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彼のことを思うたび、いつもふっと浮かぶカラーがある。
それは潮風の吹きつける海岸沿いから見た海だったり、或いは

競技場のフェンス越しに見る空だったりするんだけど。
かわらないのは、そこにある彼の立ち姿だ。

日に焼けた、茶色い髪。 
二重まぶたのラインが、左右で微妙にちがう瞳。
笑うとき、片一方だけ口の端の上がる口唇。 
そして、

「子ブタ」
と呼ぶ、憎たらしいあの声。

ヤツのことをユカはいつもいけすかなく思っていた。
無礼で、いやらしくて、ろくでもない男だ、と。
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1  ろくでもない男

――『各選手一斉にスタートしました。風は南西よりやや強め、
スタートは正常』
 

真夏の太陽にあぶられるバンクを、視聴覚教室のモニターが映
し出していた。

スピーカーからは解説者だかアナウンサーだかの、まのびした
声。それに続いてトラックレーサーにまたがった選手たちの風を
切る音が流れていく。

もう何度見せられたかわからない飽き度 120％の VTR を、今
日も変わらずコータは見たいらしい。

しつこいというか、何というか。同じ室内にいるユカにとって
はまるでタチの悪い罰ゲームだ。

机たちを拭きながら、ユカは掃除に加わる気のなさそうな背中
に眉をひそめた。

さっきから画面を食い入るように見ているのは、ユカの勘違い
じゃなければ、このだだっぴろい視聴覚教室を一緒に掃除するは
ずのパートナー。じゃない、一員だ。

けれど、ヤツにとって掃除中は VTR 鑑賞のお時間。
掃除を押し付けていることなんて振り返りもせず、コータはい

つも同じところで声をあげるのだった。
400 メートルのバンクを 1 周半しかけるあたりで、必ず。

 

――『おお？　西高の 2 番手、ここで仕掛けてきましたね。い
い走りだ』
「やっぱ俺ヤバすぎだよな。カッコよすぎ」

スピーカーから実況が流れたとたん、まるで待っていたかのよ
うなタイミングで自画自賛するこの男は、うぬぼれがすぎるとユ
カは思う。

モニターが映す自転車競技の団体戦だと、どう見ても須賀君の
方がカッコいいし、それはユカだけでなく広く世間の思うところ
であるはず。

まあ、そんな一般論を口にしたところで仕方がない。
コータみたいなヤツにとっては、顔の造作なんて耳くそみたい

に軽い問題なのだ。だからこうして臆面もなく、俺ヤバすぎとか、
カッコよすぎ、とか言えるのだろう。
「な、子ブタ見た？」

雑巾をしぼりなおし、ユカはうんざりしながら日々繰り返され
る質問を無視した。

あたしは真面目に掃除しているんです。
なので、聞こえませんでした、というふりをして。

 
そもそもなぜ子ブタと呼ばれはじめたのか。それがどうにも思

い出せない。
いつの間にか名づけられ、当たり前のように呼ばれていたと思

う。――とはいえヤツとはクラスが別だし、ブタ呼ばわりするの
もコータだけだから、掃除時間だけ我慢すればいいのだけれど。

それでもやっぱり、ムカつくものはムカつく。
太っているわけじゃあるまいし、いい加減やめていただきたい
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のだが、多分それは口にするだけ無駄な話だ。
コータは一言でいえば、典型的いじめっ子ってヤツで。人が嫌

がれば嫌がるほどあげつらい、笑い者にするのをよしとしている。
そこらへんは、ほら。
「なあ、ブー子ちゃんってば」

こういう物言いが象徴していると思います。
 
「なにそんなムキになって掃除してんだよ」

シカト攻撃にしびれを切らしたのか、掃除時間が半分をまわっ
たころ、コータが近づいてくる気配がした。

本当に迷惑な男だ。
不快にさせることしか言わないくせに、コータはかまってもら

わないとすぐちょっかいを出してくるのである。
「あんたがサボるからでしょ？」
「またまたそんな、つれないこと言っちゃって～」
「うるさい、ってば。あんたとお喋りしてる暇ないの。ただでさ
え負担なのに……」
「はいはい。手伝うから怒るな、って」

だから寄こせ、とのびてきた手に雑巾を叩きつけ、ユカはしぶ
しぶと顔をあげた。そこには、モニターから抜け出してきた自転
車好きの男がいる。

日に焼けた茶色い髪。
二重まぶたのラインが途中で切れた瞳。
頭のてっぺんには、ヤツのトレードマークともいえるぴょーん

と上を向いた遊び毛。つむじの巻きのせいで、毛が自動的に立つ
みたいだ。

顔立ちは普通で。始終悪巧みを企んでいるせいか、生意気ざか
りの少年みたいな顔をしている。

――とまあ、そんなコータではあるが、たま～に女子の中でも
好きモノがいて。そういうマニアな人からだけは人気者らしい。
 

VTR はとっくに動きを止め、モニターには『リプレイする？』
のサインが出ていた。

ユカはパソコンの電源を落とし、昼休み中に一度目を通した携
帯のメールをふたたびひらく。

送り主は、ユカがこっそりと応募していたモデルオーディショ
ンの主催、東京のイベント運営会社。

内容は――わざわざ読み返すまでもない。
“残念ながら今回は”のくだりからはじまる、選考落ちのお知ら
せである。
 

コータは知らないだろうが、実のところユカは小学生のころか
らモデル事務所に所属している。

アイドルに憧れ、それなりにレッスンを積んできたけれど――
でも、結果はご覧の通りだ。書類審査だけで落ち、レッスンの成
果を発揮する場さえ与えてもらえない、ってわけで。

だから、本当のことを言うと、コータの暴言はしゃれにならない。
ブタだのブー子だのと呼ばれるたびに、真に受ける自分がいて。

どこからか忍びこむすきま風が背筋をさらうように、ひやりとさ
せられるのだ。
 

ユカは憂鬱なため息をつき、その行方を目で追いかけた。モニ
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ターを鏡がわりにして、前から、横からと映る自分をチェックする。
いつまでも赤ちゃんっ気の抜けない残念な丸顔。愛されモード

とは名ばかりの太って見える緩やかパーマ。
このふたつがいけなかったのだろうか。
ストレートの方がスッキリしますよ、と言われたのに、アドバ

イスを無視したから。
「パーマ落とせば、選考通ったのかな……」

無意識につぶやき、ユカはハッとして振り返った。あまりに静
かすぎるから、ひとり言を聞かれたかと思ったのだ。

けれど心配する必要はなかったらしい。
いつの間にか雑巾を投げ出し、コータは掃除などしていやしな

かった。
 
「ちょっと！　全部拭いてよ。いっつもサボってばっかじゃん」

ヒステリックな声をあげ、ユカはむっと口唇を尖らせた。転がっ
た雑巾を拾いあげ、コータが背中を睨みつける。

が、ヤツは図太いというかなんというか。ユカの説教など聞く
耳もたぬといった具合で。
「ちょ、いま話しかけんな」

などとほざき、携帯いじりに精を出すのだった。どうやらゲー
ムにご熱心らしい。

どうせエッチなやつでしょ？　と顔をしかめ、ユカは背後から
携帯を盗み見た。

ディスプレイには案の定、シャツのボタンがはちきれそうな巨
乳の美少女。ロン！　というふきだしから察するに、麻雀で勝つ
たび服を脱がせるゲームだろう。いかにも、コータらしい好みで

ある。
「やる気がないなら最初から代わってくれなくていいのに」

ユカは聞えよがしの文句を吐き、掃除の続きにとりかかった。
こんな人、いっそ来ないでいてくれる方が楽なくらいだ。
掃除はしない。せっかく拭いた机の上に脚を乗っける。エッチ

なゲームを臆面もなくやる。

まったく、ろくでもない男である。
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2  残念メール（1）
 

「その男子、全然手伝ってくれないの？」
下校時間はとうに過ぎ、人影もまばらになった特別クラス。窓

から射すやわらかな西日を受けて笑う萌は親友。そして
「もう……笑いごとじゃないんだってば」

――事務所の同期でもある。
 

モデル事務所に籍を置いて 8 年。
ユカが小学生の頃から事務所に所属していることは、まわりで

も一部の人しか知らない事実だ。それは必死に隠しているわけで
はなく、単に、知られる機会がないだけだけれど。

萌はそれを知る者のひとり。
色白の小さな顔に、日本人ばなれした目鼻立ち。
エクステの入った長い髪をさらりと背中に流す萌は、週末の

ローカル TV 番組でお天気コーナーをもつ人気モデルだ。テレビ、
ラジオ、雑誌と活動の域も幅広く、このあたりの地元では知らな
い人がいない。
「ユカ、いつもひとりで掃除してるんだ？」
「そういうこと」
「だから遅いのね、来るの」

つまり彼女は事務所きっての稼ぎ頭。落ちこぼれちゃんのユカ
と比べ、扱いに差があるのは仕方のないこと。

というわけで、萌は知名度の高さに配慮され、スポーツ特待生

と同じ特別クラスにふりわけられている。出席日数がたりず、授
業のスピードについていけない分を、こうやって補習プリントで
まかなっているのだ。
 

掃除を終えたあと、ユカはこのクラスまで萌を迎えに来るのを
日課としている。目的は迎えだけではなくて。

――須賀君。
そう、須賀。萌のクラスメイトであるスポーツ特待生の彼に、

ユカはこの数ヶ月片思いをしているのだ。
 

頬づえをつきながら、ユカは仲間とたわむれる須賀の背中を見
つめた。

他の男子たちとはちがう、クールな立ち居振る舞い。いい感じ
に盛ってある髪に、スポーツマンらしいスタイル。

金太郎飴みたいに、どこをどう切ってもステキ分子しかあらわ
れない彼は、仲間たちと机に広げた雑誌をかこみ皆で頭をつき合
わせていた。誰かがつぶやいた拍子にどっと笑い声をあげ、盛り
上がっている。悲しいことに、この誰か、っていうのがコータだっ
たりするんだけど。

確かに、コータみたいにリアクションが大きく、始終くだらな
いことばかり言っているようなヤツがいれば、楽しめはするだろ
う。

でも、あんなのと親しくしていたら彼が汚されてしまう。
同じ部活動なのは仕方ないにしても、もっとふさわしい友人は

いるでしょ？　と陰ながら心配しているのに、いまのところユカ
の念力が伝わった形跡はない。
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「っていうかね？　ユカ」
「え、ああ……何？」

急に話しかけられ、ユカは視線を萌に戻した。
彼女はプリントに目を落とし、カリカリとシャーペンを動かし

ている。
得意な英語だから進むのが早い。
設問 6 まで埋まっているから、もうすこしで終わりそうだな、

とユカが思ったその時だった。
「ユカ、最近男子ばっかり見てるよね？」
「えっ？」

思いがけない問いかけに、ユカは一瞬意味がわからなかった。
けれど直後、
「好きな人いるの？」

更にツッこんだ追及をぶつけられて。
「な……、しーっ」

ユカは慌てふためき萌の口を手で覆いだ。
どストレートに図星をつかれ、とても平然としてはいられない。

そのまま手を離さずに、プリントのすみっこに注意書きを走らせ
る。
“声にだしちゃダメ！　聞こえるじゃん”

あせって乱れた文字は、やたら子供っぽいものとなった。
それを追う萌のまなざしに興奮は見られない。静かにユカの手

をはがし、萌は注意書きの隣に文字を書き加えていく。
“聞かれたら”

そこまで書いたところで首をかしげ、萌は思い直したように上
から塗りつぶした。そうしてその隣に

“ここにいるの？”
と書き改める。
 

どうしよう――と息をのみ、ユカはスカートのひだを握りしめ
た。

というのも、片思いをして数ヶ月。その間、萌に隠していたの
はわざとなのだ。一応、それにはわけがあって。

率直にいえば萌は、人の影響を受けやすいところがあるのだ。
そういう子って、女の子には珍しくないと思う。

あー、カワイイ！　と一目惚れして買ったワンピースを見せれ
ば、翌週には同じ物を着ていたり。いつの間にか、髪型や言葉づ
かいまでそっくり同じになっていたり。

そしてとうとう、好きな男子まで――ということが、中学生の
頃ふたりの間にあったわけだ。

その過去の経験が気にかかり、ユカはあえて恋バナをしないで
いた。

いくら仲のいい友人だからといって、好きな男子までかぶると
辛いし。友情だって壊れかねないし。

だから。
「そんなのどうだっていいじゃん！　それより萌、オーディショ
ンの結果どうだった？」

あたしまた書類審査で落ちちゃってさ～、と、ユカは少々強引
に話をかえ、携帯に届いた残念メールを萌の鼻先にもっていった。

残念メールっていうのは、あれだ。
――『残念ながら今回は……』
というくだりからはじまる、オーディションの選考落ち通知。
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これをユカは“残念メール”と命名して、プチコレクションに
している。
 

それはともかく、どうだった？　なんて口にしながら、本当は
聞くまでもないことをユカは知っていた。メディアでの実績を考
慮され、萌が無審査で地方大会を突破するのは間違いないと聞い
ていたから。

でも、ぎこちなく逸らされる瞳を見れば、わかっていてもやっ
ぱり傷つく。そうか、やっぱりね――と思ってしまう。
「私は、全国大会までは推薦だから……」
「そっか。萌、絶対グランプリ取ってね。あたし応援してるから」
 

ユカは残念メールを閉じ、なんてことないふりをしつつ携帯を
いじった。

こういうシチュエーションでのユカは名女優だ。
だって。平気そうな顔をしていないと萌が気にするだろうし。
それに、話をはぐらかせただけマシというものだ。かなり自虐

的ではあるにせよ、話題がかわったのだから。
そう自分に言い聞かせ、ユカは胸をなでおろしていた。
なのに。

“ユカ、どうして隠すの？”
ニットの袖をぐいと引っ張られて。
目を落とした先には、“私、協力するよ？”の文字があった。
萌はペン先で“協力するよ”の部分を指し、返事を急かしてい

る。いぶかしげな瞳が、こちらを窺っている気配がした。
 

話題はまったくかわってなどいなかったのだ。
それどころか力技で話をそらせたのが、萌を不審がらせたらし

い。ユカが言葉を失っている間にも、萌の手はカリカリと進んで。
“友達なのに”

と書き足したあと、ぴったりと止まってしまったのだった。
 

ひそやかにため息をつく萌の、浮かない表情。
それを見たとたん、鉄の味がするスプーンを咥えた時みたいな

気まずさをユカは覚えた。やばい、こんなはずでは――と携帯を
閉じ、慌てて弁解を書き散らす。

自分が気をつかわなすぎたんだ。
誰だって、露骨な隠しごとは傷つく。親しければ親しいほど。
秘密にしたいことは誰にでもあるけど、バレないように隠すの

と、バレかかったものを必死にごまかすのとではちがうから。そ
れに。

不信感の裏側にある感情を、ユカはとっくに自覚していた。
真似されたらイヤだから教えなかっただけじゃない。
教えて、また以前のように萌が同じ人を好きになってしまえば、

ユカには到底勝ち目がないと思ったからだ。
人気モデルの萌と、さっぱり仕事のない自分。その差は見た目

にも十分にあらわれている。
ユカは口唇をかみ、シャーペンを握り直した。
これ以上黙りこんではいられない。あまりに長いと、本格的に

萌を傷つけてしまう。協力してくれると言うのだから、その言葉
を信じるしかないだろう。

ユカは、えいと思いきり、プリントのすみっこにシャーペンを
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走らせた。小さく、ひっそりと、そこにだけカワイイ花が咲いた
みたいに。
“須賀君”

喜んで書いたわけでもないのに、名前を書き終えた瞬間、ユカ
は全身の毛穴から汗がふきでるような気がした。

本人がすぐそこにいるから尚のこと、萌の反応が気にかかる。
なるべくなら、萌の好みじゃなければいい。ふーん、あの人なん
だ、くらいの反応で収まってくれたら――と。

そうやってそわそわしているうちに、萌はやがて彼女らしい疑
問を書き綴った。
“ごめん。私、クラスメイトの名前わからないかも”
 

これは無理もなかった。
萌は新学期早々から撮影だの何だのと飛びまわっていたのだ。

クラスメイトの顔と名前が一致するには、まだ時間がかかるだろ
う。
“どの人？”
と続けられた文字に、ユカは彼らの方を振り返った。

いつの間にか彼らは雑誌を閉じ、いかにもいまから帰りますと
いった風情で廊下へ出ていた。がやがやと楽しげな笑い声が、こ
こにまで響いてくる。
“一番カッコいいのが須賀君”

ジャージ着ているひと、とか。黒のスポーツバッグのひと、と
か。他に説明のしようはあった。

けれどこの説明こそが最強で、最高の分別法なのだ。ユカにとっ
ては。

むさくるしい大男ばかりが目立つ特待生の中にあって、彼は一
番星みたいに輝いて見えた。

どの角度からどう見ても、100 人に聞けば 99 人は彼が須賀だ
とわかるはず。
 

はぁ～っと、物思いとも、打ち明けたことによる安心感とも
つかないため息をつき、ユカは誰もいなくなった廊下の方に目を
やった。

まばらに届く足音が、どんどん小さくなっていく。セピアにそ
まった教室は、静けさを増して。

きっと彼はもう階段を下りる頃。この音が途切れたら、つぎに
会えるのはまた明日。

そんな乙女ちっくな思いをのせて、ふたたびため息をついた時
だ。
「ユカ、任せて！　私が彼を連れてきてあげるから」

萌が、動いた。
「え？」

いきなり何を言い出すのかと振り返った時には、もう遅かった。
すぐさま走り出した萌はスカートの裾をひるがえし、ところど

ころの机にぶつかりながら一目散に彼らを追いかけていく。
「えーっ！　ちょっと、ちょっと待ってよ！」

取り乱してのばした指は、もちろん萌に届かない。
ユカは教室にひとり取り残され、あとには萌らしくない足音と、

彼女がずらした机たちだけが残った。
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3  残念メール（2）
 

どうしよう、どうしよう、どうしよう。
まずい、まずい、まずい。
突然ひとりぼっちにされた孤独感もあいまって、ユカはいても

たってもいられない。おろおろと腰をあげ、足をもつれさせなが
ら萌の足音を追いかける。

けれど二、三歩行ったあとになって、今後待っているだろうシ
チュエーションがひらめいて。

それを考えたとたん、そこから先に進めなくなってしまった。
萌は須賀を連れ戻しに行ったのだ。きっと昇降口のところまで。
ということは、そこには他の男子たちだっているはずで。もし

追いついてしまったら、最悪、皆が見ている前でご対面ってこと
になってしまう。
 

そんなの嫌だ。恥ずかしすぎる。
急にこみあげてきた焦燥に、ユカの鼓動はどくどくと高鳴りだ

した。
目があっただけで死にそうなのに、これから口をきかねばなら

ないのかと思うと、頭が爆発してしまいそうだ。
「うー」

限られた時間。他に何かするべきことがあるのだろうけど、こ
んな時に限って何も思いつかない。

どうしよう？　どうすれば？　どんなふうに？　と気ばかりあ

せって。口からは情けない、意味不明な文句がもれるばかりだった。
 

しばらくの後。
結局何もできないままそわそわしているうちに、廊下の先から

二種類の足音が帰ってきた。萌らしいローファーの音と、須賀の
スニーカーの音だ。それがバラバラに響いて、胸をきゅうっと絞
りあげていく。

いよいよだ。
ユカはぎゅっと拳をにぎり、両足をふんばらせて待った。緊張

は限界に達し、全身が心臓になったみたいに脈打っている。
喉が渇いて。そして、ふたりの気配が教室のドアのすぐ先にま

できたと思った時だ。
「ユカ、連れてきたよ！」

顔をあげた瞬間、ユカの目に満面の笑みを浮かべた萌が映った。
どちらかといえば大人しく、あまり感情を表にださない萌だ。
そんな彼女が瞳を輝かせる様子は、あたかも初めてのおつかい

をし終えたちびっ子のようで。だからこそユカは、ありがとうと
口にしかけたのだが――しかし。
「よ～う、子ブタ」

続けて入ってきた男を見たとたん、ユカは思わず突拍子もない
奇声をあげそうになった。

日に焼けた、茶色い髪。 
ぴょんと上を向いてはねた遊び毛。
それと、憎たらしいことをいう、あの声。
あろうことか、萌が腕を引いて連れてきたのは須賀ではなく、

コータのヤツで。しかも。
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「お前、俺のこと好きなんだって？」
どこでそうなったのか知らないが、壮大な勘違いまでしている

らしいのだった。
 
「な……ちっ……」

ちがう。そんなことあるわけがない。
想定外の人物。しかもとんちんかんな発言に動揺し、ユカは壊

れた人形みたいに“ち”から先がでてこなかった。
その間にもコータはご機嫌な様子で

「どうした子ブタ。告白しちゃってもいいんだぞ～？　あーそう
か。……どきどきしちゃって言葉になんないブー！　って感じか」

と、ユカの心境を都合よく解釈し、コータ劇場を上演中だ。
 

これぞ正真正銘の大ピンチ。絶体絶命の危機である。
ユカはみっともなくオタオタし、それこそ藁にもすがる思いで

萌を窺った。
けれど。
――私は一番カッコいい人を連れてきました。任務完了です！

　とでも言いたげな表情で、萌は頬を上気させていて。到底フォ
ローなど望めそうになく、ユカの期待は打ち砕かれた。

そもそも、曖昧な説明をした自分にも非があるのだ。
こんなことになるとは思わなかったにしても、なってしまった

責任は負わねばならない。
 

ユカは覚悟を決め、ごくりとつばを飲み下した。
とにかく妙な誤解をとかなければならない。なるべく、波風を

たてないように。
――悪いけど、人違いだから。
これじゃダメだ。こちらから呼び出した手前、ふさわしくない。
――誤解です。お手数をおかけして申し訳ありません。
これはどうだろう。硬すぎるかもしれないけど、丁寧ではある

と思う。これでいこうか。
ああでもない、こうでもないと考えた末に導き出したセリフ。
それを、さあいまから口にするぞと意気込んだユカよりも先に、

コータが口をひらいた。
「まーその。恥ずかしがるところも可愛いね、ってことで。しょ
うがねーな、つきあってやるよ」

コータの、寝言とも、宇宙語ともとれる一言。
へへっとひとり笑いをもらし、鼻の下を照れくさそうにこする

サマは、もはや同じ星の人間とは思われない。
そしてこの思いあがった態度が、ユカにちがうセリフを言わせ

た。
 
「ちがうから！」

だって、考えてもみてほしい。
自分のことを子ブタ呼ばわりする無礼者に惚れる女がどこにい

ようか。世界中さがしたっているわけがない。
「なんであたしが、あんたみたいなの……。ありえないから！」

アドレナリンが全身からふきだしたせいか、攻撃的にぶちまけ
たあと息があがった。人間怒っても疲れるらしい。――と悠長な
ことを言っている場合ではない。
「はあ？　なんだそりゃ」
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笑顔から一転、地獄の小悪魔みたいに目をすがめたコータは、
すぐさま不機嫌そうな声をあげて。ユカとの間合いをつめるかの
ごとく、じりじりと近寄ってくる。
「あんたみたいな、って。てめー何様だっつの。ブタみたいな顔
してやがるくせに」
「な……！」

ユカはふるふると口唇をふるわせ、いまの暴言をこらえた。
子ブタとは何度も呼ばれたけど、ブタは初めてだ。子があるの

とないのとでは、全然ちがう。
「そーいうのやめてよね！　セクハラなんだから」

ぎゅっと拳をかため、ユカは正義をふりかざした。
自分だってひどい物言いをしているのはわかっているが、ブタ

は聞き捨てならない。が、コータも大したタマで。
「ぶ～ちゃんがぶ～たれましたか～」

反省するどころか余計にエスカレートし、ユカを小バカにする
のだった。ブタの鳴き声まで真似して、いたいけな乙女心を傷つ
ける。

こうなったらもう、許してはおけない。
「あたしはね……、ともかくあんた帰っていいから！」

絶交だとばかりに声を荒げ、ユカは言葉から最後の遠慮を取り
払った。

それはコータの方も同じらしい。
ヤツはムッと歪んだ口元をさらに歪ませ、憎々しく言い放つ。

「呼び出したのはそっちだろーが。子ブタが帰れよ」
しかも。ざまーみやがれってんだ、と勝ち誇った様子で。

 

「え、ユカ？　あの……」
隣で萌が気をもみ、コータとユカを交互に見ていた。
間違いとはいえ、せっかく萌が連れてきたのだ。本当ならもう

ちょっと大人な対応をして、穏便に済ませたかったけれど。
「ごめん萌、あたし帰る！」

フォローが下手でごめんなさい、ってことで。シャクだけど、
ここはとっとと撤退しよう。

ユカは怒りにふるえながら鞄を掴み、コータのわきをすりぬけ
た。

そのまま勢いに乗って廊下へと飛び出し、「待って」と追って
くる萌の声にも振り返らず学校をあとにする――はずが、教室を
出たところでぼすっと誰かの胸にぶちあたって。
「おっと」

直後、ユカははじかれたように顔をあげていた。
だって、その声こそはいつも聞き耳をたて、心の引き出しにし

まいこんでいた憧れの人の声だったからだ。
「すっ、すっ」

――須賀君。
勢いあまって飛び込んだ胸の主は、待ち望んでいた須賀、その

人であった。
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4  残念メール（3）
 

彼は、仰天し口ごもったユカを一瞥したあと、すぐに教室へ目
を移した。
「いいな、コータ。楽しそうで」

どう見ればそう映るのか謎だけど。須賀は開口一番そう言い、
すっとユカのわきを抜け、コータへと歩み寄っていく。
「どこがだ。あいにく、全然楽しくねー」

コータは、へっ、と小学生みたいな悪態をつき、手近な机に腰
を下ろした。その上あいた椅子を蹴っ飛ばし、がたんと乱暴な音
をたてる。

――なんてこれみよがしな男だ。
ユカは対抗心を刺激され、仕返しよろしく、ふんっと明後日の

方を向いた。向いただけじゃなく、荒く鼻息をたてたかもしれない。
大体そんなのお互いさま、ってヤツだ。というか、最初から人

違いなのだし。
そもそも、好かれているだなんて思うのもずうずうしい。あれ

だけ嫌がらせをしていながら――と、ユカは積もりに積もった掃
除の恨みを思い出し、ぷりぷりと腹を立てた。

でも、まったく都合いいことこの上ない話だけど
「えっとさ、あの……別クラの子だよね？」

ふいに須賀から声をかけられて。その拍子に、ユカの怒りは一
瞬にしてかすみの中へと消えていった。

まるで五月の風みたいだ。

須賀から寄せられた声は、爽やかな風があたりを払っていくか
のように、負の感情を追いやって。ユカはすべてを忘れ、気付け
ば身体ごと須賀に向き直っていた。

視線の先には、須賀の端正な顔。自分だけに向けられた微笑が
ある。
「コータと同じ掃除場所、だっけ？」
「え、はい……」

夢にまでみた初会話。しかも、ユカの存在を知ってくれていた
事実に心が浮きたち、ユカはそう返すのが精一杯だった。

春だというのに手のひらに汗がにじむ。
緊張しすぎて敬語になったことにも気付かず、ユカは無意識の

うちに、さっきのやりとりを胸に刻んでいた。
――コータと同じ掃除場所、だっけ？　え、はい……
――コータと同じ掃除場所、だっけ？　え、はい……と。

けれど、時として大きすぎる期待は残酷な仕打ちをもたらす。
「こいつ、乱暴で口悪いけどいいヤツだから。可愛がってやって
ね」

続いてかけられた声に、ユカの復唱モードはぴたりと止められ
てしまった。
“可愛がってやってね”とは、一体どう受けとればいいのだろうか。

消化できない言葉が、宙をゆらゆらと漂っている。
 
「え、どういう……」
「良かったな、コータ」

意味がわからないまま戸惑っているユカをよそに、須賀はコー
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タの背後にまわった。
そうして、いたずらっぽい笑い声をあげ、ヤツの背中をつきと

ばす。まるで、早く行けよと急かすみたいに。
「痛てーよ、押すなっての」
「お前は頑丈だから平気だろう」

バランスを崩し転がり落ちたコータが文句をいい、須賀が囃
はや

し
たてる。

そんなやりとりを呆然と見ていたユカは、須賀から重大な勘違
いをされていることにやっと気づいた。
 

これじゃまるで、祝福されているみたいだ。
自分が好きなのはコイツじゃないのに。
配役が入れ替わったドラマのように、望まない方向へ勝手にス

トーリーが紡がれていく。
どうにかしなければ、彼から誤解されたままで終わってしまう。

「あの……」
何から切り出せばいいのかわからないうちに、ユカは口をひら

いた。
どう言えば角がたたない？　どうすれば丸く収まる？　と必死

に考えをめぐらせたが、アイデアは浮かばない。周囲の視線が一
斉に向いたのもあいまって、ユカの声は喉から出ることなく、胸
の中だけであふれかえった。

けれど、それも束の間のことだ。
 「立ち話もなんだしさ、4 人で飯でも行かない？　……その、便
乗して自分も萌ちゃんと仲良くしたいというか」

須賀がそう切り出した瞬間、ユカの要領をえない言葉たちは意
味のないものとなった。

身体中から力が抜けて、あとには空虚な思いが横たわる。突然
考える必要のなくなった脳に、萌の漏らした驚きの声がしみた。
「私？」

雰囲気にまかせてつい告ってしまったらしい彼は、決まり悪そ
うな顔をして後ろ頭を撫でた。

ハハ、と照れをごまかすみたいな笑い声。それが逆に、彼の告
白が冗談じゃないことを証明しているように聞こえた。
 

――そっか。
そう思うと、ユカは足元から沈んでいくような気がした。
そうか、と納得することで、ぱんぱんに張りつめていた気持ち

が、じわじわとしぼんでいくような。そんな無気力さだった。
照れてうつむく須賀から、ユカは視線を萌に移した。
彼がその気でも、萌は無関心かもしれない、と。卑怯だけど、

それを願う気持ちがあったから。
けれど彼女もまた、須賀と同じくつま先に目を落としていた。
所在なく髪先をいじり、長いまつ毛をまたたかせているのが横

顔からはっきりと窺える。
何も聞かなくても、萌が彼を意識しはじめていることはそれら

すべてが代弁していた。
 

景色を失った放課後の廊下で、ユカはひそやかに失恋をのみこ
んだ。

泣きたいけど泣けない、微妙な感情と戦っている。必死に。
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いっそ全部ぶっちゃけてしまいたい、と思わなかったわけじゃ
ない。

あたしが好きなのは須賀君なんです。コータは人違いなんです、
と。

でも、それをしたからといってどうなるというのだろう。彼が
萌を好きである以上、どうあがいても同じだ。

むしろ、ふたりの間に水をさす嫌な子、という損な役回りにな
るだけ。

それがわかっているだけに、ユカは物分りのいい人の役を演じ
ることに決めた。
 

いつだって、こうだ。
諦めなんてちっともよくないくせに、諦めたふりだけなら簡単

にできてしまう。
それを処世術みたいにして、いままでやってきたツケかもしれ

ないけれど。

「ユカ、どうする？」
近づいてきた萌にニットの袖を引っ張られ、ユカは、萌の行き

たそうな、でも困っているような瞳を窺った。奥歯をかみ、隣で
はじまろうとしている恋の予感をぐっと堪える。
「あたしは遠慮しとく！　あの、ほら、帰ったら店番する約束し
ちゃったから。せっかくだから萌は行ってきなよ」

そうして口にした強がりは、残念メールと同じく胸の奥にそっ
としまって。ついてない思い出のひとつとして、やがて朽ちるの
を待つのだ。

萌の背中を押した直後、ユカは視線を感じてふっとコータを振
り返った。

目があわさったとたん、慌ててずらしたのは、なにか嫌な予感
がしたからだ。

物言いたげなまなざしに、見透かされてはならない気持ちを読
まれた気がした。



30 B*L*U*E*！　　31

5  雨はやまない（1）
 

活発な梅雨前線の影響で愛媛県中予地方の予報はくもりのち雨。
テレビでは主婦たちのハートを鷲掴みにしている地元テレビ局

の新人アナウンサーが、熟女キラーな笑顔を見せ、雨の日のお役
立ちグッズを紹介している。
「ユカ。あんたテレビ愛媛に行くような仕事こないの？」

同じくハートを盗まれ中な母が、うっとりと画面を見たままで
言う。それを横目にユカは、どうせサインをねだるのだろう、と
思いながら
「ないよ」
とそっけなく返した。
「まったく、もう。あんた、全然そういう仕事こないじゃない。
行くならサインもらえるかと思ったのに」

わざとテレビの前を横切り、洗面所へ向かう。
歩みにしたがいみしみしと廊下が軋

きし

むのはユカが重いせいじゃ
ない。築 20 年のせいだ。多分。
 

ユカの住む家は松山市郊外。港ちかくの海辺の町で両親がコン
ビニを経営している。

海岸線沿いにはくたびれかけた遊園地と小さな駅があり、その
駅が御用達だ。

学校へ着くまでの所要時間は 35 分。ぎりぎりまで寝ていたい
オトメにとってはつらい時間である。

洗面台の鏡を覗き、ユカは一年ぶりに袖を通した夏服の自分を
チェックする。

髪は鎖骨のあたりまで伸ばした栗色のセミロング。行きつけの
美容室ですすめられたデジタルパーマが耳から下にゆるくかかっ
ている。

この髪型が太って見えることに一役買っているのは知っている
けど、もったいないので当分は我慢するつもりだ。

顔は……赤ちゃんのようなほっぺね、と称される丸顔。
身長と体重のバランスはそれなりでも、痩せて見えない損なタ

イプだ。
 

モデル事務所に所属した当時、まだ幼かったユカは、パンフレッ
トやポスターなどで活躍する子役モデルだった。

けれど、それも中学にあがった頃にはぷっつり途切れ。いまで
は年間数えるほど――しかも大抵は、その他大勢の端役のひとり
としてしか仕事はまわってこない。

つまり、あれだ。子役としてはふくふくとして可愛かったが、
成長と共に物足りなくなった。――という、子役にありがちな没
落物語である。

いい加減潮時だとわかってはいるけど、籍を置いていれば就職
の役に立つことだってあるかもしれない。

それに、もしかしたらそのうち、とも。
そう思うと諦めきれず、ユカは名ばかりのモデルとして、事務

所にしがみついている状態だった。
制服のリボンを整え、ユカは最後にもう一度鏡から離れて自分

を見た。
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「ダメだ、頑張って痩せないと」
夏服になると身体のラインが外に出やすい。袖から伸びた自分

の腕に、思わずつぶやいていた。
 

放課後の廊下で思いがけない失恋をしたあの日から 2 ヶ月。変
わったことと言えばこの制服と、放課後の過ごし方。そして萌と
須賀の関係くらいなものだろうか。

あれからしばらくの後、ユカは萌を迎えにいくのをやめた。
それはうらやましいからとか、見ているのが辛いから――はす

こしあるけど、そういう理由ばかりではない。
もとより仕事が忙しい萌だ。恋人とすごせる時間は貴重で、そ

こへ自分がしゃしゃり出て行くのは気がとがめる。
遠慮だ。大人の配慮ってやつだ。そう自分に言い聞かせ、毎日

をやり過ごしてきた。
 

電車の窓から見る外の景色は、海以外のすべてが早足で通りす
ぎる。

家々の屋根も、電信柱も、ガソリンスタンドの看板も、近づい
たかと思えば一瞬にして後ろに流れ、灰色の雲を映した海だけが
変わらずそこにあった。

このくらいで進めれば楽なのにな――と、ユカはため息をつい
た。

時間はいつだって平等。早送りも、巻戻しもできない。
ユカにできることといえばせいぜい、早送りボタンのかわりに

手当たり次第メールを打つことくらいだ。

そして予定を埋め、どうでもいい話に花を咲かせ、面白くなく
ても笑っておく。そうしている間に、時計の針がまわるのを期待
して。

そんな努力の積み重ねを経て、2 ヶ月。春の日の失恋はセンチ
メンタルな思い出にかわり、暦は夏になった。

衣替えしたことだし心機一転。気持ちまで脱皮したつもりでユ
カは駅の改札をくぐる。

◇

急にあたりが騒がしくなった。と気づいたのは、南口に出る階
段をのぼりきる頃のことだった。

通りから向かってくる人は手をかざして早足に、前を行く人々
は一旦立ち止まって傘をひろげ、色とりどりの花を咲かせていく。

愛媛県中予地方の予報は、くもりのち雨。のち雨、がもうき
ちゃったらしい。
「あ……」

ない。
トートバッグの底をさらい、ユカは傘を忘れたことに気づいた。

出掛けにバタバタとしたせいで、うっかり置いてきちゃったみた
いだ。

後ろから階段をのぼってきた人にぶつかられ、階段のはじに寄
る。

邪魔くさそうに見る人の目に、思わず苦笑いだ。
本当に運が悪い。いつもは忘れたりしないのに。

「しょうがない、買うか～」
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ユカはどうするか思案し、もったいないけど傘を買うことに決
めた。

高校は歩いて5分ほどのところだが、しかし雨の中の5分は長い。
うすっぺらい夏服では下着まで透けるにちがいないし、風邪

だってひきかねない。
そのようなわけで、ユカは地下街のコンビニ目指してきびすを

返した。――が、その時である。
「おい」

ふと、下りかけた足元に影がさしたと思ったとたん、ユカの腕
はかっさらわれた。こんな場所で聞くはずのない
「子ブタ」
っていう、憎々しい呼び声と共に。

6  雨はやまない（2）
 

コータについて、この 2 ヶ月の変化に加えなかったのは何も変
わりないからだった。

あのあとすぐに掃除場所がかわって――というのは建前で。本
当は多分、ユカが避けていたせいだと思う。

会いたくないから極力彼らの校舎には近寄らなかったし、掃除
場所も無理を言ってクラスメイトにかわってもらった。顔をあわ
せづらいのはもちろんだけど、それ以外にも理由はあって。

もし、ヤツが妙な勘違いをしたままだったらどうしよう――と
思っていたからだった。
 

だけど、コータの方だってユカに興味などなかったのだろう。
ヤツが接触してくることはなく、せいぜい全校集会やクラス移

動の時に目があうくらいの間柄におさまった。
所詮、校舎もちがえばクラスもちがう他人同士。
萌を迎えに行かなくなれば口をきく機会もなくなるし、実際そ

うなった。
なので、いま呼ばれた呼び名については相変わらずムカつくけ

れど、ホンのすこしだけ懐かしみを覚えた。
 

よう、久しぶりじゃん。とヤツは言った。
こんな空模様でも明るく見える髪。そして同じく、こんなにジ

メジメした湿度の中でも元気にぴょんと上を向いている遊び毛。
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以前より薄着になっただけで、コータはどこも変わりない様子
だった。
「子ブタ、案外夏服似合うな。冬服よかずっといい女に見えるぞ」
「……」
「あ！　言っとくけど偶然だからな。ヤダ、あたしったら待ち伏
せされた？　ストーカーきも～い、とか勘違いしてんなよ」
「……言ってないじゃん、そんなこと。ていうかその呼び方やめ
て」

ユカはふいっと顔をそむけ、丁度そこにあった、ヤツには似合
わない傘をしげしげと見上げた。

赤い傘。ぽつぽつと雨をはじくビニールの際から、紐がたれて
いた。

その先っちょでピンク色をした子ブタのマスコットが揺れてい
る。ご丁寧に“Boo”とまでペイントされて。
 

これは手の込んだ嫌がらせなのか。それとも偶然なのか。
この傘はヤツの持ち物なのか。特待生専用寮に住んでいるはず

のコータが、なぜここに現れたのかを考えているうちに、ヤツは
行こうぜ～と、肩越しに言って歩き出した。
「……は？」

ユカはあ然として立ち止まったきり、先へ進むコータの背中を
見ていた。

だって。行こうぜ～、ってどういうことだろう。
まさか、一緒に行こうと誘っているのだろうか。全然親しくし

ているわけじゃない――というかむしろ、気まずい間柄なのに。
それに、その傘ではふたり入りきれない――なんて思った矢先

だ。
「傘ねーんだろ？　入れてやるよ」

引き返してきたコータに傘をさしかけられて。
親切の押し売りと言えばあんまりだけど、つっぱねるのも気が

引けて。ユカは、ヤツの傘に入れてもらうことにしたのだった。

 ◇

国道は朝の通勤ラッシュで、市の中心部へ向かう車線だけが渋
滞していた。

歩道だって同じだ。オフィスビルの建ち並ぶ城下方面への道を、
皆黙々と急ぎ足にすぎていく。

聞こえる音といえばエンジン音。タイヤが水たまりをはねる音。
クラクション。そして
「朝飯食った後さ～、糞する順番に乗り遅れて超腹の調子がわり
～んだよな。寮は不便だぜ、まじで」

コータの下品な喋り声、である。
 

ユカは周囲から寄せられる冷ややかな目に、そそくさと顔を伏
せた。

まったく、なんでこんなヤツの傘に入ってしまったのか――と、
つくづく後悔だ。

コータといてもろくな目に遭わないのは経験上わかっているし、
それ以前に、帰り道でどうせ傘が必要になる。

なぜそんなことに気づかなかったのだろう。今日はどうかして
いる。
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「つーか、子ブタ大人しいな。悩みごとか？」
自分が肩身の狭い思いをさせているとは、この男にはどうやら

思いつかないらしい。
ユカは足元に目を落としたまま「……別に」と無愛想に返した。

けれど。
「なんだよ、ご機嫌ななめだな～。あー！　わかった。わかっ
ちゃったぞ、アレだな？」

そうしたことによってヤツはうざさを増して。いっそう人の目
を集める結果になってしまった。
「もう、うるさいなー」

ユカは悪態をつき、足をはやめた。
とにかく、この歩道橋をわたりきれば学校はすぐそこにある。

もうすこしの辛抱でコータとのうざったい時間は終わるはずだ。
学校に着けばてるてる坊主でも作って、夕方には雨があがるよ

う神頼みするしかない。それでもって明日からは傘を忘れないよ
うにしなければ――と、ユカがバッグの肩ひもをかけ直した時の
ことである。
 
「あのさ……ちょっと話あるんだ」

歩道橋の上。あとは階段を下りるだけになった地点で、唐突に
コータは足を止めた。
「はあ？」

ぞんざいに返したのはわざとだ。どうせくだらないことしか言
わないくせに、と思っていたから。

けれど。
「あの時、すまん。俺、本当は気づいてたんだ。子ブタが好きな

のは須賀なんだ、ってこと」
「ちょ、何よいきなり」

予想外。しかも、ユカにとって恥部ともいえる話を切り出され、
ユカの声はひどく上擦るものとなった。チラ見していく人の群れ
に、たまらず身体ごとそっぽを向く。
「知らないふりして悪かったよ」
「やめてってば。変なこと蒸し返さないでよ！」

ユカは口をあいたり閉じたりしながら、イライラと視線をさま
よわせた。

コータが謝ることなんて、なにもないのだ。あのシチュエーショ
ンでは、ああするより他なかったのだから。

それに、終わったことをほじくり返さないでほしい。
謝られたからって結果は変わらない。何一つ変わらないのだか

ら。
 

本当は今日、それを謝りたくて待ってたんだ。とコータは言っ
た。そして、それともうひとつ――と呟き、顔をあげる。
「週末、競技場に来いよ。こっちが本命の用件！　自転車のレー
スあるんだ。須賀も一緒だからさ」

古傷をえぐっておいて勝手なものだ。コータは仕切り直しと言
わんばかりに、はずみをつけて用件を切り出してきた。言い終え
た後は「な？」と顔をのぞき込み、ユカの機嫌を取りにかかる。
 

――週末、競技場。
競技場と呼ばれる場所は市内にいくつかある。
そのうちのひとつは野球の試合をするグラウンド――いわゆる
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スタジアムってやつだ。
でも、コータがいうところの競技場はきっとそれじゃないだろ

う。城山公園にある競輪場にちがいない。
そこまで考えたはいいが、それにしてもこの誘いはデリカシー

がなさすぎた。
「行かない」

だって、当り前じゃないだろうか。
「今更須賀君見にいけるわけないじゃん。あんたバカじゃない
の？」

ヤツにしてみれば親切のつもりかもしれないけれど、ユカに
とっては憐れみでしかない。
「来て下さい、お願いしますって言うなら考えてあげなくもない
けど」

同情されたかと思うと反発心が頭をもたげて、口からは喧嘩腰
の文句しか出てきやしなかった。
 

こんな感情、きっとコータには伝わらないだろう――とユカは
思った。

――「せっかく須賀に会えるチャンスを与えてやったのに、な
んだその言い草は」

とか言われて、傘の外に追い出されるかもしれない。
でも、そうするならすればいいと、ユカはとっくに諦めていた。
学校はすぐそこだし、ここまで来れば楽勝。お情けをかけても

らってまで、雨宿りしなくて平気なのだから――と。
 

長い沈黙の間があき、ユカは追い出される前のひと時をぼんや

り雨だれを見てすごした。
傘の表面をつーっと雫が滑っていく。小さな粒を巻き込み、徐々

にふくらんだ雫がやがて、ぽとんと骨の先から落ちて。
それがユカの肩を湿らせたとたん、沈黙は破られたのだ。

 
「さっきの嘘！」
「え？」

ヤツはいきなり切羽詰まった声をあげ、ユカの手を引き寄せて
きた。

予想していなかった反応に、ユカはあっけにとられるばかりだ。
嘘って、何が嘘なのか。もしやレースなんかないのに呼んだの

だろうか。
だとしたら相当嫌なヤツだな――と思った直後、手にごつごつ

した感触がして。ふと目を落とすと、ユカは傘の柄を握らされて
いる最中であった。

もちろん雨はやんでなどいない。それどころか、ますます強まっ
ているような気がする。

なのに、傘いらないの？　――といぶかったが否や、ヤツは突
然ぶちまけるように吠えたのだった。
「須賀じゃなくて、俺のレースを見に来てくれよ！」
「え？」

コータはどこを見ていいかわからないといったそぶりで、決ま
り悪そうに目を逸らした。

横顔のあたりが強張っているのがわかる。けれどそれは一瞬の
ことで。
「来てくれよな！　待ってるから」
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「ちょっと！　これ、傘……」
次の瞬間には、ヤツは背を向けていて。言い逃げするみたいに

階段を駆け下りていったのだった。

「何あいつ」
ユカはみるみる遠ざかっていく後姿をながめ、呆然とつぶやい

た。
握らされた傘の柄に残るぬくもりが、じわじわと何かを主張し

ている。足下には置き土産ともいえるかすかな振動が続いて。そ
れが妙な感じだった。 
「何あれ」

ユカは、ふたたび声に出していぶかった。
それは意識的に、さっきの言動を鼻で笑って。なにあいつ、バ

カじゃないの？　と冗談にかえてしまいたかったからだ。
けれど、それは思うだけで終わった。
そうしてしまうには、コータのまなざしが真摯すぎて。肌の色

まで透けきったヤツの左肩が、笑い話にするのをためらわせたの
だ。
 

はずむ背中が風景に溶けこむのを見届けてから、ユカは灰色の
雲を見上げた。

雨降りの空が運ぶすずやかな風が、衣替えしたばかりのスカー
トを抜け、傘からぶら下がった子ブタのマスコットをゆらゆらと
揺らしている。

たぶん、雨はやまない。

7  夢色のビー玉
 

チーフマネージャーの安藤順子から連絡を受けたのは、その週
の木曜日のことだった。

TK プロダクションは登録制で、企業からの依頼を事務所が受
け、仲介する形をとっている。そういう意味では派遣会社と何ら
変わりないシステムだ。

ちがう点といえば、モデルにはそれぞれマネージャーと呼ばれ
る担当がついていること。そして企業が、あらかじめ特定のモデ
ルを指名するケースが多いことだろう。

安藤というこのメールの主は、小学生の頃から仕事をまわして
くれる、いわば担当である。

とはいえユカの専属ではなく、彼女にとってユカは、彼女が数
多く担当するモデルのひとりでしかない。

ここ数年めっきり仕事量の減ったユカのことなど、もしかした
ら落ちこぼれくらいに思っているかもしれない。
 

それはともかく。
安藤から届くメールの大半は、レッスン希望者への案内といっ

た業務連絡である。それらは該当者に一斉配信されるもので、特
別なものでも何でもない。

だからメールを開く前は、どうせいつもの業務連絡でしょ？　
とたかをくくっていたのだけれど。

件名を目にした瞬間、ユカはヒャーっと声をあげて、文字通り
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飛びあがりそうになった。
 

――安藤　順子
―― Sb　緊急　撮影の依頼について
――今井ユカ様
――お世話になっております、TK プロダクションの安藤です。

急な用件で本日はご連絡いたしました。
――今週の土曜日、明後日ですが、今井さんの都合があうよう

でしたらエミフルの撮影が……
 

内容は、まぎれもなく仕事の依頼。
しかも、去年近隣にオープンした巨大ショッピングモールの広

告モデル――つまり撮影の仕事。
「きた。いいのがもらえた！」

ユカは携帯を抱きしめて、わー、とかきゃーとか叫びながら、
そのあたりの地面をごろごろと転がりたくなった。

だって、久しぶりだったのだ。撮影の仕事自体が。
このところの仕事といえば、JR の構内で禁煙 PR のティッシュ

を配るキャンペーンガール、とか。市のお祭り時にハッピを着て
ギャル神輿を担ぐ、とか。そういう、およそモデルらしからぬ仕
事ばかりだったから。

撮影なんて、1 年半ぶり。
これはもう、何が何でも頑張らないと！　――と、ユカは早速

その日の晩から水分を控え、顔がむくまないように心がけた。
早寝をしようと思うのに、布団に入ってからもゴゾゴゾと落ち

着かなくて。手鏡を手に必死に笑顔の練習をし、最後は無理やり

目をつぶって羊を数えたほどだ。
けれど。

 
「もう、嫌だ……」

仕事帰り。市の中心部にそびえる城の堀端で、ユカはひとり肩
を落とした。

落ち込んでもらした独り言を、心地よい午後の風が連れていく。
滅入った気分をよそに、梅雨の晴れ間が広がる空はどこまでも

すみ、すがすがしい週末の日だった。
ユカは手すりにもたれかかり、両腕の中に顔をうずめる。ステ

ンレス板に鼻の先をこすりつければ、ほのかに太陽の香りがした。
 

――『ハイ、これ君の衣装……衣装って変だね、あはは』
スタジオでユカを待ちうけていたエミフル担当者は、そう言っ

てわら半紙の貼り付けられたラックを手渡してきた。
――『まあとにかく、そっちのフィッティングルームで着替え

てきてくれるかな？　ああ、大丈夫だよ。下は布で隠すから。い
や～助かったよ！　撮影は絶対に若い子で、と念を押されていた
からさ～』
“今井ユカさん用　A － 1 面婦人用肌着”と書かれた半紙の下
にあるのは、らくだ色をした肌着。

吸水性が売りの綿 100％。触っただけで安物とわかる中国製婦
人用肌着、3 枚よりどり 980 円という超特価商品は、来週末の折
り込み広告 1 面に大きく載せられるらしい。

――『は～い、よろしくお願いしま～す！』
とその場は笑顔を作り、明るく受け答えしたユカだけれど。内
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心穏やかでいられようはずがなかった。
――まさか、下着？　
何かの間違いじゃ？　と思いたくても、手渡されたラックには

名前の書かれたわら半紙が貼られている。
何度読んでも、裏返してみても、結果は変わらなかった。
ユカに与えられた仕事は、下着撮影。
現役高校生でありながら、普通は 20 代後半の主婦がこづかい

稼ぎにする仕事をユカはまわされたわけだ。
 

事務所に入った当初、ユカの目標はアイドルだった。
正確にいえば、とにかくテレビに出る仕事がしたい。
萌のように、本人より親が必死なケースもあるが、プロダクショ

ンを訪れる少女たちの目標は似たり寄ったりである。
けれど、もとより狭き門。それに、熱意だけではどうにもなら

ない。
持って生まれた資質が重要なこの業界では、本人の熱意など大

した意味はないのだ。
生まれつき特別であること。それが最重要なのだから。

 
ユカは夢を諦めるため、事務所にしがみついている気がしてい

た。自分に見込みがないことを確認し、思い知らされるために。
あたしはアイドルになりたかったんです。だから事務所に所属

しました。
小学生の頃からレッスンを受け、地味な仕事をコツコツとこな

し、オーディションにもチャレンジしました。
でもダメだった。自分には才能がないのだ。

太りやすい体質。その上、生まれつきの骨格が災いして華奢に
見えない。パッと目を引くような魅力もない。

萌みたいな子には、敵わないのだ――と。
遅れてスタジオ入りした萌が大勢のスタッフに囲まれ、振袖

を着付けられているのを見ると、いっそうそんな気持ちになるの
だった。
 
「辞めようかな……」

ユカは身を起こし、堀端通りを県庁へ向けて歩きだした。
こんな休日の過ごし方は非生産的だ。
いっそすっぱりと事務所も辞めて、けじめをつけたほうがいい。

いつまでも未練がましく籍を置いていたのが間違いだったのだか
ら。

ユカは足を速め、急きたてるように言い聞かせる。
才能もないのに、時間やお金をさいてレッスンを受けるなど無

意味だ。そろそろ現実と向き合わないと。
夢は誰にでも叶えられるほど簡単なものではない。運命の女神

に愛された一部の人だけが手に入れるもの。
その他大勢の人たちは、子供の頃宝物だったラムネ瓶のビー玉

みたいに、ときどき心の引き出しから取り出して眺め、ため息を
つくのがせいぜいなのだ。
 

城山公園の緑は、皮肉なほど生命力に満ちていた。
昨日までの雨に洗われた木々の葉が、のどかな昼下がりの陽に

きらきらと輝いている。
時折吹いてくる風が木の枝をゆらし、やや色味のうすいあじさ
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いや遊歩道の上にまだらな影を落としていた。
 

一度、辞める方向に心がゆらげば、急に胸の中が空虚になった
気がした。

石畳の歩道に、足音がカツカツと鳴る。歩みにあわせて動く影
が選挙ポスターの上をゆらめいて、ああ、もう衆議院選挙なんだ、
とユカは思った。

また隣の家のおばちゃんが、どこそこ党に入れてよ、と頼みに
くるのかな。そしてうちの両親は乞われるがままに一票入れてく
るのだろうか――などなど。

そんなことを思っている間にも、母とのやりとりがずっと頭か
ら離れなかった。

頑張ってね！　って。
いつも楽しみにしているイケメンアナウンサーのローカル

ニュース中だったのに、それを放り出して見送ってくれた母に、
帰ってどう話せばいいのだろう。
 

ちょうど、その時だった。
わっとどよめいた歓声に、ユカは思考を中断されて顔をあげた。

「全国高等学校総合体育大会県予選会場……」
選挙ポスターの隣に、もうひとつ真新しい看板が針金でくくり

つけられている。
思わず声に出して読んだ文字は、看板にめいっぱい大きく書か

れ、赤色の花紙で作られた花がぐるりを彩っていた。
読み終えたあと再びあがった歓声は、堀の内側、城山公園の方

から流れてくる。人のたくさんいる空気や、そこにある熱気を風

が運んでくる。
瞬間、――『待ってるから』と言ったコータの声が脳裏に浮か

んで。ああ、そうか。とユカはまなざしをあげた。
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8  フェンス越しのブルー（1）
 

城山公園の敷地にはテニスコートや競輪場などの施設が点在し
ている。

とはいえ、先年、市の郊外に最新設備の中央公園が新設されて
からというもの、ここの利用者は激減中だ。

そういうわけで日頃はひっそりとした佇まいなのだけど、今日
は応援にかけつけた生徒や保護者たちによって、期間限定の復活
祭みたいに華やいでいた。

通りの右手では、白熱したテニスの試合が繰り広げられている。
ラインの内側にレモン色のボールがつきささるたび、応援席か

らさまざまな声があがる。その模様を金網ごしに見ながら、ユカ
は競輪場へ向かった。

やがて着いた灰色の建物には、来月別の会場であるらしい GⅠ
レースのポスターが壁づたいに貼られていた。
「うわ、怖そうかも」

燃えよ闘魂！　と殴り書きされたキャッチコピーが、爽やかで
健全なテニスコートから一転、殺伐としたムードを感じさせる。

よく考えてみたら、自転車競技は賭け事の対象にもなるスポー
ツ。そのせいで独特の雰囲気があるのだろう。
『応援席はこちら』の順に従い狭い階段をいくと、のぼりきった
先でユカの視界は突然ひらけた。
「眩しい」

あまりにも空が眩しくて、ユカは手のひらで日差しを遮り、目

を細めた。
青空の下、整然と広がるバンクは、内側にむけて深くなるお椀

型をしている。
中心部分は、刈りこまれた緑の芝生。ぐるりと囲むスタンドは、

深さがないせいか球場よりもコースが近く、穏やかな風が吹いて
いた。
 

スタンドには私服姿の生徒が数人。それとフェンスの際に保護
者らしい面々が陣取っていた。

自転車競技部のある学校自体が稀だから、ギャラリーの数はそ
う多くない。全体では数十人といったところだろうか。

ユカは通路側のあいた席に腰をおろし、派手な色合いのユニ
フォームに身をかためた競技中の選手たちを見下ろした。

ヘルメットをかぶっているから、どの選手たちが同校なのかわ
からない。背中に校名が書かれているのだろうけど、それはフェ
ンスの際まで近寄らないと読めそうになかった。
 

むしろその方がいい――と、ユカはいちご飴のフィルムをはが
しだした。はなから応援する気などなかったのだ。家に帰りづら
かったから寄っただけで、本音を言えば、こんなマイナー競技に
興味などないのだから。

――と、そんなことを考えつつ、飴玉を口に放りこんだところ
で、どうやら競技中のレースが終わったらしい。
「続いて個人男子 1 km タイムトライアル最終組を行います」

ばらばらと拍手がおこったのに続いて場内にアナウンスが流れ
て、つぎの準備に入ったバンクは、動きがあわただしくなった。
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ラインに置かれた器具はスターティングマシンだろうか。コー
チらしき人がレーサーに装着しているのが見えた。

選手は手前側にひとり。反対側のセンターラインにもひとり待
機している。

どうやら陸上のように並んで競争するのではなく、逆サイドか
ら互いに走りタイムを競うようだ。

そんな様子を、ふ～ん、と見物していたユカは、ふと違和感を
覚えて目を凝らした。

――と直後、違和感の正体に気がついて。その拍子に飴玉をの
みこみかけた。

青いレーサー。
掃除時間に飽きるほど見せられたVTRと同じ色のそれは、コー

タのもの――のように思える。
ということは――と思いめぐらした時に、折しも選手を紹介す

るアナウンスが流れだした。
 
「選手の紹介をいたします。ホーム側、須賀隆弘君」

とたんにわっとあがった歓声に、ユカは、え？　と目を見開いた。
気づかなかったけれど、どうやら反対側のラインに立つ選手は

須賀のようだ。
スタンドからの拍手に礼儀正しく会釈する仕草は、言われてみ

ればそんな気がする。
スマートで、落ち着き払った立ち居振る舞い。
教室で目で追っていた姿にユニフォームを着せれば――間違い

ない。赤いレーサーの隣に立つのは須賀だ。
それにしてもまさか――とユカは唾をのみ、手前のレーサーへ

と目を移した。
まさか、コータは須賀と対戦するのだろうか。
須賀と当たったかもしれないことを不

ふ

憫
びん

に思うのは、もちろん、
須賀が特別だからだ。

自転車部が創設された折、どうしても欲しい人材だとしてスカ
ウトされたのが彼であるのは、同じ高校の子なら誰でも知ってい
ることだったから。

けれど、無情にも予感は的中して。
「続いてバック側、越智康太君」

読みあげられた名前を聞いた瞬間、ユカは、ため息がもれるの
を禁じえなかった。

周囲からわいた拍手にあわせて手を打ち合わせるものの、すで
にレースは終わったような気分だ。

よりにもよって須賀と競い合うなんて。コータはくじ運が悪す
ぎる。

観客も似た感情をもっているのか、「おい、頑張れよ！」と、
須賀のときにはなかった野次がバラバラとあがっていた。

須賀は将来を嘱望されている選手だ。いくら頑張ったところで
勝てるはずがない。

その差はもしかすると、萌とユカの差より大きいかもしれない
のに――と、ユカが野次を飛ばす客に目を移した時のことだ。
 
「子ブター !!」
「え !?」

バンクから吹く風が信じられない呼び声を運び、ユカはぎょっ
として振り返った。
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目がとらえたのは、青いレーサー。それにまたがり、まっすぐ
にこちらを見上げるコータだ。

ヤツはサングラスを首までずらし、目があったとたんに顔全体
で笑った。周囲の目も顧みず、子ブター！　と繰り返し声を張り
上げている。

しかも。よせばいいのに、というかなんというか。
「ぜってー勝つからなーっ！」

コータは手袋をはめた手で口を囲い、しなくてもいい宣言を高
らかにのたまって。ユカだけにむけて、めいっぱい両手を振って
くるのだった。
 
「なに言ってんの、あいつ……」

コータの派手なアクションに誘われてバラバラと振り返るいく
つもの顔があった。

なんで自分が居づらい思いをしなきゃならないのか――とうん
ざりするが、そうもいってはいられない。

ユカは組んでいた脚を行儀よくなおし、そそくさと顔を伏せて
人の目をやり過ごした。なのに。
「あんた、彼女だろ？　前まで行って応援してやんなよ」

げに恐ろしきは判官贔屓、とでも言おうか。
「は……？」
「相手の選手、どえらい強いんだよ！　フェンスまで行ってあげ
なって。可哀想じゃないか」

須賀が特別な選手であることが、コータに同情票を集めたのだ
ろう。

頑張れよと野次を飛ばしたおじさんから席をたつよう急きたて

られ、ユカは辟易しながら声をだした。
「ちが……あ、あたしは……」

けれど、反論すべく顔をあげた時には手遅れ。
誤解です！　あの人は他人なんです！　と否定しようにも、そ

うさせない雰囲気ができあがっていて。知るもんか、と居直るだ
なんてこと、外面のいいユカにはできそうにないのだった。
 

まったく、自分のお人好しぶりが嫌になる。
コータのせいで――とぶつぶつ文句をたれながら席を立ち、ユ

カは階段を下りてフェンスの際に歩み寄った。
間近まで応援にかけつけたユカに、コータも驚いているのだろ

う。口をぽかんとあけて、信じられないとでもいった顔をしてこ
ちらを見ていた。

そりゃそうだ。
応援にいく、と約束したわけじゃない。
それどころか、お願いしますと言うなら考えてやる、だなんて

上から目線で言い放ったくらいなのだから。
だから、ついふくれっつらを作ったけれど。でも、直後ぱあっ

と明るくなったヤツの笑顔が、あまりに無邪気だから、なんだか
憎めなくなっちゃって。

その笑顔につられて、ユカもフェンス越しにうなずき返したの
だった。
 

やがてスターターの合図がかかり、電光掲示板に刻まれたデジ
タルが 1 秒ごとに減りはじめた。

場内は水を打ったような静寂に満ち、否が応にも緊張は高まっ
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ていく。
ユカはカウントダウンを目で追い、スタート 3 秒前になったと

ころで、ラインにつくコータの横顔へ視線をずらした。
―― 3
―― 2
―― 1
バァーンと号砲が鳴った瞬間、ぎりぎりまでせき止めていた川

の流れを放出したかのようにレーサーは飛び出した。
ペダルを力いっぱいに踏みおろし、200mを走ったところでやっ

とサドルに腰をおろす。そのまま加速をつけてコーナーをまわり、
自転車とは思えないスピードで駆け抜けていく。

気がつけばユカはまばたきをするのも忘れ、握りあわせた手を
顎に当て、風をつき破っていくコータを息つめて見ていた。

フェンスの内側で巻き起こった青い風が、前髪をヒュンとさ
らっていく。あっという間に直線をすぎ、つぎのコーナーへとま
わっていく。

そして 1 分をほんのすこしまわったころ。上体をかがめたコー
タは怒涛の勢いでフィニッシュになだれこんだ。

――どっち？　どっちが勝ったのだろう。
思わずすがりついたフェンスがカシャンと音をたてる。レース

を追うのに夢中で須賀との差をつかめなかったユカは、結果を求
めて頭上の掲示板に目を凝らした。

9  フェンス越しのブルー（2）
 

1′14″056。
目をしばたかせ、掲示板に表示された結果の意味をのみこむよ

りも先に、応援席からどっと歓声がわきおこった。
掲示板にはレコードの文字。勝ったのはホーム側、大本命の須

賀だ。
続いて表示されたデジタルは 1′14″058。

「あ～、惜しかったねえ彼氏」
隣に立つ保護者らしい人から、親しげに肩を叩かれたけれど。

ユカはまだ放心状態から抜け切れず、掲示板のタイムから目を逸
らせなかった。

たった、0.002 秒のちがい。
コータは、それだけの差で負けたのだった。

 
ユカは掲示板から視線をずらし、中央の芝生に寝転んだままの

コータを見つめた。
ヤツはヘルメットとサングラスを取り、苦しげに肩で息をして

いる。頭だけをわずかにあげて、掲示板にともる 0.002 秒の差を
見つめていた。
「彼氏よく頑張ったじゃないか、え？　順位は負けたけどね、タ
イムがいいから四国大会確定だよ」
「あ……、そうなんですか」

ふたたび声をかけられ、ユカは曖昧に笑って返した。そのまま
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背中を向け、スタンドの階段をのぼって。なんとも形容しがたい
感情に、口の中に残っていた飴のかけらをかみ砕く。
 

ユカは、これは一体どういう気持ちなのだろうかと、胸にある
思いをたぐりよせた。

自分は、悔しいのだろうか。
わからないけど、なにかずんとした重みがお腹の底にあるよう

な気がした。
勝つといったくせに負けたじゃないか、とあげ足をとりたいわ

けじゃない。
そうじゃなくて――と、ユカは元いた席につき、改めてバンク

へとまなざしを向けた。
中央の芝生では、ようやく起き上がったコータが、仲間たちの

待つゲートへと歩きだしていた。
向かう先には一足先にバンクを出た須賀が待っている。互いに

距離をつめ、肩を叩きあって――
「あたし……」

その姿を見てユカは、自らの気持ちの変化にやっと気づいた。
自分は、コータに勝ってほしかったのだ。たとえ相手が須賀で

あっても。
あれほど好きだった須賀の勝利を願わないなんて、自分でも信

じられないけれど。
レース中に須賀を一度も見なかったことが、それを証明してい

るように思えた。
 

ユカは、コータと健闘を讃えあう須賀に目をとめた。

まぶしい笑顔や、肩から引っ掛けたジャージ。そのどれもに憧
れていた。

けれど――と、ユカはポーチの紐をぎゅっと握り、自分の胸に
ある気持ちが嘘じゃないことを確かめた。 

恋は終わったのだ。強がって、とか、無理やりに、ではなく。
いまユカは、須賀への一方的な片思いから卒業できたのを実感

していた。
須賀の笑顔を目にしても、レースがはじまっても、以前のよう

にときめかない。そんな自分を今日見つけたのだった。

 ◇

競技場の外は帰り支度に追われる選手たちでごった返していた。
分解された自転車を運ぶワゴンが大きく口をあけて、だだっぴ

ろい車の中をさらしている。そこへ選手たちが、軽々と抱えた自
転車を積んでいる。

こうして大柄な選手の中にまじると、須賀もコータも標準サイ
ズだ。彼らは重たげなバッグを担ぎ、トランクの隙間に荷物を詰
め込んでいた。
 

このまま何も告げず帰ろうかとも思ったけれど、やっぱり一言
声をかけたくてユカは足を止めた。

せっかく観戦したのだ。それに、一応は誘われてきたのだし。
勝ち負けはともかく、つぎの大会へコマをすすめたのだからお

めでとうとねぎらっても変じゃないと思う。
おめでとう、格好良かったよ。このくらいが当たり障りなくて

梶本
テキストボックス
立ち読みサンプルはここまで




