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「はい。というわけで、本日も張り切っていきましょう。結城五月の、夜ま
で生放送！　さて、本日最初のゲストは『セグウェイの使者』さんです！」
セグウェイの使者「五月さんこんにちは」
俺「はいこんにちは～」
セグウェイの使者「さっそく五月さんに質問です。五月さんは貧乏なのに、
どうして個室に入院しているんですか？」
俺「ほほう、手厳しいねぇ。でも確かにその通り。貧乏で貧乏を洗ったよう
な俺が、なぜに個室などというブルジョワ待遇を受けられるのか？　答えは
単純。相部屋が満室だったからさ」
セグウェイ（以下略）「なるほど～。それと、そもそも五月さんはどうして
入院しているんですか？　馬鹿なんですか？」
俺「なぜ入院しただけで馬鹿と言われなくちゃならないかはひとまず置いて
おいて、質問に答えましょう。俺はあの夜、ミチルをホテルまで連れて行く
前に意識を失ってしまい、そして息絶えてしまった。いま喋

しやべ

っている俺は幽
霊である――という展開になるかと思われたのですが……」
セグ（以下略）「ワクワク、ワクワク……どうなったの？　そのあとどう
なったの？」
俺「ふふふ……そうせかすなよお嬢ちゃん。さて、実を言うと、俺に記憶は
ない。当たり前だよね、俺は気を失っていたんだからさ。だからここで一度、
ホテルの従業員の方に証言してもらいましょう。ホテルのボーイさん、お願



いします」
ホテルボーイ「はい。かしこまりました。あの夜は、いやぁ驚きましたよ。
台風でテンションをこじらせた私が外で『ひゃっほう！　ひゃっほう！』と
わめきながら走り回っていたら、道端に誰かが倒れていたんですからねぇ。
私はすかさずひゃっほう仲間を呼んで、倒れていた二人をホテルに運びこん
だのです。救急車はすぐに来ましたよ。台風でもおかまいなし。流石はプロ
ですね」
俺「と、いうわけさ」
セ（以下略）「それで、その、ミチルさんはどうなったんですか？」
俺「彼女は風邪一つひかなかったよ。頭に怪我をしていたから、これは転ん
で怪我したらしいんだけど、一応精密検査をしてもらったそうな。そして異
状なし。一晩だけ入院して、次の日退院さ。だけど一方俺は、肺炎をこじら
せてしまってね。今日で入院生活四日目さ。でも、明日には退院できるらし
い」
（以下略）「へぇ～、そうだったんですかぁ」
俺「まったく困ったものだよ。玲と俊吾から授かった五万は全部入院費に消
えた。それどころか、五万じゃぜんぜん足りず、実家の両親に借金をするハ
メになってしまった」
（以下略）「最後に一つだけ質問があります」
俺「ん？　何かな？」
（以下略）「一人でこんなことやっていて楽しいですか？」

「……」
　俺は誰もいない個室を見渡す。
「だって、一人ぼっちは寂しいんだよ……」
　腕に突き刺さっている点滴の針でダーツをしたい衝動に駆られる。それく
らい暇だ。
　薫が持ってきてくれた『長いお別れ』はもう読んでしまったし、俊吾と玲



が嫌がらせで持ってきた卑猥雑誌は捨ててしまったし、やることがない。
　そういえば、薫と俊吾と玲は、無事にブレイカーズを撃破したそうな。ほ
とんど薫の戦果らしい。
　ブレイカーズは、わずか三人相手に敗北してメンツ丸つぶれ。薫たちに向
かって「今回の件はなかったことにしてほしい。誰にも言わないでほしい」
と懇願したそうな。薫は要求を呑む条件として、俊吾の借金をチャラにする
こと、そして以降、自分の知り合いに近づかないことを挙げた。ブレイカー
ズ総長斉木は一も二もなく承諾した。
　本日は八月三十一日。時刻は午前十時半。
　俺は窓の外を眺める。見慣れた街。空は暗く、一雨きそうなかんじだ。
　ミチルはいま何をしているのだろうか？　彼女にとっては、今日が夏休み
最終日だ。
　ミチルとはあれ以来会っていない。あれ以来なんて言うとものすごく長い
間会っていないみたいだけど、たかが四日のことである。
　でも、これから先、二度ともう会えないかもしれないことを考えると、気
持ちはおのずとブルーになる。仕方ない。騙

だま

していたんだ。蛇
だ

蝎
かつ

視
し

されてと
うぜんのことを、俺は彼女にしたのだ。
　枕元のデスクに置いてある花瓶には、薫が持ってきてくれたジャノメエリ
カが活けられている。
　薫の言葉が蘇る。

「花言葉は、孤独よ」

　……嫌がらせかい？
　ため息。
「寝よ……」



●

「お昼ですよ」
　看護婦の千恵さんの声で目が覚めた。昼食を運んできてくれたのだ。
　一般的に病院食はマズイと言われているが、そもそも俺は刑務所の飯にも
劣るものを日々摂取するライフスタイルを確立しているため、病院食すらご
馳
ち

走
そう

なのである。
「いただきます」
「食べ終わった頃にまた片づけにきますね」
「はい」
　ついでに僕の性欲も片づけてもらえませんか？　とは言わない。俊吾と玲
が嫌がらせに持ってきた卑猥雑誌が『エロいナース特集』なるものを展開し
ていたため、千恵さんをまっすぐに見れない日々が続いている。
　千恵さんは扉を開けて出て行ったが、二秒後また入ってきた。
　もう飯を片づけにきたのか？　それとも時空が歪

ゆが

んだのか？　などと様々
な仮説を立てたり崩したりしていると、
「お客様みたいですけど、通して構いませんか？」
「え？　あ、はい。どうぞ」
　薫か？　いや、俊吾か玲がまた冷やかしにきたに違いない。
「お久しぶりです五月さん。とはいっても、一週間ぶりくらいですね」
　未知子さんだった。
「それでは」
　千恵さんは未知子さんにお辞儀をしてから部屋を出て行った。
　俺と未知子さんだけになる。
「こ、こんにちは……」
　急に心拍数が上がる。
「いままでお見舞いに来れなくて申し訳ありません。仕事続きだったもの



で」
「いえ、そんな、気にしないで下さい」
　未知子さんはベッドのそばのスツールに腰かけた。
「まず、ミチルを助けて下さったことを、お礼申し上げます」
　彼女は恭しく頭を上げる。
「そんな、気にしないで下さい。ミチルちゃんには怪我をさせてしまいまし
た。お礼など言われる資格はありません」
「いえ。あの程度で済んだことは、やはり感謝してもしきれません」
　俺は黙り込んでしまった。
「しかし、それでもわたくしの考えは変わりません。五月さんとミチルはも
う二度と会わない方がいいという考えは、変わりません」
「……そう、ですよね」
「今回の件は本当に感謝していますし、申し訳なく思っています。五月さん
の治療費もこちらでお支払いさせて頂きます。ですので、今後一切ミチルと
は――」

「馬鹿ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！」

「「!?」」
　俺と未知子さんは肩をビクンと震わせる。とうぜんだ。急に部屋の中に、
俺でも未知子さんのものでもない声が響き渡ったのだから。
　俺と未知子さんは声のした方を見る。
　そこにはミチルがいた。
　部屋の隅にある洋

よう

箪
たん

笥
す

の中から、ミチルが現れたのだ。
「ミチ、ル……」未知子さんは愕

がく

然
ぜん

とする。
「いい加減にしてよお母さん！　私のことなんか何も知らないくせに！　知
ろうとしないくせに！　お母さんはお馬鹿だよ！　おお馬鹿だよ！　おおお
おお馬鹿だよ！　お母さんは何も分かってない！　男の人はみんなお父さん



みたいな人だと思い込んでいるんだよ！　八つ当たりはもうやめてよ！　五
月くんは悪い人なんかじゃない！　やたらめったら男の人を恨むのはやめて
よ！　病気だよお母さんは！」
　ミチルはボロボロと大粒の涙を流しながら一気にまくしたてた。
「ミチル……」
　俺の中では、様々な感情がぶつかり合っている。
「ミチル。でもね、あなたはまだ子供なのよ？　子供には分からないのよ！　
大人っていうのは、とても汚い生き物なの！　突然コロッと態度を変えるの
よ！　五月さんだって、いつ豹

ひよ

変
うへん

するか分かったものじゃ――」

「その時は、僕がぶん殴ってやります！」

　俺と未知子さんとミチルの視線は、扉の前に集まる。
「ナンバー２……」
　音もなく部屋に入り込んでいたナンバー２は、凛

り

々
り

しい目つきで未知子さ
んを見つめている。
「一之瀬くん……」
　未知子さんもナンバー２のことは知っているようだ。
「五月さんがミチル姫を泣かすようなことがあったら、その時は僕が天

てん

誅
ちゆう

を
下します。ミチル姫を泣かす者は何人たりとも僕が許しません。ミチル姫の
お母様、ミチル姫の言う通り、五月さんは悪い人ではありません。そりゃあ
頭は悪いです。どうしようもないくらいアホです。見た目もパッとしません。
これといって取り柄もないでしょう」
　俺は心の中でナンバー２の名前を『復讐リスト』に書き加えた。
「しかし、ミチル姫を想う気持ちは本物です。僕はよくミチル姫とお話しま
す。夏休み中も毎日のように電話しました。その時必ず、五月さんの名前が
出るのです。五月さんを語る時のミチル姫の幸せそうな声といったら、そ
りゃあもう嫉妬してしまうほどです。五月さんのことは、僕がきちっと監視



します。ですのでいまは、ミチル姫から五月さんを奪わないであげて下さい」
「ナンバー２、お前……」
　ナンバー２はテクテクとベッドのそばまで歩いてきて、俺に耳打ちする。
「無様な姿ですね五月さん。とても似合っていますよ。無様なあなたには実
にお似合いの姿だ――まぁそういうことですので、いまはミチル姫をあなた
に預けておきます。でも勘違いなさらないよう。僕は諦めたわけではありま
せん。いつか必ずミチル姫を虜

とりこ

にしてみせます。あなたから奪い取ってみせ
ます。ま、それまでの短いモラトリアムを、せいぜい楽しんで下さいな」
　それだけ言うとナンバー２は扉まで戻って行き、
「ミチル姫！　また学校で会いましょう！　ミチル姫のお母様、どうかご安
心を！　では！」
　颯

さつ

爽
そう

と部屋を出て行った。
「……」
「……」
「……」
　残された三人は、キツネにつままれたようにぽかんとしていた。
　しかしやがて、未知子さんがスツールから立ち上がり、
「ミチル。くれぐれも、気をつけるのよ……」
　力なく呟いた。
　そして、俺の目をジッと見つめた後、深々とお辞儀をして部屋を出て行っ
た。
　一応、ミチルと関わることを認めてくれたということだろうか？
　いや、まだだろう。まだ信用してもらっていない。これから少しずつ、一
歩ずつ進んでいくしかないだろう。そのためには、ミチルと健全に付き合う
ことが必要だ。
　大丈夫。俺ならできるさ。
「五月くん……」
　ミチルが近づいてきた。



「ミチル。その、あの、こんにちは……」
「……こんにちは」
「なんで、あんなところに、隠れてたの？」
　とりあえず話題を作らないと沈黙に圧死させられてしまいそうだ。
「……五月くんのお見舞いに来たけど、五月くんは眠ってて、起こそうかな
と迷って、それで、なんか急に恥ずかしくなってきて、それで、中に……」
　恥ずかしいと洋箪笥に隠れる習性がある、と。
　俺は『ミチル図鑑』に新たな一ページを追加した。
「……」
「……」
　沈黙。
　ミチルは俯

うつむ

いている。
　話題を！　早く話題を探さねば！
　俺は思い出す。ミチルに酷

ひど

いことをしたことを。騙
だま

していたことを。
　謝らなければならない。
「ミチル、あの、本当に、ごめ……」
「ありがとう五月くん」
「え？」
　なぜ感謝されたんだ？
「助けてくれてありがとう。そしてごめんなさい。私の身勝手で、こんなこ
とになってしまって……」
「そんな！　謝るのは俺の方だよミチル！　ごめん！　騙しててごめん！　
未来の旦那だなんて、馬鹿みたいな嘘をついてごめん！」
「五月くんは嘘なんてついてないですよ」
「え？　それはどういう……」

「五月くんは、私の未来の旦那さんです。五月くんは本当のことを言ってい
ました。タイムマシンはなくても、五月くんはここにいます。五月くんは私



の旦那さんです」

「……あ」
　涙が溢れてくるのが分かる。本当に俺は泣き虫だ。
「ミチル……」
「だから、五月くん。これからもよろしくお願いします」
　ミチルはそう言うと、俺の頬にキスをした。
　俺が幸せで昇天しそうになったことは言うまでもない。
「でも、やっぱり騙されていたことはちょっとプッツンしました。なので」
　ミチルは俺の足の方へ歩いて行き、
「えい」
　包帯でぐるぐる巻きにされている俺の足を軽く叩

たた

いた。
「ぐふっ……！」
　鈍痛が体を駆け巡る。
「これでチャラです」
　ミチルはにんまりと微笑む。
　まったく……。
　俺とミチルは顔を見合わせ、大声で笑った。
　腹の底から、純度百パーセントの幸せを放出するように笑った。
　そこへ、
「うぃーす！」
「生きてるか貴様？」
「五月……あら、おこちゃまもいるのね」
　薫と俊吾と玲がお見舞いにやってきてくれた。
「みんな……」
　なんという幸せ者なんだ俺は。素晴らしい友人がいる風景。なんて素晴ら
しい……。
　俊吾と玲はブレイカーズとの激闘の名残りで、顔に青あざができている。



薫は無傷。恐ろしい子……。
「俊吾くんと玲くん！　あと薫さん……」
「あらミチルちゃん。あたしの名前を呼ぶ時だけどうしてトーンダウンする
のかしら？」
「悪女、あっち行けです！」
「ふん。言っておくけど、ミチルちゃん、あたしはゼッタイに諦めないから
ね？　むしろ、これでやっと、同じステージに立つことができたというだけ
の話よ。やっと正々堂々と略奪ができるわ」
「うー、いよいよ悪女です！」
　ミチルと薫の会話がよく理解できないが、まぁ、ガールにはガールの世界
があるのだろう。
「五月ィ。お前、明日退院だよなぁ？」と玲が言う。
「うん。そうだが」
「何か食いたいものはないか？　なんでもいいぞ？」と俊吾が言う。
「ど、どうしたんだ急に？　気持ち悪いぞ……」
「明日、五月くんの退院祝いをするのです。そういう計画なのです！」とミ
チルが言う。
「退院祝い？　でも、ミチルは明日から学校なんじゃないの？」
「明日は日曜日ですよ？　学校は明後日からです」
「そうなのか」
「おこちゃまのミチルちゃんがどうしてもやりたいって言うもんだからね。
ま、おこちゃまだから何かにつけてはしゃぎたいのね。ふふ……」と薫は微
笑む。
「うー、おこちゃまおこちゃまって！」
　一気に部屋は騒がしくなる。
　まったく、静かに昼食も食べられたもんじゃない。
　でも、悪くない。実に悪くない。
　騒がしい環境の方が、俺には合っている。



　薫に殴りかかろうとしているが片手で止められているミチル。満足そうに
ミチルを見下ろす薫。その姿を鑑賞しながらうす気味悪い笑みを浮かべる俊
吾と玲。
　幸せな風景だ。こんな時間がずっと続けばいいと思う。もちろんいつまで
も入院しているなんてごめんだが、こんな風に、みんなが集まってワイワイ
できる時間が続けばいい。続いてほしい。
　それとはなしに窓の外を眺めてみると、黒い雲が裂けて、神々しい光が差
しているのが見えた。エンジェルラダー。
　遠くの空は明るい。
　きっとこれから晴れるだろう。
　足はまだ痛むけれど、少しくらいなら、散歩できるかもしれないな。

ＦＩＮ


