
「Zustandekommen」                    

    

   

   

  僕が全てを飲み込んだのは二年前のことだった。ある夜明け、僕はその中心にいた。僕がそこにいるのは当た

り前のことだが、それは僕がその原因だったからだ。僕はその中心で叫んだ。人生で初めての雄叫びだった。

  

  しょうがない。でもしょうがなくないことも世の中にはある。右を見た。灰色の、それもグラデーションのな

いつまらない、ただの灰色のビル群が並ぶ旧市街地。今となっては世界中どこを見ても旧市街地なのだが。

  

  窓も、デザインもあらゆる装飾が意味を失い、灰色というただの色と化したビルの群れ。それは吹き溜まりと

いう一言でも表すことができた。そう、ただの吹き溜まりだ。風がやってきて、いくつかの塵を拾い上げいくつ

もの塵を残していく。

  僕はそれらに囲まれ、その中で一人佇んでいた。世界に本当の意味で、意味のあるものなんてない。それを実

感できる光景の中に僕は居た。居なくてはならなかった。必然。それは紛れも無い必然だった。一陣の風邪が僕

の周りに吹き荒れた。吹き溜まりの中心である僕を軸に渦を巻き、塵を巻き上げ、小さく上昇した。

  

  空はそれほどまでに灰色じゃなかった。少し淀んだ、未だにこの世界のどこかに救いがあるかのような青空。

春。

  そういえば、今は春だった。なんで春なのだろう。時間の流れは今この場所で、意味をなしうるのだろうか。

駄目だ、どうしても何もかも考えを意味に繋げてしまう。どうしてだろう。そうか、周囲に意味を見いだせるも

のがひとつもないからだ。だからひとつでも意味のあるものを探し求めてしまうんだ。

  いや、そうだろうか、違うんじゃないか。僕には常に意味のある物、思考というものが染み付いている。だか

ら何も無くなった、全てに置いて意味なんて存在せず、意味という概念そのものが虚無に吸い込まれた世界に居

てさえも、無意味に意味を反射的に求めてしまっているだけだ。駄目だ。僕は意味が必要な世界に長く居すぎた

らしい。

 

  ところで、必然とは何なのだろうか。ふと、そんな事が頭をよぎる。何かを考えずにはいられないのだ。何も

することがないし、何もない世界では思考していないと自分を保てない。

  必然とは運命だ。昔から、そして未来からそうなることが決まっていたサダメ。

  例えば、コインを投げる。表が出る。それは偶然なのか、必然なのか。もし偶然だとしたら、その偶然により

僕の未来は変わることだってある。

  僕がギャンブルをしていて、表に賭けていたとすれば、巨額の富を得ることもできる。もちろん巨額の富なん

か手に入ったら大きく僕の人生は変わる。でも、表が出て巨額の富を得ることは果たして偶然なのだろうか。

  僕はその賭けをする前に、その賭けをする事を決定している。その判断は偶然なのか。そして僕は裏ではなく

コインの表に賭ける。その選択は偶然なのか。それらの決定、選択をするには僕の判断が必要だ。強制であれ、

自主的であれ、僕はその決定をしたわけだ。それが偶然なのか。・・・まあいいんだ。ここで僕は考えるのをや

めた。それが偶然であれ必然であれ、コインの表裏がどうであれ、事実は残る。過去には事実が残る。事実の前

ではそれが偶然であるか必然であるかはまったく別の世界の出来事なのだ。直感的に。

  何を考えているのだろう。目の前の灰色を見て僕は思った。何を考えているのだろう。こんな考えに何か意味

があるのだろうか。・・・また意味だ。僕は意味から開放されないのだろうか。また意味だもの・・・。

 

  さあさあ、いずれにせよこの事態は僕の責任であり、そうでなくても僕が関係していて、僕は今この事態に大

して何らかの行動を起こさなければならない。とにかく行動だ。なぜなら、まだ生きているからだ。ずっとここ

でモアイ像みたいに考えているわけにはいかない。そうだろう。そうだ。そうか？だってもう全ては終わったん



だ。僕はもう朽ち果てた世界を見続けるしかできない。何を今更やろうというのか。排便するのもバカバカしい

くらいだ。

  しかし、そうか、そうだ。僕は生きている。それなら目一杯生きようじゃないか。目一杯考えようじゃないか

。それが僕の責任だ。どうしてこうなったのか。僕はどこかで間違えていたのか。何度でも、僕の人生、そして

世界の終わりを思い返そう。別に無意味だ。でも僕は生きているから。それにこう考えたら、僕の意思に関わら

ずに思い出してしまうだろう。生きているのだから。

 小学生編～

  当時は何を思っていたのだろう。そう考えれば考えるほど何も思っていなかったという気がしてくる。何も考

えず、悩まず、明るい光の指す方に向かって、体力だとか、精神力だとかそんな単語は子どもの頃には僕の頭に

無かった気がする。でも、もしかしたら、それは改竄された記憶なのではないかという気がしてくる。

  僕は本を読むし、他のメディアにも触れる。そこで描かれる「子ども像」の大半はまさしくそういうものだか

らだ。天真爛漫な子ども。でも、本当の本当にそういう子どもだったかと聞かれると二つ返事で頷くわけにはい

かない。

  僕は大人になりすぎている。僕は二十五歳だ。大人になりぎていると言うには若いかもしれない。でも、歳の

問題じゃないのだ。僕は色々なものに色々なものをすり減らされ、削がれてきた。

　僕は気付いたら真っ暗闇の中に居た。足元には複数のロープがあった。その隣には看板。

「一本ロープを選び、それを辿ってゴールを目指せ。ただしゴールがあるとは限らない」

  それならば選ぼう、僕はそう思った。でも気付いたら僕はもうロープを握っていた。しっかりと、強固な催眠

術にでもかけられたように僕はその手を離すことはできなかった。しょうがない。これは当たりのロープかもし

れない。僕はそう思ってゴールを目指した。

  穴はどんどん狭くなっていった。やがて肩が擦れるようになってきて、僕の服はやぶけてしまった。そして肉

まで裂け、血が滴り始めた。僕は思った。これはハズレのロープだったんだ。あそこで何とかしてでも、別のロ

ープを掴むべきだったんだ。でももう戻るわけにはいかない。そういうルールなのだ。しょうがない。そのうち

洞窟が広くなるかもしれない。そう思って僕は進み続けた。

  でも穴の幅はどんどん狭くなるばかりで、肩の肉は大分そげてしまい、骨が見え始めた。その時僕はロープを

手放すことができた。気付いたらロープを握っていた手が開いたのだ。それから僕は選択肢があるたびに自由に

進んだ。右も行くし、左も行く。でもどんどん穴は狭くなるばかりだった。今や這って進むしかないほどだった

。そしてある事実に思い当たった。

「あのロープはどれをとってもハズレだったんだ」

  よく考えたらこの洞窟には僕しか居ない。他の洞窟はもっと快適なのかもしれない。もしかしたらブルートレ

インのように豪華な寝台列車で快適な旅をしている可能性もある。僕がどのロープをとろうとこの洞窟を変える

ことはできないのだ。僕はあくまで、最初に入っていた洞窟の中での、選択肢を選んでいたにすぎない。

  ならば、僕はどうすればいいのだろう。何をしていたんだっけ、そうだ、子どもの頃の話しをしようとしてい

たのだ。ならば思い出そう。

  後ろを振り向く、暗闇しか見えない。そこには辿ってきたであろう道が延々と続いているはずだ。でも見えな

い。だから僕は想像する。僕の主観を通して想像する。自分の後ろに続く闇に目を凝らしていると、マッチ売り

の少女のようにありもしない幻が見えてくる。暖かい暖炉があり、その前には優しいおばあさんが毛糸のマフラ

ーを編んでいる。僕はその横で積み木をしているのだ。



でも真実は違う、肩の肉を抉られ、血を滴らせながら僕は歩いてきたのだ。向き直り、前の暗闇に目を凝らし

てみる。でも何も見えてこなかった。そこには穴が広がるのではないかという期待と、ますます狭くなるのでは

ないかという不安があちこちに散りばめられているだけだった。

  僕は歩く。やっぱりまだ狭い。もう肩は限界に来ていた。僕は休むことにした。後ろを向いて座る。やはり後

方の暗闇には幻想が渦巻いていた。僕は再び目を凝らす。

  さんさんと太陽が降り注ぐ夏だった。何かを急き立てるような暑さは嫌でも僕を行動的にし、嫌でも何かをさ

せた。

「考えて見たんだけどさ、やっぱりどう考えても意味ないよ」

  理科が得意な新井村君が、少し土が盛り上がったところから僕の事を見下ろしてそう言った。新井村君は太陽

の光を背後から浴びてまるで後光が射しているようだった。後光が射しているといってもそれは自然現象で、何

も新井村が仏のようにいいやつだったということじゃない。むしろ、新井村君は悪いやつじゃないにしろ、一緒

にいて居心地が良いタイプではなかった。自分の頭の良さを過信していて、ニヤケた顔で人がやることにとやか

く口を出すのだ。ほんとうにうるさい。

「僕は君の事を心配して言ってるんだ。そんな事して何になる。森下の考えた作戦が成功したとしてもね、それ

が何なるっているんだよ。何の特にもならないじゃないか。そんなそんな効率が悪い事をするもんじゃないよ。

人生は効率良く生きなきゃ」

  効率？効率？こうりつ？効率ってなんだ？そんなもんなんで必要なんだ？効率良く人生を生きる。人生ってな

んだ。本当に新井村君はうるさい。

「合宿をする。親にも学校にも内緒で。それが何になるんだ。成功したからといって何なんだ。しかも、先生や

親に後で叱られるというリスクを負ってまでだ。なあ、何になるんだ。とりあえず、僕からはやめとけとしか言

いようがない。やめとけ。何の意味もない」

  意味？意味？意味だって？楽しいじゃないか。新井村君は友達が少ないから分からないんだろう。楽しいじゃ

ないか。それが意味だろう。他に意味があるのか。

「それが何だって言うんだよ。そんな事に意味なんてない。そんな事しても誰も喜ばないし、何も得られない。

必要なことじゃない。リスクを負ってまで一時の楽しみのためにそんな事して何の意味があるんだ」

  そう言われると何も言い返せなかった。

  決行の日がついに来た。合宿場所は、六月頃に移転され、今は使われていない旧公民館だった。旧公民館には

先日の暴風で割れた窓がひとつあった。一週間ほど経った今でも塞がれることはなく、最近では僕達の秘密の隠

れ家となりつつある。ほんの二ヶ月前までは使われていたので、窓が一枚割れた今も驚くほど館内は綺麗だった

。

  皆が集まった。一人残らず皆が。集合場所は近所にある公園の林の中。誰かに姿を見られないように考えた集

合場所だった。ある物は友達のうちに泊まると言って抜け出し、ある者は何も言わず家を出た。何も言わずに家

を出た者の中にも、親から何も言われない者と、日頃の溜まった鬱積を晴らす目的の者も居た。

  僕らは移動を開始した。探偵のように、建物の影から建物の影へ、誰にも見つからないように身を潜めながら

目的地を目指した。そんなことをしていたので、普通に歩けば集合場所から二、三分で着くところが十五分以上

かかった。二人を見張り役に置いて残りは例の窓から館内に入った。

  見張り役の二人が無事入ってきたところで、僕らは茶の間の二倍ほどある館内を駆け回りはしゃいだ。しかし

大声を出す者はいない。僕らはきちんと立場をわきまえていたのだ。館内には電気はもう通っていなかった。僕

らは持ち寄った懐中電灯と、更に一人が持ってきたロウソクを使い灯りをともした。全ては上手く行っていた。

僕らは持ち寄ったお菓子を食べながら色々と話合い、静かに声を殺して笑いあった。誰が何を言っても面白かっ



た。

  夜中の一時頃になると、さすがに皆疲れてきて、本当は一日起きている予定だったが眠る事となった。その夜

僕は夢を見た。それは眠れない夢だ。僕は夢の中で眠れなくて起きる。公民館内は月明かりで照らされているも

のの、僕の感覚で言うならそれは真っ暗だった。周りでは皆が寝静まっている。

  館内の前方に木製のステージがあった。少し段差がついただけのお粗末なステージだ。両脇に妙に厚い生地で

作られた赤色のカーテンが着いていた。そのステージを見ていると、突如ラッパ音が鳴り響き、両脇から人形が

ステージ中央めがけて行進してきそうな気がしてきた。それほどまでに小さなステージだったし、暗闇に覆われ

たステージにはどことなくそういった妄想を掻き立てる怪奇的な雰囲気があったのだ。思えば、去年あたりそこ

で、どうしようもなくショボイ劇をやった記憶があった。

  辺りはシンと静まり返っていた。しかしそれは濃密ではなく親密な静寂で、特に恐怖や不安が頭をよぎるとい

うような事は無かった。僕は窓を見た。外は月明かりと街灯で驚くほど明るく、夜空はほとんど青と言える紺色

だった。僕は起き上がって窓を覗いた。

  そこは神秘的な世界だった。街灯に群がる蛾や無数の小さな虫、そして耳を良く澄ませば、なぜ今まで聞こえ

なかったのか不思議なほど虫達の声があちらこちらから大きさを競い合うかのように鳴り響いていた。静寂なん

かはどこにも無かった。

  そこには独立した新しい世界があった。それも、美しく幻想的な世界だ。ありがとう。僕はそう思った。そう

思わずにはいられなかった。何に感謝したのだろう。僕は自分の思考とは別の場所で、遠く離れた場所でお礼の

言葉を言った。ありがとう、ありがとう、何度も何度も僕は呟いた。別の場所で。僕は光のカーテンに巻き込ま

れるように外に出た。

  外に出ると生温かい風が僕の頬をなでた。現実だった。そこには紛れも無く、疑いようのない現実感がさまよ

っていた。ありがとう。もう一度だけ僕はそう思った。

  ふと、視界の端に白色が映った。それは僕のいる位置からは死角となる公民館の裏側へ移動したように見えた

。視界の端に映った白い影。僕はそれを追いかけた。角を曲がると、そこには白いワンピースを着た女の子が立

っていた。僕より少し年が上くらいの女の子だった。

「あなたはなぜここにいるの？」

 

  そう女の子は言った。なぜ？また理由か。僕はそう思った。

「理由なんかないんだ。ただここに泊まりに来たんだ」

 僕はそう言った。

「ふうん。何も考えてないのね」

  女の子は呆れたようでも、諌めたようでも、感心があるようでも、興味がないようでもなく、ただ事実を述べ

るようにそう言った。

  考えてない？新井村君みたいな事を言うなと僕は思った。

「ならここはどこ？」

 彼女は僕の応答を待たずにそう言った。

「ここは公民館だ」

「そうね。でも、そういう事じゃないの。ここは世界のどこに位置してるかってこと」

 優しく彼女は言った。世界のどこに位置しているかだって？どこだ。ここはどこだ。

「私には分かるよ。ここがどこなのか。まあ、いいや。あなたは自分の場所をちゃんと確認しておいてね。それ

だけをすればいい」



彼女は僕の目を見て優しく微笑んで言った。それだけをすればいい？僕は道具か？

「ここはどこなんだい？」

「だからそれを今から確認するのよ」

「僕にできるんだろうか」

  そう聞かずにはいられなかった。口が勝手に動いた。

「あなたならできる。これは暗示よ。暗示。あなた自身への暗示なのか、未来の行く末を見通した暗示なのかは

私にもわからないけど」

 なるほど、それでここはどこなのだろう？宿命的に。

「力を与える。強大で絶大な力を」

  ありがとう、僕はまたまた思った。ありがとうありがとうありがとう。止めどなくありがとうが溢れた。あり

がとう。

  そして僕は夢から覚めた。リュックに付けていた時計を見るとまだ朝の五時だった。皆はまだ寝静まっていた

。ただ一人だけ、上半身だけを起こしてこっちを見てる人物がいた。

「夜どこかに行ってなかった？俺、寝付きが悪いっていうか起きやすくて。何か物音するなって思って周りを見

たら森下だけ居なくなってたから」

  やっぱり現実だったんだ。僕はそう思った。

 中学生編～

  世の中には説明の仕様がない事がある。末期癌の患者が治る、地上五十メートルの高さから落ちて助かる、夢

で見たことが丸々現実で起こるなどなど。どれも何かしらの説明をつけられるにせよ、的を得た、十人が十人頷

くような説明はできない。もっともこの世に十人が十人頷くような説明がつく物事というものがあるのか疑わし

いが。

  中学生の時僕は非常に内気だった。ある日突如として自らの内に目覚めた全く新しい自我が僕を内気にさせた

。ある日知らない男が自分の父親になるように自らの頭の中に同居人が生まれたのだった。

  それは自らが望むと望まざるとに関わらずやってきた。今では彼が自分自身となりつつあるが、当時の僕にと

ってはまったくの異物であって、それは丁度小さなしこりのようなものだった。しかし、それは悪性腫瘍のよう

に日を増すごとに大きくなり、僕自身、そいつの存在を無視することができなくなっていった。

  彼は誰なのだろう。当時の僕は彼を宇宙人だと思った。寄生型の宇宙人だ。その宇宙人は形を持たず、生物の

意識の中に寄生する。そして寄生した生物の意識を少しずつ我が物にしていくのである。

  宇宙人に支配されるのではないかという考えは僕に少なからず恐怖を与えたが、それよりも僕は彼を受け入れ

る事を考えるようになった。彼に従うと心地が良いのだ。大人たちが褒めてくれた、周りに愛された。

  そうだ、彼の掲げる人間像に僕は少しでも近づこうと思った。そして今もそれは思っている。

  

  美術室。それが僕の通った中学時代のキーポイントだった。でも、それは説明の仕様がない事だ。僕は美術部

でもなければ、美術室に足繁く通った覚えもない。ただ美術の授業で普通の生徒が行くのと同じ数だけ訪れただ

けだった。特にこれといった事件があったわけでもないし、そこで誰かに告白したわけでもない。

  でも美術室のことを思い出すと、本当は記憶が欠落しているだけで、そこで誰かに告白したんじゃないかとい

うくらい素敵な高揚感を覚える。そこには一体何があったのだろう。わからない。

　でも、僕が力を使う時は、それも彼に語りかけて力を使う時には中学校の美術室を思いだしてしまう。そこが

僕の力の源なのだ。そこが僕の未だに繋がる原動力なのだ。

　なぜかはわからないが。



高校生編～

  それは中学時代とは対照的に華やかなものだった。見るもの全てに桜が添えられ、春の匂いがした。僕はこの

頃になるとほぼ、力の使い方がわかり、もはや自らのうちに溶け込んでいた。

  体育祭。うちの学校では大して盛り上がらない、授業がなくなって楽できるというぐらいの体育際で僕は初め

て公衆の面前で力を使うこととなった。

  障害物競走が始まった。僕の好きな子。本当に好きな子。今でも好きな子。彼女が走っていた。今まで遠くか

ら眺めているだけだった彼女が、何かを一生懸命にしている様を見るのは新鮮だった。

  彼女は懸命に走っていた。最初は跳び箱。飛ぶ。彼女は華麗に飛んだ。別段運動神経がいい訳でもない、ただ

普通に飛んだのだが、そして月並みの発想なのだが、僕にはそれが非常に美しい、毛並みの美しい馬が緑の眩し

い草原で優雅に倒木を飛び越えるような、この地球の存在意義とも思える美を感じた。ありがとう、僕はそう思

った。彼女は緑の網をくぐる。それはよく見えないし特に何とも思わなかった。

  そしてくぐり終えた次はスプーン競争。スプーンの上にスーパーボール（多分そうだった）を乗せて、落とさ

ないように走る競技。彼女はスプーンに目を凝らしながら懸命に走る。彼女は今のところ二位だった。無事に一

回も落とすことなく彼女は通過した。

  次は最終関門、ハードル競走。かなり低く設定されたハードルを彼女は飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。一段、二段、三段

、四段。

　しかし、さすがに疲れてきたのか五段目を飛ぼうとした時彼女はつまずいた。そして顔からハードルに突っ込

んだ。砂煙が舞った。一人転んだくらいじゃ場内の雰囲気は変わらない。レースクライマックスの大盛り上がり

を見せている。砂煙が収まった。彼女はハードルに覆いかぶさるように倒れていた。ここからじゃよくわからな

いけど、彼女は動かない。

  隣のレーンからダントツで遅れていた隣のクラスの女の子が走ってきた。どてどてと。そして倒れている僕の

好きな子を特に気にすることなく目の前のハードルを飛ぼうとした。一段目から四段目まで全てハードルを踏み

倒しながら進んできた彼女は、五段目も同じく踏み倒そうとした。

  しかし、踏み倒すところまでは成功したものの、倒したハードルに足を滑らせ凄い勢いで僕の好きな女の子の

顔面めがけて肘から落ちようとしていた。これはいけないと思った。いくら力をなるべく色々な物事に干渉させ

ないと自ら取り決めたルールがあるとしても、これは行けない。力があるのに、好きな子が本当に危険にさらさ

れている時に何もできないのは、力の使い方どうこうの問題ではなく、人として終わっている。僕は躊躇うこと

なく大衆の目前で力を使うこととなった。今思えば浅はかな行いだった。この判断が僕の全てを、この世界の全

てを変えてしまったのだ。

  僕は力を使って、ちょっとだけ僕の幸運を彼女にわけた。すると僕の好きな子ははっというように起き上がっ

て丁度女の子の肘鉄砲を避けることができた。

 　

　幸運を与えるというのはどういうことだろう。僕は高校時代それだけを考え続けて生きてきた。幸運とは何か

。つまり何かを回避することだろう。

  それも可能性の高い事を回避することだ。船が沈没しても死または怪我を回避できれば幸運だし、歌手として

成功したら歌手として成功しなかった事を回避できたのだろう。可能性の高い嫌な事と、可能性の低い良い事が

あった時、可能性の低い良い事が起こればそれは幸運だ。逆なら不幸だ。

  僕に与えられた力は、誰かに幸運を分けることだった。それが自分の幸運を分けていたのか、誰かを幸運にし

ていただけなのかは未だにわからない。

  でも総じて、僕の経験から言えば力を使った後僕は不幸な目にあっていた。体育祭の時もそうだった。体育祭

から一週間後、家が焼滅したのだ。普通に考えれば何の因果関係も無いことだけど僕にはわかる。本来僕の家は

燃えるはずが無かったのだ。僕が誰かに幸運を分け与えた事により幸運のバランスというか、世界のバランスと

いうものが崩れた。

  僕はそういうバランスというものを肌で感じることができたのだ。こう言うと自分の家が燃やされた事によっ

て誰かが助かったというプラス思考の誇大妄想のように思われるが、それは違う。なぜなら僕の家は、それも本

当にいきなりな事であるのだが、空襲によって焼滅したのだ。空襲。この時代、誰が自分を語るのにこの単語を

用いただろう。

  第二次世界大戦以来、日本は長きに渡り平和を維持してきた。それもかなり安定的にだ。それがある日突然、



崩落した。日本が開戦するきっかけになったのが某国から来た突然の空襲であった。無数のミサイルが日本上空

を飛び交い、それを事前に察知できず寝耳に水状態だった日本はほぼ無対応のまま彼らを迎え入れてしまったの

だ。それが僕の町にも落ちた。そして僕の家は焼滅したのだ。

  つまり、僕が感じてることはこうだ。僕が常日頃から、そんなに多くはないのだが、どうしようもない時だけ

人に幸運を与えていた。すると、僕は総じて不幸な目に合っていた。突然飛び出してきた車に轢かれて右腕を骨

折したり、突如空から人間が降ってきて目の前で見事に飛び散るといった事だ。

  そして僕はある程度人に幸運を与えていった段階で、多分二、三人に与えた段階で、違和感を持つこととなっ

た。人は多少であれ未来を予測する能力を生まれながらに有している。

  例えば、五十メートル走を走る人は自分がゴールしている未来を予測している。誰もスタートの合図が鳴った

瞬間、阿波踊りをしだす自分を予測する人はいない。もちろん五十メートル走を真剣にやろうとしている前提だ

。りんごが木から落ちる所を目撃すれば、誰でも地面に落下すると無意識に予測する。ここで落ちたはずのりん

ごが、引き返して木に戻る可能性など誰も、ましてや無意識下では考えまい。

  そういうことのなのだ。りんごが木に戻るとまではいかないまでも、阿波踊りとはいかないまでも、決して小

さくないズレが僕の世界に起き始めた。それを強く感じたのは体育際が終わった四日後の事だった。

  来月に控えた音楽祭の話し合いが放課後行われた。音楽室に集まり自由曲を選ぶという作業だった。体育際、

音楽祭と一ヶ月置きに立て続けにイベントがあるこの時期。クラスが一年で一番団結する時であり、特に受験を

控えていない二年生となれば尚更盛り上がる。

  この時僕は二年生だった。そしてクラスはこういう行事できちんと団結できる、いわばノリの良いクラスだっ

た。体育祭前から音楽祭との二連覇を掲げておりクラス内は活気に満ちた雰囲気を有していた。そして体育祭で

我がクラスは見事総合優勝を果たした。わいわいやる事が好きな者の精鋭が集まったようなクラスだ。負けるわ

けがなかった。

  そして次に控えた音楽祭。体育祭の総合優勝が決まった瞬間から音楽祭も優勝するという意気込みがクラスに

は溢れていた。

  それがどうだ。今日の放課後集まったのは十一人。クラスは三十九人だ。二十八人はどこいった。それも騒ぐ

のが好きな連中が皆居なかった。騒ぐのは別に好きでもないし、嫌いでもない連中やむしろ嫌いと言った連中だ

けで集まっている状況だった。

  しょうがないから、それなりに騒ぐのが好きな僕がクラスをまとめた。音楽祭の実行委員すら居なかったのだ

。もちろん場所や日付を間違えた事を疑ったが直前のホームルームで実行委員自らが言った事であるし、他十一

名も確かにここだというのだからそうなのだろう。おかしい。学校中を隈なく探したが、下駄箱に彼らの外履き

はもはや無かった。教員もこの事態を不思議がっていた。

　次の日、学校に行くと、昨日までのクラスの活気は嘘のように消えていた。いつも騒いでる連中が静かに仲間

同士で話しあっていた。それぞれがそれぞれのグループで完結していたのだ。クラスは完全な落ち着きと、離散

というある種のまとまりを手に入れた。先生が音楽祭実行委員と昨日来なかった生徒達を追求した。しかし、彼

らはどこか無気力な感じで、落ち着いて受け答えしていた。

「はい・・・はい・・・すいません。次からちゃんと参加します。昨日はどうしても遊びに行きたくなって・・

・」

 そんな具合だ。それでとりあえず昨日の事態は丸く収まった。

  そして僕はこんな具合の事を幾度となく感じてきた。僕が誰かに幸運をもたらす度、少しずつ世界がズレるこ

とを感じた。確かに過去に全く同じ体験をしたことが、そのまま繰り返されることもあった。デジャヴだ。しか

し僕の場合は脳の錯視ではなく、リプレイであった。次の相手の会話、行動まで完全に僕が覚えているからだ。

だからイタズラに相手とまったく同じ事を同時にしゃべってみたら、ひどく驚かれた。

  

  そして、今までの世界のズレが溜まったのか、ただ運が悪かっただけなのか、体育祭から一週間後、音楽祭の

放課後の事件から三日後、いきなり日本にミサイルの雨が降り注いだ。前兆も何もない。いつも通りのニュース

が終わった後の出来事だった。

 わが街が燃えに燃えた。僕はその時授業中だった。遠くから運動会の開催を知らせる花火ほどの音が聞こえた

最初はそれだと思った。その音に連られて外を見ると遠くで黒煙が上がっていた。普通の火事だと思ったが、そ

れでも驚いた。隣の席の友人の肩を叩いて、窓の外を指す。



その時、日が入らず薄暗い教室が一瞬明るくなった。そして地響きと花火の音などでは例えられないほどの爆

音が教室を襲った。一枚、二枚、窓ガラスが割れる音がする。皆が皆、椅子から転げ落ちた。窓側に居た僕は熱

気で一瞬に汗が噴き出した。僕は頭を抱えて丸まった。それから六、七回、立て続けに近かったり遠かったりす

る謎の爆発音を聞き続けた。

　教室は阿鼻叫喚、特に女子が叫び続けた。男子も呻き声のようなものを上げている。十五分ほどで爆発音は収

まった。その代わりあちこちから消防車や救急車やパトカーやらのサイレンが混じり合い鳴り響いていた。その

音は僕達の不安を一層煽った。皆が頭を上げ始める前に僕は頭を上げた。すでに一人立っているやつが居たので

僕は二番目に早く頭をあげたことになる。窓の外を見ると、僕の想像力の限界を超えた光景が広がっていた。街

は真っ赤だった。赤、赤、赤。そして空は黒。赤と黒のみで作られた自分の街のコントラスト。消防車のサイレ

ンが無気力な雄叫びのように力なく鳴り響く。悲しげに、いや、絶望的に。

  数件に一件まだ火の手が及んでいない家を見ると少し心が和んだ。それは確かにさっきまでの景観の一部を有

していたからである。

  ここまで考えると僕はある事実に思い当たり膝を崩して窓にへばりついた。僕の家はどうなった。普通なら真

っ先に思い出すのだろうが、この目の前に広がる地獄絵図はこの事態をどことなく他人事にさせ、僕は事件の目

撃者のような気分でいた。でもここは紛れもなく僕が暮らしている街なのだ。そして最初の一発目。黒煙が上が

っていた位置は、確証は持てないが僕のうちのあたりではないのだろうか。そう思えば思うほどそうとしか思え

なくなっていた。大体これだけの大惨事なのだ。十件に一件燃えていない家があるかないかのこの状況で燃えて

いない方が奇跡だ。

  僕は立ち上がり教室のドア目がけて走り  出した。教室を出て廊下を走っていると校内放送が鳴ったが内容な

ど聞き取れなかった。僕は神様に、そして自分の能力に祈った。幸運を分け与える能力。それをどうか僕の家族

に使ってください。家が燃えてても吹き飛んでても奇跡的に、崩れた家の隙間にでも収まってくれていればいい

。とにかく家族を生かしてください。そう願い、僕は意識を集中し、能力を最大限に使用した。

  結果として言えば、家族は生きていた。家は崩れたが、一戸建てで一番安全と言われるトイレにたまたま居た

母親は、生き埋めにあったが救助され、父親の勤務先は特に問題がなかったようだった。家はその後火が燃え移

って焼滅した。ちなみに僕に兄弟はいない。

  しかし、この最大とも言える幸運により世界は最悪にずれた。日本がこの全国八ヶ所に及ぶ爆撃の報復として

、核爆弾を使用したのだ。核爆弾など持っていないはずだったのだが、さも当たり前かのように日本はそれを発

射した。これもひとつの原因となり第三次世界大戦が勃発した。

  日本を支持する国と支持しない国、それは奇妙な別れ方だった。遠くの何の関わりもないような国が強く日本

支持を訴え、それなりに良い国交を結んでいたはずの国が悪魔を糾弾するかのように日本をバッシングしたのだ

。よって支持派と不支持派をわけると本当に奇妙だった。それは場所にも宗教にも人種にも、さらに歴史にも縛

られないまったく新しい二極化だった。

  この大戦が勃発した経緯もまた不可思議なものだった。僕も当時まったく知らないことではあったのだが、西

欧と東亜の某国が水面下で関係が悪化していて、ある日東亜の某国で西欧からのスパイを捕まえたと報じられた

。西欧は誤解だとし、身柄の引渡しを要求した。東亜の国はそれに応じないどころか、死刑を執行した。

  それにより西欧と東亜の某国の国交は断絶。しかし、東欧の国々はまさかの東亜の某国を支持。それは大きな

波紋を呼び、西欧と東欧の境界線となるような地域では住民同士の争いが始まり、それが国同士の紛争にまで発

展した。そこに東亜の某国がこの紛争に加勢。西の某大国は西欧に加勢。そして日本も西欧を支持した。

  日本が西欧への支持を表明した次の日、何の前触れも無く東亜の某国からのミサイルが日本に降り注いだ。こ

れが世界大戦への大きな引き金となった。

 夢見し君へ～

  灰色に染まった世界であてもなくさまよい、回想にふける私は何者なのだろう。多分何者でもない。何事にも

意味などないのだ。

  この世界大戦はその後、史上の戦争とは比べものにならない規模になり世界は滅んだ。使用された核は十一本

。死者は全員。僕を除いて。

 何かあったわけではない。偶然に偶然が重なり、つまり幸運にも僕は生き延びてしまった。

  夢見し君へ、この世界は君の心の裏側にそっとしまって置いてくれ。



それで、どこで間違ったのだろう。


