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第 6章 

モウズイカの咲く頃 

 昨日の夜は霧雨だったんだろう。外は、一面、濡れている。収穫は期待できない

ないかもしれない。今日もまた、無駄な一日になる。庭のところどころにまだ残っ

ている、ニワトコを見つけられれば、とてもいいのだけど。ニワトコは乾燥させて

も量は残るから、採る価値はある。今は、どの植物にエネルギーと時間を費やすか、

よく考えなくては。時間ならたくさんあるけど、また、手がうまく動かなくて、思

い通りにいかない。ここのところ、天気はずっと良くなさそうだ。天気予報のため

にラジオをつける必要はない。マルツェラから天気のことは、聞いているから。昨

日の売り上げは本当にひどかった。だから、手間をかけるべきなのは、どれなのか

を、よく考えなくちゃ。もちろん、クサノオソウは無駄だ。時間も場所も取られる

し、私をこけにしている。燃やしてやる。当然の報いだ。すぐに夏が始まるし、こ

いつもこれで終わりだ。オオバコは無視しなくちゃ。絶対に。私にツクシを全部と

れる体力はない。あきらめよう。そうだ。イラクサを採ろう。どうぜ湿っているん

だったら、イラクサが生えているところをまわって、いつもの倍、収穫しよう。時

間があるから、今年はもしかしたら山にも行けるかもしれない。山なら、遅咲きの

オドリコソウもうまく採れるかもしれない。誰かに先に刈られていなければ、の話

だが。残りの時間はリンデンに使おう。このあたりの全部のリンデンを手入れしよ

う。朝起きて、だらけないで、養豚場のモウズイカを見に行こう。それも毎日。イ

ラクサ、リンデン、モウズイカはお金になる。全力で世話をしよう。 

 マリーゴールドの花の頭が下がったままだから、空模様を案じる必要もない。そ

う。天気はよくならない。モウズイカの下には、芝生の上に、昨日の落ちた花があ

る。今日の収穫分は、きれいだけど、濡れている。そんなに量はないが、大きいし、

新鮮だ。花というちっぽけな存在なのに、一年もその姿を見ていなかったら、咲き

始めた姿を見た時には、ひとは大きな喜びを感じるに違いない。モウズイカに目を

近づけてみる。なんてよくできているんだろうか！触れれば壊れてしまいそうな花

の黄色い肌は、まるで奇跡のようだ。一体全体、なにからできているんだろうか？

葉でも、茎でも根でもない。織物のような、この花はなにからできているんだろ

う？完璧な素材は一体なに？なんで、植物学を専攻しなかったんだろう。と自問し

てみる。勉強していたら、毎年毎年、なんてことのない、些細なことに驚ろかなく

ても済んだのに。どんな疑問に対する答えも知っていただろうに。でも、もしかし

たら、何も知らないほうがいいのかも。この美を奪い、殺さないためにも。 

 午前中、通りに面した方の中庭は静かだ。マルツェラは家にいないし、通りの

人々はほとんど仕事にいったのだろう。手袋をはめて、芝生の雑草取りを始める。

右の手はなるべく使わないようにしているけど、なかなかそうはいかない。手のひ

らを押すと、痛みが走り、涙が出る。歯を食いしばらないと、我慢できない。頭が
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ズキズキと痛い。でも、手作業ができないとは認めたくない。だから、作業を続け

る。完全に自業自得だ。もしかしたら、手のひらの深いところに、なにかとげみた

いなものがささっているのかもしれない。だから、なかなか良くならないのだろう。

例えば、壊れたハサミのかけらとか。私は、顔をしかめ、少しの間、腰を下ろす。

頭がぐるぐると回り、吐き気がする。お腹が空いているからだろう。パン屋に行っ

て何か買わないと。後で、買い物リストを作ろう。台所を掃除して、食糧貯蔵庫を

チェックしよう。できたら、冷蔵庫の霜も取って、洗濯物にアイロンをかけよう。

夏休みの時みたいに、陽気に家事をするんだ。何だってできる。誰かに急かされる

わけでもないから。でも、同時によろよろと歩いて家へ向かう自分の姿を上から見

下ろすように見てる。ドアに鍵をかけ、寝室に入る。ぼーっとして、ベッドに倒れ

こむ。ズボンのすそが芝草に触れて、濡れているが、そんなことは気にしない。ズ

ボンを脱がないで、そのまま目を閉じる。死んでも構わないくらい、私は疲れてい

るんだ。 

 窓を叩く激しい音で目が覚めた。驚いて、身を起こす。自分が、どこにいるのか、

なにが起こったのかさえ分からない。突然、何かをし忘れたかのような罪悪感に襲

われる。外ではマルツェラが窓ガラスにへばりついて、部屋の中を覗き込んでいる。

居留守を使っても仕方がない。私がいるのは、見えているはずだから。起き上がっ

て、窓のほうへ歩く。自分の体だという感覚がない。体の動きはまるで生気がない

しもたついている。カーテンを開けて、彼女のあいさつにうなずく。だけど、マル

ツェラは私が窓を開けるまで、叩くのをやめようとしない。 

 「どうしたのよ？私たちと一緒に行くの？」荒々しく、聞いてくる。まるで高い

山から流れ出てきた荒れ狂った水のようだ。窓台を焼き、庭を乾かした、強烈な正

午の太陽の光にやっと私の目が慣れてくると、従妹が喪服を着ていることに気が付

く。何が起こったのか、彼女が私に何を求めているのか、わかるまでに数秒かかる。 

 「車で行くし、まだ席が一つ空いているから、一緒に行くかなと思って…。行く

なら、今すぐに決めて。」落ち着きなく、足踏みをして、冠婚葬祭用のストッキン

グをひざの上に引っ張り上げている。私は、首を横に振って、目をつぶる。 

 「じゃあ、一緒には行かないのね？わかった。現地で会おうね。」と言い、驚い

たように、私のことを上から下まで眺める。「なんだかんだ言っても、私たちの親

戚なんだから。行ったほうが礼儀にかなうわよ。」私は、無言になる。何も言う必

要はない。マルツェラは同情したように私を見て、顔を横に振った。私が借りてい

る弁当箱三つを返してほしいと付け加えた。どうせなら、きれいに洗って、返して

あげよう。彼女が喜ぶように。どっちみち私が葬式に行かなくても、後で全部、話

してくるだろう。マルツェラは立ち去る前に、まるで、誰かに聞かれてはまずいみ

たいに、近寄ってきてこう言う。「驚かないわ。私だって同じことするもの。」私

は、やっと窓をしめる。また一人になった。―同じことって何？― 
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 部屋は冷えていて、私の体はカチカチだ。まったく布団をかけていなかった。お

風呂場に行って、お湯が出てくるのを長いこと待つ。手に巻いた包帯から、血と膿

がにじみ出てきたから、洗ってみる。手首から痛み止めの絆創膏も剥がす。両手を

洗面器の中に入れる。水の中にみえる自分の手は大きくて、まるで他人の手みたい

だ。左手は土で汚れ、右手は、ひじまで青い。死人の肉のようだ。注意深く手を返

し手のひらをよく眺める。「やった意味はあったわ」と、声に出して言い、鏡を見

る。青い目、青い唇。血色の悪い頬、気味の悪い、他人のような笑顔。ドアの向こ

うには、中身の入った弁当箱がある。部屋の中に運び入れ、何か食べたいものがあ

るか見てみる。一番いいのは、素早く食べて、出かけてしまうことだ。食べて、歩

いて、何かに取り組んでしまえば、無意識のうちに、消化し始めるだろう。 

 食事は後にしよう。今は、食べる気力がない。あらゆることはいずれ、良くなる。

今の私は、悲しむ権利も、生きない権利も持っている。できもしないのに、自分を

抑制するのは馬鹿みたいだ。でも、いずれまた、よい時期が来るということを知っ

ていることも大切だ。夏が始まって、心も体も癒されるだろう。夏休みは、奇跡的

な時間だ。子供にとってだけじゃない。私には、長い有休が待っている。楽しみだ。

何か有意義なことをするつもりだ。錠剤を５粒、飲み込んで、多めの水で流し込み、

出かけよう。靴に乱暴に足を突っ込む。私はもう外だ。 

 乾燥したモウズイカと花を籠に取り入れ、注意深く、木箱に入れる。そんなに量

はないから、干す場所には困らない。ごちゃ混ぜにしないで、花一つ一つにスペー

スをあげられる。なんて贅沢なんだろう。こんなことができるのは収穫の始めか終

わりの時期だけだ。家の裏の日当たりのいい場所に運んで、ガラスで覆う。とんで

もなく古いこのガラス板を見るたびに、笑いが込み上げてくる。このガラスの周り

を歩いていたとき、不注意から、何回ふくらはぎを切ったことだろう。女の子であ

る私が、ふくらはぎにいつも切り傷があったなんて。学校のみんなは、ゴム長のせ

いだと思っていたみたいだけど、ガラスに切られた傷痕だった。そういえば、ヴァ

シェクも乾燥したモウズイカの周りをうろうろして、箱を覆うとした。押しつけが

ましい、無駄な助けだ。私は彼にそのままやらせておいた。小さな子供じゃあるま

いし。役に立ちたいなら、何か工夫してほしいものだ。ヴァシェクは一番大きくて、

重いガラスを一本しかない手で持ってきた。箱に置く前にガラスは割れて、ヴァシ

ュクの親指と人差し指の間の腱を貫いた。変な音がして、奇妙で緊張した瞬間だっ

た。ヴァシェクの手からは、私のモウズイカに血が流れ落ちていた。私は、その時

にどちらを先に助けようかを考えていた。この問題がもう長いこと私たちの間で宙

ぶらりんになっていることは分かっていた。私の今の振る舞いで、私たちの関係の

未来が決まる。私は、彼を触りもしないで、救急車を呼んだ。明らかに、私も、彼

も、負けた。モウズイカのダメになった塊を堆肥に捨てて、残りはできるだけ早く

売りに出した。この夏、売りに出したとき、黒ずんでいるという理由で、Ｂ級品扱
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いされた。まったく理解できなかった。枯れているのはもぎ取ったし、直射日光で

乾燥もさせたのに。その年は雨の問題もなかったし、全部スムーズにいった。私は、

なんとなく気づいていた。私たち家族の関係が悪くなるだろうと。でも、意図的に

私に危害を加える人がいるだろうか…。ヴァシェクではない。彼はモウズイカが好

きだったから。ヤーヒムという人と友達になって、ガレージの近くのオドリコソウ

のところによく小便をしに行っていた。わざとだろう。でも、モウズイカには何も

してないはずだ。花が１キロ 300コルナで売れた時には、うれしがっていたし、さ

らにその花が窓のすぐ下にあっという間に咲くといって、喜んでいた。一度なんて、

その息をのむような花に顔を寄せて、絵を描いたこともあったし、その絵を額装ま

でしていた。いまその絵がどこにあるのか、全く見当もつかない。他にうちに来て

いた人物はと言えば、ヴァシェクの父親しかいない。彼ら以外、モウズイカの周り

を歩き回るような者は誰もいない。その夏はどの植物もどうしてだか、うまく育た

なかった。義父がいうには、強い雨と風で、朝までには、庭のモウズイカのほとん

どがなぎ倒されて、朝の収穫はものにならなかったらしい。すごく残念だった。き

れいで状態のいい草木だったのに。なんてもったいないんだろう。でも、マルツェ

ラの話を聞いて、私はさらにショックを受けた。そんな強い雨だったら、自分も何

か気づいたはずだ、と彼女は熱心な様子で言った。彼女の家の中庭では、雨でなぎ

倒されたような跡はなかったという。雨水が溜まるバケツを見せてくれた。目盛を

みれば、どれだけ雨が降ったかがわかる。彼女は顔を横に振った。神妙な顔つきで、

彼女なりの推測をする。「降ったとしても、せいぜい霧雨ね。」雨が降ったわけは

ない。バケツはからからに乾いていたんだから。 

*** 

  マリーゴールドの花も切って、屋根裏に置く。プラハで摘んだ一束はうまくド

ライできているけど、カラカラになるにはまだ時間がかかるだろう。これから降る

雨の量を考えても、火曜までには絶対に乾かない。でも、少なくとも、クサノオソ

ウはなくなったし、場所は確保できた。裏をもう少し掃いて、手を洗いに行こう。

着替えて、小さめのリヤカーを出して、自転車につなげて街に買い物にいくんだ。

今時、自転車で買い物に行く人なんて、ほとんどいない。ましてや、リヤカーをつ

けて乗っている人なんて、皆無だ。でも、リヤカーには、なんだって載せられる。

自動車より断然いい。そのままお店の中まで入れるし、買い物カートは必要ない。

油の売り場まで直行する。ハーブの漬け込みの時期が近づいている。蒸留酒はペト

ラークが、はちみつはといえば、ミケショヴァーが作っているけど、圧縮油に関し

ては、ほとんど、どこの誰も作っていない。一人に決められた本数の油をリヤカー

に入れて、進む。レジのところで、油の瓶をベルトコンベアにきちんと並べる。会

計がすんだら、またリヤカーの中に戻す。無駄なカバンもレジ袋もいらない。ここ

は人があまりいない。でも、なんだか変だ。金曜なのに。帰り道にも人ひとりいな

いし、なんだか静かだった。まるで、法王の葬式みたい。私はフンと鼻をならす。

その時、突然、ハエが目の中に飛び込んできた。頭の奥のほうまで飛んでいく勢い
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で、まぶたの裏の奥のほうまで入り込む。元気に、小さい翅をばたつかせている。

ハエは、私の涙をごくごくと飲み、こう叫んだ。「法王を冒涜するでない！」。私

は体をぶるっと震わせる。 考えないほうがいい。自転車から落ちないようにするこ

とのほうが今は大事だ。ゆっくりと気を付けて走る。ハンドルをやんわりと握る。

まるで、隠された火のように熱くうずく、右手の傷をかばいながら。太陽がアスフ

ァルトを焼くように輝いている。私は、スカーフを頭に巻きつけた。これで日差し

も、もう気にならない。はあ、やっといい気分の午後だ。 

 用水路のところの水の合流地点をみるためにも、遅咲きのオドリコソウをチェッ

クするためにも回り道をしよう。カムニームリーン（石水車）のあたりでは陽が一

日中当たらない場所があるから、全部が遅咲きだ。たかが一週間の差だけど、十分

だ。一年は長いのに、そこでは刈り取り機はめったに回さない。水車小屋の後ろの

壁は濡れて、カビが生えて、冷たい空気を放っている。ものすごい暑い日でも、こ

こでは、暑さに耐えられるくらい涼しいから、周辺から野良猫も集まってくる。私

が数えると、いつも少なくとも 10匹くらいはいる。私たちが小さかった頃、ここに、

気の狂ったマーハという男が住んでいた。みんなはこう言ったものだった。猫の皮

を剥いで、焼いているんだって。本当ではなかったかもしれない。でも、マーハが

死んでからは、水車小屋の猫の数が増えた。おかげで、獣医が急に忙しくなったん

だっけ。         

 いまでは、この辺りは荒涼としていて、まるで手入れがされていない。だからこ

そ、植物たちにとっては、地上の楽園だ。このあたりの芝は膝のあたりまで伸びて

いる。でも、オドリコソウの場所はすぐにわかるし、収穫もうまくいくだろう。袋

をもってここに出向いてくる意味はある。意味がないのは、オオバコだ。毎回がっ

かりするくらい安く買われるから、覚えておかなきゃいけない。オオバコは、道の

隅のほうにまでびっしりと生えている。オオバコは 4月から 11月までのお日様の力

で、長くて、みずみずしく、しかも挑発的と言ってもいいくらいだ。葉っぱは、簡

単にもぎ取れる。左手でもできるくらい。右手は、使わずにしておく。左手はコン

トロールが利かなくなって、私が思ってもいないことをする。リヤカーの中にはま

だスペースがある。買い物したものをすこしずらすことも、片側に寄せることもで

きる。そして、ある程度の束になるまでオオバコを整えて、リヤカーの中に入れる。

４０センチくらいあるものもある。見事という言葉だけでは足りない。リヤカーの

なかで、きれいに採取され並べられた姿は、何よりも美しい、特別な美しさがある

のだから。 

 家までは遠くない。数分で中庭までたどり着ける。私がここでやっているのは、

屋根裏を雑草だらけにしているだけだけど、やめるわけにはいかない。この作業が

なんといっても楽しいのだ。草花は難しい。自分をうまく抑えられない。タンポポ

は難しいから、採取する計画はなかったけど、スコルスカーの裏のほうで成長した

姿を見つけたら、体が動き、採取してしまった。オオバコも同じような状況だけど、
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さて、どうしようか？見えないふりでもしようか？オドリコウはといえば、十分な

くらい生えているから、心配はない。明日、採りにいってみよう。でもオオバコは、

いま採ってしまおう。もし、誰かに通りで会ったとしても、誰も私が買い物の帰り

だとは思わないだろう。なぜかって、あふれるほど緑がいっぱいの手押し車を押し

ているから。ここは、なんて道が悪いんだろう。オオバコを取るために足跡をたく

さん残しているけど、しかたない。今後、道路工事でこの穴ぼこが直ったら、穴に

車輪が入ることも、ましてや穴を素早く迂回することもないし、オオバコを落とす

こともないだろう。おっと、しまった。気が付けば、右手を１００パーセント使っ

てしまっている。痛みがこみ上げてくる。まるで、悪魔が唾を吐いたときみたいに

燃えるように痛い。血がまた浸み出してくるけど、何よりも先に屋根裏にいかなく

ちゃ。それから、手をゆすいで、薬を飲みにいこう。最後に飲んだ薬のせいで、体

はしんどいし、胸が締め付けられる。空にはいろんな形をした、小さい雲が増えて

きた。けれど、空気は澄んで乾燥している。これなら、今日の夜、私が計画してい

ることは、絶対にダメにならないはずだ。 

 燃やすものがたっぷり入った袋が４つもある。手押し車に入れて、庭園に運ぶ。

サクランボの木の周りは一番手入れがされていないし、朽ちた木材の塊に一面、覆

われている。そこの後ろに袋を置いて、裏庭に戻って次の一束を取りに行く。今回

は、火種のために乾燥させた薪と紙を持っていく。古い手紙とか、役所の書類とか、

取っておく必要はない。何枚かの写真も持っていたくない。それらが私が楽しめる

ほどに、火の色を変えてくれるだろう。マッチ箱の中には、最後の四本が入ってい

る。おそらく大丈夫だろう。私は、マッチを擦るのも、火をつけるのもうまい。マ

ッチは一本で十分だ。長い間、心にかかっていたものは、まるで何事もなかったよ

うに燃え上がった。もしもそこに誰かが唾を吐いて、炎が弾けながら色を変えても、

過去はこの炎の中では、なにもできない。私たちの庭にある、代々伝わる古い炉床

に座って、火の世話をする。通りの人は誰も気づきもしない、小さくて、おとなし

い火を保つ。庭園の周りの壁は背が高くて、草も背が高い。私が見つかるとしたら、

この不気味な煙が原因になるだろう。もちろん、私は、煙を注意深く見張っている

が。 

 炉床は、一番大きなナシの木に雷が落ちてから、ずっと、私たちの庭園の真ん中

にある。おじいちゃんが薪を割って、十字を切ってから、とても大きな石をいくつ

か、そのくぼみの周りに置いた。私たち、女の子たちは籠を持って、小石を撒いた。

その小石は、私たちが庭を歩き回って、集めたものだった。小石が見当たらなくな

った時は、川辺まで取りに行った。夏休み中ずっと、川に潜って、川底から、いい

小石を集めた。お日様に当てて乾かして、もう長いこと、実をつけていない木の不

気味な墓のある、庭園まで持って帰った。お父さんは一番大きな石をその周りに置

いて、火をつけようとした。全然火はつかなくて、そこは水浸しで、薪は濡れてい

た。その晩、お父さんとおじいちゃんは、ひどく酔っ払い、二人とも壁に吐いた。

朝、お父さんはシャベルを持って、土でそれを塞いだ。潔癖症なほどに、私たちは、
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その場所を避けて通った。次の春にそこの場所には見たこともないほど、大きなク

サノオソウが生えた。マルツェラとミルシュカは大笑いして、私にそれを取りに行

くように命じた。〈気がおかしくなる〉くらいに大金持ちになれると言って。気が

おかしいくらいの大金持ちになるために、私たち従姉妹は、なんでもやった。でも

結局はアイスとか粉末ジュースとかくらいしか買えなかったけど。いまだに、私は

その壁を見る。不幸な祖先たちがすべてを奪われるだろう、という予感から痛みや

恐怖を吐き出した、その壁を。そして私はその石のひとつに座り、飛び回るハエを

追い払い、火に手をかざして温めている。炎は今のところ自然の色を失っていない。

一つ目の袋をようやく開けて、くしゃくしゃになったシャツをくべる。火の色が変

わる。火が落ち着くようにして、質の悪い、乾ききっていないクサノオソウをくべ

る。火に癒しを与えるんだ。クサノオソウからは、樹液が垂れている。でも、その

おかげで、火はいい具合にぱちぱち言っている。ヤーヒムがこの場にいなくて残念

だ。「この石は私たちのものだ。」と自分に言い聞かせながら、私は、自分の結婚

式の後に訪れた、不確かな時間を思い出している。 

 マルツェラは、木々の一部を伐り倒してしまおうと言った。木の世話が省けるよ

うに。幸いなことに、彼女はリーダーだったけど、とても気が弱かったし、電動の

こぎりさえ持ってなかった。ミルシュカにとって、庭のことは、基本的にはどうで

もよかったみたいだ。毎秋、収穫を手伝っていたし、落ち葉もかき集めてくれた。

《ここは私が小さかった時と同じようにきれいね。》と、うっとりとした様子で言

い、ため息をついた。私たちのような退屈な従姉妹とは全く違う誰かとここにいる

ことを想像しているに違いない。ミルシュカ。正義のひと。不幸せな恋をしている

薬剤師。三人目の相続人は私だった。私は昔と変わらない庭園が好きだった。どこ

もかしかも草木が生え渡った庭。たくさん植物が生え、野性的で、自然な庭。私が

結婚した時、イニシアティブをとったのは義父だった。何年もかけて姑息なことを

して、私たちを袋小路に追い込んだ。ただ庭園を売りたかったからだ。彼は、,,すっ

ぱいりんご,, はかじりたくなかった。別荘を建てたかったんだろう。小川の近くに

ロマンチックな別荘を。なんて馬鹿げたアイデアだろう。夏休みにお金を稼ぐとい

う、ヴァシェクの純情なアイデアよりも、おそらくたちが悪い。ヴァシェクのアイ

デアはというと、私が夏の間ずっとハーブを売り、その間に彼が釣った魚を市場で

売るというものだ。稼いだお金を集めて、ちゃんとした草刈り機を手に入れる。こ

んなアイデアはおバカにしか思いつかない。結婚した相手のことを何一つ知りもし

なかったおバカ。《庭園を直そう、きれいになるよ。》私が、遠くの畑から移植し

たカモミールを何年も育てているのにもかかわらずそんなことを言う。私は、なに

も直したくはない。でもそんなことはヴァシェクにはどうでもよかった。《手伝う

よ。》私に近寄ってきて、一本しかない手で私の髪を撫でた。彼は、私を愛してい

た。それでいながら、私の生えかけのレモンバームを平気な顔で踏みつけていた男。

そして、白いオドリコソウの代わりに、紫色のオドリコソウをむしっていた男。

《行ってきなよ。いたいだけそこにいていいから。》私が聞きたかったのはそうい
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う言葉だった。一度も言ってくれなかったけど。二人の良心の呵責と火曜日の失望。

これが私たち夫婦の暮らしだった。さらに、義父。一つの時代が、今日で終わりに

なる。そう願いたい。まだ地下水が届いていない街の向こうの小さな丘の上で、先

ほど、墓堀人が、平和的に、彼の遺体を埋めた。アーメン。 

 

 もうすっかりと暗くなり、火は消えかかっている。木々の間から、冷たい夜の空

気が漏れ出している。私もその罠にかかりそうになる。最後に残った小枝、私が芝

生の上に落とした枝を見つけ、火にくべる。炎が再び燃え上がれるよう、炎が自分

の色を取り戻せるよう。しかしここで私は、炎の嫌がる一口を与えた。それでも炎

は私を裏切りもせず、すべて燃やしてくれた。私は、最後に空になった袋まで、燃

やしてしまった。通りの人には結局気づかれただろう。でも、嫌な思い出は全部消

えてしまった。壁の向こうでなにかパチパチと音がしている。ジョウロを持って水

を取りに行く準備をする。目を細くして裏戸を見る。裏戸が開いて、こちらに誰か

が来る気配がする。影しか見えない。誰の影なのかまでは、私には、わからない。

しかし、向こうは、手のひらの上にいるみたいにはっきりと、炎の光の中に私が見

えているのだろう。 

「私よ。怖がらなくてもいいわ。こんな遅くに、ここで何をしてるの？」ミルシュ

カが小声で尋ねてきた。気が付けばもう私の横に身をかがめている。たくさん着こ

んでいるようだが、大きめのセーターを着ていても、寒さで震えている。 

「何、燃やしたの？」と咎めるように尋ねた。決して悪気があるわけではないのだ

ろう。いつか二人でここに座っていたこともあるから、彼女が大きな火が嫌いじゃ

ないことは私にはわかっている。でも、彼女の目を見ると、何かが彼女に起こった

ことが分かった。おそらく、この炎とは関係ないことだ。ミルシュカは途方に暮れ

た様子で、声は疲れ、悲しげだ。 

「もう。終わらせるわ。それとも、もっと枝を持ってきたほうがいい？」と聞いて

みる。お互いに何が答えなのかは、わかっている。彼女がうなずけば、今夜は思っ

ていたよりも長い夜になるだろう。 

「手伝ってほしい？後ろの板はどうなの？」 

「板はいいの。濡れているから。物置にストックがあるわ。」 

壁のところの小さな物置から、春の間伐材の塊を持ってくる。太めでよく乾いた丸

太も、何本かあれば、とっておきの時に役に立つだろう。 

「今日、燃やすわね。いいでしょう？」と言って、私は笑う。けど、ミルシュカは

私のことを不審そうな顔で眺め、わずかに肩をすくめる。この気味の悪い、黄黒い

光の中にいると、私の横にいる、この子が、今日、何かに傷つけられたのではない
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かという気がしてくる。さっき、通りの端のどれかの家から出てきた彼女が、どん

な思いでそこを後にしたのかを、私はよくわかっている。 

「寝られるかどうかわからないわ。葬式に行ったのよ。」とミルシュカはため息を

つく。そして、私に聞いた。どのくらい私が、彼女の話をだまって聞いていられる

かを。いくらでも聞いてあげられる。もう夜だ。たとえ、なにか我慢できないこと

があっても、夜の闇の流れの中か、木々の間に投げ捨ててしまおう。なにもこれが

初めてのことじゃない。この場所で木々にこんな風に助けてもらったのは。 

「お酒はないの？」 

私が顔を横に振ると、ミルシュカはやっと笑った。一人でここにいたんだから、な

にも持ってくる必要はない。燃え続ける、大きな炎が私の頬を温める。炎は再び燃

え上がり、周りは驚くほど明るくなった。ミルシュカはこう言った。棺桶は、値段

が高そうで、開きっぱなしだった。両手の指には太い指輪を全部にはめていた。何

本かの指には二重にはめていた。 驚いたような、大きく見開いた目。はじけるほど

満員の葬儀ホール。義父が遺言の中でどんなことに全部指示を出したのか、いくら

驚こうにも切りがない。ヴァシェクは父親の望みを全部かなえてあげた。家を相続

できないというリスクを負うのだけは嫌だったから。でも、葬式に来なかった。遺

族は、いつもの金曜のように、二組に分かれた。一組は欠席者を非難し、一組は彼

らの弁解をした。《彼、あなたのとこに帰ったらしいわよ。》と帰り道に聞いた話

を、ミルシュカは教えてくれる。何もかも全部。私はただ彼女の言葉に静かにうな

ずく。何を彼女に言えばいいのかわからないけど、幸いなことに彼女は私のコメン

トなど期待していない。ところどころ話を省略してるし、全くの本当のことは言っ

てないということも見て取れる。別に彼女が悪いと思わない。苦しみや、怒りをこ

れ以上大きくする必要はないだろう。 

「まあ、こんなとこね。で、その手の包帯、外しなさい。薬局であなたのこと見た

わよ。」私の手をやさしく取って、汚い包帯を取り外した。素直に手を預ける。ミ

ルシュカにすべてを託す。 

「これは、よくないわね。」私の手のひらに、目を近づけて、まじまじと見て、顔

を横に振った。彼女のこの仕草で、私はヂヴィシュを思い出した。彼はミルシュカ

と同じような状況で、ジェスチャーやイントネーションもそっくりだ。二人がこん

なにまで、お互いに似ているなんて驚きだ。なんでもっと前にこのことに気が付か

なかったんだろう？いつかエレベーターの中で彼に会ったときに誰に似ているのか

思い出せなかったけど、やっとわかった。声に出して言うのは、よくないってこと

は、私にもわかっている。この町の人間関係は複雑で、余計なおせっかいは人を傷

つけるだけだ。ヂヴィシュ医師という、変化を望まない男、妻とは離婚しない男が、

いかに彼女とお似合いだなんて、自分の従妹に言う必要はない。 
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「こんな手でオオバコを採ってるの？ありえない。」と怒った調子で言う。私はし

ーっと指を口にあてて、ミルシュカが大きな声を出さないようにする。ミルシュカ

は完全に怒っている。 

「明日、私のとこに来なさいよ。こんなじゃもう、抗生剤じゃなきゃ効かないわ。

もうこれで最後だからね。聞いてる？もう私は関わりたくないからね。ぜんぜん良

くならないじゃない。体重は何キロあるの？目は泳いでるし、それにこの手だもん

ね。」 

「大げさだよ。」 

「ねえ、フラデッツクラーロヴェーの病院の予約、また取ってあるから。行くのよ。

聞いてる？こんな風にほったらかしにして。私はもう我慢の限界なんだから！」 

「大きな声出さないで。お願いだから。」 

「来週、病院行ってね。マレックが病院まで送るから。もし一緒についてきてほし

いなら、マレックが付き添うわ。そこの科で彼の同級生が働いてるのよ。もし、入

院ってことになったら、するのよ。」 

「入院なんかしないわ。行くけど、入院はしない！」どちらかが視線をそらさない

限り、私たちはお互いを見つめ合っている。ミルシュカが続ける。「炎症してるわ。

絶対、自分じゃ何ともできないわよ。悪くするだけよ。」彼女を注意深く見る。真

面目な顔で、騒いでいる。そして、彼にそっくりだ。思わず笑いそうになる。信じ

られない。私の手のことで、火のそばでこんなふうに怒るなんて。私の手を、一瞬

見ただけなのに、そのエネルギーと怒りはもう何週間も前から彼女の中で沸き返っ

ている。彼女の肩をだきしめると、彼女は不意に泣き出した。私はさえぎらず、続

きを話させる。私は彼女のことを世間に触れ回るつもりはない。私たちの町でこの

秘密が守られるかどうかは、時間の問題だとしても。 

 「６月の終わりまでは薬局にいるから。そのあとは家にいるけど。」と彼女は涙

を拭い、鼻をかむ。私は、彼女の言うことに、すべてうなずく。彼女はいつどんな

ときでも、うまくやる。どんな状況に陥っても、正しく解決する。どんなことでも

エレガントにこなしてしまう。私も同じようにできたらいいけど、私にはとても彼

女のように上品に振る舞うことなどできない。今すぐ、彼女に言おう。次の言葉も

言おう。彼女を喜ばす言葉を。今じゃなかったら、後で言おう。故事成句や、あり

とあらゆるみじめな言葉が私たちの周りを飛び交っている。私たちが、年とった魔

女のように笑い転げるまで。ちょうど今、私たちの頭の上をコウモリが通り過ぎて

飛んで行った。 

「行くでしょ？アナ？約束して頂戴！あなたのことが大切だと思ってるから、言っ

てるのよ。」 
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「寒いとこになんか座っちゃだめよ。卵巣が冷えるわよ。」と私は小学校の時の先

生の真似をして、感動的な瞬間をしらけさせた。それから、私たちは別れる。明日

の約束をして、ミルシュカは闇に姿を消していく。見送りはいらないらしい。一人

で平気だという。私はまた、一人、火を消して、夜明けをじっと待ち構える。木の

こずえの下で夜明けを見つけるのは難しいけど、中庭では、いくつか場所に陽がさ

しているのが見える。陽の光で目がまぶしいし、光で頭が痛いけど、同時に私は、

それを待ってもいるんだ。そんなに時間がかかるものでもない。モウズイカの花が

咲きはじめる。私は、その瞬間をどうしても見たい。モウズイカに向かって座る。

今度こそは見逃さない。今までの人生で何度かこの瞬間を見ようと、試みてきたけ

ど、成功したのは数回だ。いつも遅かった。こんな朝でさえも、どこか心が急いて

見逃してきた。今日が、見るべき、その日だ。この瞬間にはすっかり成長していな

くちゃいけない。精神的に成熟して年を取らなきゃいけないのだ。モウズイカは、

選ばれた魂の前でしか、花を咲かせない。モウズイカにとっては毎日のことだけど、

観察されることを彼らは許さない。神秘的なプロセス、瞬く間だ。今朝こそ、うま

くいくはずだ。私の時間は、私が支配する。待つことはできる。急がず、遅れず。

手のひらのしわが見えるくらい明るくなったら、もう終わりだ。やることはない。

開ききってしまう。一瞬だけ、早く来ることが必要だ。それが今だ。見える。尻を

ついてしゃがみこむ。体は固まってきているけど、花びらの一瞬の動きに息をのむ、

そして、私のなかに、永遠の生命が入っていくのを感じる。金色に輝き、少し熱を

発している。モウズイカの花が、私の目の前で咲いた。あらゆる良心の呵責から解

放された。私は、長い間、内面の救済を感じていた。私でさえも世の中になにか美

しいものに値するという喜びを感じたいと思い続けていたのだ。この希望がどれく

らい持つのか定かではない。けれど、今のところ、私はまるで満たされた容器のよ

うだ。これだけの重さに、どのくらい私が耐えられるのだろうか。ここから立ち去

り、どこかに横にならなくちゃ。もちろん、私は知っているだが。すこしでも動い

たら、この喜びが、まるでいっぱいに溢れた水のようにザブンと跳ね上がり、こぼ

れてしまうことも。陽が上がってきた。行かなくては。誰かに見られてしまう。ゆ

っくりと、家に向かって歩き出す。強すぎる目覚めに私は酔い、足は弱々しく震え

ている。私の頬を鋭い風がこする。湿っていて、いい感じだ。 

 中庭に陽がさして、他の植物の花たちが咲き始めている。少しの間だけ横になる。

私は、感覚、行動、情報に満ち溢れている。少しだけ、目を閉じて、それらを、内

部へ吸収したい。寝られるかどうかは、わからない。すぐに、また町に行かなきゃ

いけないだろうけど、しばらくはゆっくりして、温まっていられる。手や、顔は温

まってきたけど、足は、氷みたいに青ざめている。いつもの朝ごはんの準備をしな

きゃ。お茶をいれて、パンにバターを塗る。テーブルにはヨーグルトも用意する。

全部うまくいく。私がいる状況はちっとも悪くなんかない。他の人はもっと大きな

問題を抱えているし、その問題を抱えながら生きていかなきゃいけないだもの。み

かけほど、悪くはない。問題に対するアプローチ次第だ。例えば実際に、手をはら
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いジェスチャーをするだけで、問題はバラバラに散ってしまって解決するかもしれ

ない。人生は美しく、非凡だ。人生は華麗で一度しかない。とりわけそこにトラマ

ル（抗神経薬）も含まれている場合には。２、３錠、一気に飲みこんだら、どんな

顔にも笑顔が溢れ出し、怪我をした、手の痛みさえも和らげるから。 


