった。
　さて、長くなったが、そろそろクライマックスである。
　ひっきょう、スデソウテべスにとって『ライバス論』とは、自らが非モテ
男子であるという現実から逃れたいという意識の結晶だったのだ。男子の浮



気を封印することで『モテモテ』という唾
だ

棄
き

すべき概念を取っ払い、像を造
り上げてそれを愛することで、自らの心の隙間を埋め、なんとか彼は、孤独
から逃れていたのである。
　さぁ、ここに一人の女性が登場する。彼女こそがカノジョの祖先である。
カノジョノソセンは、スデソウテべスにこう言った。
「カワイソウな人。あなたは本物の愛を知らないのですね」
　スデソウテべスは目からうろこが落ちたようだった。
　そして、二人は紆余曲折の末結婚したのである。
　そんないろんな意味ですごい人物がなぜ、今日に至り無名であるのか、そ
う疑問に思う者も少なくなかろう。しかしそれはとうぜんである。彼は三十
までチェリーだったので魔法を使えるようになり、人々の記憶を一切合財消
してしまったのだから。そしてなにより、この話はすべて嘘なのだから。
　緊張から逃れるためにワケの分からない妄想をしていた俺だが、物語が終
わってしまった。ゆえに現実を見ることを強いられる。
「ゆっくりしていってね。お父さんとお母さん、夜まで帰って来ないから」
　テーブルの上には、二人分の紅茶とケーキ。そして東京ばな奈。
　俺の心臓はバクバクである。
　はじめはほとんど何も話せなかった。頭の中が真っ白で、言葉という概念
すら失ってしまったようだった。
　でも、俺は徐々に思い出した。彼女と二人でいるときは、沈黙がまったく
苦にならなかったことを――。
　俺は小さい頃、異常に周囲を気遣う癖があった。他人がどう思っているか、
不快になっていないか、言い換えれば、他人が俺のことをどう思っているか、
そればっかりを気にしていた。友人と遊ぶときも、自分が楽しむことより、
友人が楽しんでくれているかどうかの方が重要だった。
　一緒に遊んでもつまらないやつ、なんてゼッタイに思われたくなかった。
疲れた。実際すごく疲れた。常に友人の顔色をうかがって過ごすなんて、も
のすごく疲れることだった。疲れるけど、やめることはなかった。できな



かった。
　そんな俺が唯一、カノジョと二人で過ごすときだけは、自分の楽しみを重
要視できた。カノジョがキャッチボールに誘ってきても、気分が乗らないと
きは断ることができた。今日は家でゲームがしたいと言えた。
　沈黙もつらくなかった。むしろ心地よいと感じたほどだ。部屋で二人、ひ
たすら黙って漫画を読んでいたこともあった。
　カノジョは野球部を辞めた後も、俺の練習に付き合ってくれた。肘を悪く
していたから、本格的な練習に付き合ってもらうことはできなかったけど、
ゆるいキャッチボールや、簡単なバッティング練習に付き合ってくれた。
　もしカノジョが、野球部を辞めてから俺と関わらなくなっていたならば、
俺は迷わず退部していただろう。
「それにしても」と俺は言う。「随分と雰囲気変わったね。まるで別人だよ。
ま、一瞬で君だと分かったけどね」
「私なんて、後姿を見ただけで五月だって分かったよ？」
「本当？　この時間に来るってあらかじめ知ってたからじゃないの？」
「そんなことないさ。五月からあふれ出る根暗オーラをしかと感じ取ったん
だよ」
「ほっとけ」
　二人は同時に吹き出して笑った。
　思い出話は尽きない。
　久しぶりに顔面筋肉が痛くなるくらい喋った。
「ほんと、君には感謝してるんだよ。ほら、よく薫から守ってくれたろ？」
「五月はほんと弱っちぃからねぇ。私がいないとランドセルも持てなかった
もんねぇ」
「それは言いすぎだ」
「そう？　でも、ま、別にカオちゃんは五月のことをイジめていたわけじゃ
ないんだよ？」
　カオちゃんとはもちろん薫のことである。



「いいや、イジめられてたね。いまだってイジめられてるんだ。サタンの生
まれ変わりだよ薫は」
「……五月は女の子のこと何も分かってないんだねぇ」
　呆れられてしまった。なぜだ……。
　時刻は四時を回った。
　話に花が咲いて、本来の目的を忘れつつあったが、俺にはやるべきことが
ある。というか、言うべきことがある。
「結婚おめでとう。式にはぜひ呼んでくれよ」
「ありがとう、ゼッタイ呼ぶ！　ゼッタイ来てよ！」
　カノジョは幸せそうに笑った。実際幸せなのだろう。
　俺はまだ異性と付き合ったことすらないのに、カノジョはもう結婚する。
なんか異世界の出来事みたいだが、きっと異世界でも結婚はおめでたいこと
なのだ。
「それとさ、どうしても一言、言っておきたいことがあるんだ。恥ずかしい
こと言うけど、茶化さないで聞いてくれよ？」
「え？　なに？　もしかして愛の告白？　ダメだよ、私には心に決めた人が
いるんだから」
「茶化すなって言ったばかりだろうに……」
「あはは！　ごめんごめん」
　俺は改まって、カノジョの名前を言う。
「なぁに？」カノジョは小首をかしげて答える。
「友達でいてくれてありがとう」
　これが言いたかった。ずっと、ずっと言いたかった。そして同時に言いた
くなかった。言葉にしてしまうことで、最高の友達が消えてしまう気がして
――。
　でも、いつまでも足踏みしてはいられない。いつまでも少女のカノジョに
恋をしてはいられない。カノジョは成長し、進んでいく。先へ、先へと進ん
でいく――。俺も、歩き出さなければならない。いつまでもカノジョに助け



てもらっていてはいけない。
　だけど、助けてもらえたことは、構ってもらえたことは、友達でいてくれ
たことは――素晴らしい時間を、思い出を、俺にくれたことは、最高の宝物
をくれたことは、本当、本当、ありがとう――。
「君がいたから毎日が楽しかった。失敗を慰めてくれる君がいたから部活を
続けることができた。声援をくれる君がいたから頑張れた。根暗でもいいと
思えた。無理して明るく振る舞わなくてもいいと思えた。君が素の俺を認め
てくれた気がして、根暗な自分をほんの少し、ほんの少しだけど、好きにな
れた――」
　カノジョは両目を大きく見開いて固まっていたが、頬に笑窪ができるのに
そう時間はかからなかった。
「馬鹿だなぁ五月は。感謝するのは私の方だよ」カノジョの両目が少しずつ
潤んでいく。「ごめんね……最近妙に涙もろいんだよねぇ私……」
　俺も目がしらが熱くなるのを感じたが、眉間に力を入れて耐えた。いや、
もしかしたら耐えられず涙目になっているかもしれない。
「感謝するのは私の方――五月はね、私を救ってくれたんだよ」
「え？」
　救った？　いまカノジョは、救ったと言ったか？　俺が？　そんな馬鹿な。
救われるのはいつも俺だった。ポンコツであるがゆえにチームメイトから蔑
まれていた俺に、優しい言葉、時には厳しいアドバイスをくれた。俺は君に
迷惑をかけっぱなしだった。自分が退部した後も俺を全力でかばってくれた
君は、敵が多かった。多くなってしまった。俺なんかに肩入れするから、俺
なんかと友達だったから――俺が泣き虫で弱虫だったから――一人で何もで
きなかったから――。
　いつだって俺は救われる側で、君は救う側で――。
「感謝するのは私の方なんだよ？　私ね、野球が大好きだった。だからずっ
と練習ばっかりしてた。部活じゃ、女って私だけだったでしょ？　だから、
女の子の友達は一人もいなかった。かと言って、男友達がたくさんいるわけ



でもなかった。友達といえるほど仲のいい人はいなかった。別にいいと思っ
てた。友達なんていらないと思ってた。友達と遊ぶんだったら練習して少し
でも打率を上げたほうがいいと思ってた。そんな私だから、肘を悪くして部
活を続けていけなくなったら、もう、何も残らなかった――」
　彼女は目をこすってから、話を続けた。
「たぶん分かってもらえないと思うけど、小学生だって、自殺、するんだ
よ？　まだ人生の序章すら知らないのに、ゲームセットを選ぶ子もいるんだ
よ――もう、なにもかもがどうでもよかったんだ。それまでの努力が一気に
崩れ去って、学校にも行かなくなった。覚えてるかな？　私、四年生のとき、
一ヶ月くらいお休みしたことあるんだ。病欠ってことにしてあったけど、本
当は違うの――ずっと部屋で縮こまってたんだ。でね、五月、いつも私に学
校のプリント届けてくれたでしょう？　家が近いから、五月が私にプリン
ト届ける係にされちゃったんだよね。部活帰りの練習着姿で、うちの玄関
で、お母さんにプリントの束渡してたよね？　私、その時に、五月が野球部
に入ったことを知ったんだ。それまでは、クラス一緒だったけど、ほとんど
喋ったことなかったよね？　だけど、なぜだか無性に五月と話がしてみたく
なったの。新入部員結城五月と、話がしてみたくなったの――ほんと、不思
議な気持ちだった――私はまた学校に行くことにした。五月、君と話がした
かったから――そして、五月は言ってくれた――」

「君みたいになりたくて、野球部に入ったんだ」

　変わりたかった。根暗で弱くて取り柄がなくて、無理に明るく振る舞うけ
どうまくいかない自分を、変えたかった――君はヒーローだった。男に混
じって、まったく引けをとらず、むしろ一番輝いていた――君に少しでも近
づきたい、そう思った。
「はは……俺、そんなこと言ったのか」
「覚えてないでしょ？　でも、それでいいの。その方が嬉しいの。覚えてな



いってことは、何気なく言ったってことでしょう？　本音って、何気なく言
うものだから――」
　限界だった。
　視界がぼやけていく。
　カノジョの姿が少女に戻る。
　だんだんと少女の顔が、ミチルと判別がつかなくなる。
　笑っている。満面の笑みで俺を見ている。
　俺は瞬きをする。温かいものが頬を伝う。
　少女は大人の姿になっている。カノジョは、成長して、背が伸びて、綺麗
になって――。
　カノジョは大人になったが、ミチルは相変わらず少女の姿で笑っている。
　大人のカノジョと子供のミチルが並んで、俺に笑いかけている。
　消えない。
　ミチルは消えない。
　少女が大人になっても、ミチルは消えない。消えそうにない。
　カノジョとミチルは、まったく違う人間なんだ。当たり前のことだけど、
それを強く実感できたいまが、すごく嬉しくて、愛おしい。
「君は、君だね。俺の、友達――」
「うん。ありがとう、五月――」

●

　カノジョは駅までついて来てくれた。
「結婚式ゼッタイ呼んでくれよ。呼ばなかったらお古のドライヤーを送りつ
けてやる。たまに火花散るからな」
「ぅええ、いらねぇです。ゼッタイに呼びます。そんで旦那とラブラブな姿
を見せつけてあげるね」
「ウェディングケーキ爆発しろ」



　俺たちは笑顔で別れた。
　電車を追って走り出すというドラマチックな展開にはとうぜんならなかっ
たが、視界から消えるまで、カノジョがずっと手を振ってくれているのが見
えた。
　カノジョと会えて本当によかった。
　俺がカノジョに思い切って会ってみようと思った動機。むろん、それはミ
チルだ。
　大人になったカノジョと会って、少女時代のカノジョと決別しても、ミチ
ルへの愛おしさが消えない。
　ミチルはカノジョの代わりなんかじゃない。それが証明できた。誰に証明
するわけでもない。自分に証明した。自分だけに証明できればよかった。
　車窓の外は闇に沈没している。遠近法という魔法でミニチュアに変えられ
た街並みの夜景が、ゆっくりと流れていく。

●

　薫の家に帰ると、ちょうど夕食の支度をしているところだった。薫は俺に
何を聞くこともなかった。ただ一言、「おかえり」と言ってくれた。
　さて、カノジョの幻影と決別したとはいえ、ことはそう簡単ではない。
　ミチルがカノジョの代わりなんかじゃないことを確信したからといって、
再びミチルにおいそれと会いに行ける条件が満たされたわけではないのだ。
少女時代のカノジョとの決別は、必要条件であっても十分条件ではない。
　では、整理してみよう。俺が再びミチルと楽しく過ごすために、いかなる
障害をクリアすればいいか。
　一つ。ミチルにゼッタイに不埒な真似をしないと誓うこと。
　二つ。ミチルのお母さん、未知子さんの理解を得ること。
　三つ。俺がミチルについている嘘、すなわち俺が未来人であるという誤解
を解くこと。



　大きく分けるとこんなものかな。
　一つ目の問題。これはもう、俺の気持ちの問題だ。少女のカノジョとの決
別と同様、俺の中で完結させるべき問題だ。
　しかし、二つ目三つ目はそうはいかない。人を巻き込む問題だ。
「五月、先にお風呂入っちゃえば？」
　薫が台所で鍋をかき混ぜながら言う。
　こう見ると、薫も普通の女の子に見える。心に悪魔が巣くう冷酷女には見
えない。
　なんか、自分の世界観が変わったように感じられる。あんなに怖かった薫
が、いまはあまり怖くない。反射的に俺の足は四方八方へ飛び退ける体勢を
とっているが、とにかくあまり怖くない。
　カノジョの言葉を思い出した。
　――別にカオちゃんは五月のことをイジめていたわけじゃないんだよ？　
――
　あの言葉は、もしかすると、もしかすると――。
　俺はマキビシが仕掛けられていないかを確認してから脱衣所に入り、全国
生中継の隠しカメラがないかを確認してから服を脱いだ。
　カノジョの幻影を無意識に追っていたみたいに、もしかしたら、薫のイ
メージも無意識に改ざんしてしまっていたのかな、俺……。
　そんなことを考えながらシャワーを浴びた。
　身体を洗ったあと、湯船に足を突っ込む。
「おあっちゃぁぁぁぁぁぁぁ！」
　湯船テメェ！　殺す気か !?
　危なかった……大やけどを負うところだった……。
「くっ……！」
　やはり薫は悪魔だ。危なかった。もう少しで薫への警戒を解いてしまうと
ころだった……。
　やはり薫は俺を人間だと思っていない。人間がこんな熱い風呂に入れるは



ずないじゃないか。
　これは恐らく、昨日俺が意趣返しに冷水を大量投入したことに対する意趣
返しなのだろう。ならばここで更なる意趣返しをお見舞いしてやるのが真の
男であろうが、こんなことを繰り返していてはいずれ死ぬ。スペックの差を
鑑みるに、おそらく俺の方が早く死ぬ。
　はぁ……ため息……。
　俺はちょうどいい具合に冷水を入れ、ちょうどいい熱さのお湯を楽しんだ。
　天井を見上げて、カノジョの結婚式を夢想していると、自然と頬が緩んで
しまった。


