貝塗れ

か いまみれ

垣間見れ
暫 し の性を

しば し のせ いを

志波 氏 の星を
悔 い焦 り

く いあさ り

食 い漁 り
主が待ちわび ていたそ の人であ った。

志波空鶴。流魂街随 一の花火師。

院家 の別荘があ った。 そ こは内密 の客 人があ るとき によく使

瀞霊廷 からわず かに離 れた物静 かな清流 のほとりに、 四楓
「
夜 一は いるかー ？」
われた。 ことが同胞 の処刑と暗殺ともなれば、瀞 霊廷内 で話

砕蜂 は頭を下げ て、 そ の場を去ろうとす る。

いた。

客 人が来たと伝え ると、夜 一はそう か、と 一言だけ つぶや

え ていた。空鶴 の方 から内密 の話があ ると いう。

砕蜂だけを伴 に つれ て、 四楓院夜 一は昨 日から別荘内 に控

こそ の特別待遇 であ った。

をす る のはまず い。代 々刑軍軍団長を つとめる こ の家だ から

門前 でがな る声を聞き つけた砕蜂が出迎え ると、 そ の人は
金平糖 をくれた。
星 の形を した菓 子はそれ ほど珍 しくはな い。 けれど、砕蜂
と て女 の子。甘 いも のには目がな い。喜 ん で、お礼を言 った。
「いいんだよ、ウチ の客が置 いて ったんだ から。花火師 に星
の菓 子なん て、まあ洒落 てるけどな、 いくらな ん でも貰 いす
ぎ た。ち ょ っとず つ誰 かに分けようと思 ってたんだ」
歯 ぐきが見え るぐら い、 にか ぁ っと笑 って、 そ の人は言 っ
た。
貴族 の家柄ながら、 はす っぱな男 のような しゃべり方をす る
「
は」

「
砕蜂」

そ の背中 に夜 一が声を掛けた。

けれど、 そ の心 の奥 の奥 では優 し いことが分かる気がす る。
振 り返ると、夜 一はど こか後 ろめた いような目 で砕蜂を見

砕蜂 はこの女 を嫌 いではな い。 没落 したとは いえ、 元上級

乱暴 でや っか いご とが大好き でも、性根 の芯 は火 のよう に熱
て いた。
「一刻 は戻らぬよう にな」

い。
「
ほら、も っと食え よ」
「
分 かりま した」

微 かな音 が聞 こえた。

「
…… ぁ」

え たとき、

己 一人しか、本当 は いな いのではな いか、 そんな錯覚 を覚

邸内 は薄暗 い。板 はき しりとも言わな い。

を探す。

け る。声を掛け ることも出来ず、 二人 の霊圧を頼 りに屋敷内

門をくぐ っても、声 は聞 こえな い。耳を澄ま して、歩 み続

い程 に殺す。先程出たば かり の別荘 へ向 かう。

ゆ っくりと立ち上が った。 足音を殺 し、霊圧を不自然 でな

そ のことを砕蜂 は忘 れ て いる。

して無 か った。

けれど、主 の言 い つけを守らな か った こともまた、 一度 と

この悪 い予感が外れた こと は、未だ か つて、 一度 もな い。

砕蜂 はそれを見な か った ことにす る。

星 の形を した菓 子を、 口の中 に押 し込まれた。 甘く て、幸
せな味 がした。

主が自分 のことを気遣 って、申 し訳なく思うなど、あ って
はならな いことだ。だ から、あえ てそれ には言及しな い。
神 の如き こ の人が自分 のことを思うなど、絶 対にあ っては
ならな いことだ。砕蜂 はかたく自分 に戒 め てきた。
砕蜂 は 一人、門を出た。や る ことは特 にな い。 語り合 って
暇を潰す刑軍 の同僚 も ここには いな い。
清流 のふち に腰を かけ て、
流 れゆく ひと ひら の葉 を眺 めた。
眺 め ているうち に、ち りち りと嫌な予感が首筋 を刺 した。
客 人 のこと はよく知 って いる。
流魂街随 一の花火師 であ り、
夜 一の友 人。何を不安が る ことがあろう。内密 の話と いう の
は確 かに気 にな るが、 それを尋ね ること は出過ぎ た真似だ。
一介 の隠密が知 って良 いこと ではな い。
知らず知らず のうち に、汗が 玉 のよう にな って額 に浮 かん
でいた。
振 り払うよう に、路傍 の草を千切 って投げた。 川面にすら
息を つく。 それ でも、胸 の内 の不安 は去らな い。

それ は、何だ ったか。

届 かず、ぶざ ま に地 へ落ちた。
先刻貰 った 一粒 の金平糖 を 口の中 に放 り込んだ。

砕蜂 には、 己 の耳を疑う余裕 もな い。
えた。

ただ、 かす かに開 いた襖 の隙間 から、 そ の情景 はか いま見

砂糖菓 子は甘 い。だが、苦 い気持ちを打ち消 しはしな い。
なぜだ か、 戻らなければ いけな いと思 った。
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って、揺ら し、 つま み、撫 で、 こす る。 ひどく慣れき った手

けを かわ しながら、指先 は自由 に動く。 五指 と掌を自在 に使
「
…… っ、く」
つき で、愛撫を続け る。

う感 じた。

そ の指 は、知らぬ間 に自ら の身体 へ触れ てきた。砕蜂 はそ

う に見 つめる。

そ の指を じ っと見 ていた。 じ っとじ っと、同化す るか のよ

誰 かが、背を反ら せ て、身 を他 の誰 かにゆだね て いる。
白と黒。真珠 の肌、飴色 の肌。客 は光、主 は闇。 互 いが重
な り合 い、溶け合 って いる。
刻 限 のわ りにはまだ早 い灯火がち り、と音を立 てて、うね
る二人 の姿 を映 し出 して いる。
戯れとも、もみ合 って いるとも つかぬ、そ の激 し い動き は、
私 に触 れ る、熱 いこ の指 は誰 の指だ。
、処
、で蠢 いて いる のは、き っとあ の人 の指だ。
此

砕蜂を凍 り付 かせた。
「
ふ、 ぁ、
」
ほ っそりと長く黒く、強 くはかなく、誰 か の乳房をなまめ

口の中が ひどく甘 い。ざらざ ら した金平糖 は硬 い。求 め て

き っとそれ は、あ の人に抱 かれ て いる、私 の、 も のだ。

歩 手前 で押 しとどめて いる のは、誰 の唇だ。

ひう ひうと、白 い喉を通り過ぎ ようとす るそ の喘ぎを、 一

いる のは、誰 の喉だ。

そ の声 に押され て、細 い声を殺 して、喘ぎ、心を揺ら して

の声だ。

ひどく強く低 い声 で、誰 かを求 め て いるそ の声 は、あ の人

かしげ に引 っ掻 いて いる、あ の指だ。

顔と顔が、近づく。離 れ るご と に、息継ぎが為され る。 そ
の喘ぎ は、ま るで見せ つけるよう に仰 々し い。絹糸 の如き白
い 一線 が唇 から引 かれる こともあ る。激 し い水音 を立 てて 口
づけを繰 り返 した。
着物をはだけた空鶴 の右腕 は無 い。 そ の露わ にな った右 の
乳房 に、主 の手が掛 か って いた。指先が別 の生き物 のよう に
そ の大きな乳をも みしだく。
「っ、 馬鹿 野郎、 よる、 いち」
「
世話を焼 かせてお いて、 そ の言 い方 は無 いじゃろう」
夜 一の声 は笑 みを含 んで いる。意 地悪く にや ついて、 口づ

は っと して、目を閉 じ、耳を両手 で塞 いだ。しゃが み込む。

追えば届 かぬ ことを思 い知らさ れ る、
憧憬 のよう に甘く硬 い。
うち に疲弊 してすり減 って、無 くな ってしまう かもしれな い

無 明 の闇が、沈黙が、怖 いほど に砕蜂を包 む。
今、何を見 て いた ？

と、恐れながらも、 ただ そ の甘さを味わ いたく て、 そ の日そ

かみ砕く ことも出来ず に、ただ舌先 でなめ回すだけ。 そ の
今、何を考え ていた ？

の日をや り過ご していく、 こ の日 々に似 て いる。
もう、 い っそ のこと、 口の中 から つまん で出 してしまえば

今、何を していた ？
混乱す る頭 は、言う ことを聞 かな か った。

右 手をそ っと耳から外 した。

いい。
どう して、 こんな こと に。

そ の刹那、ざ ぁ っと何 かがばらま かれる音 が した。

「
勿体な いのぅ」

び っくりして目を開 いた。

もう何も見 て いたくな い。何 も聞きたく はな い。 はじめか
ら何 もなか った のだと思 いた い。
目は見えず、音 も聞 こえな い。 それ でも 口の中 の甘さが残

床 の上 に砂糖菓 子 の星がち りば められ て いる。

「
……くそ、懐 に入れと いた のが全部 パ アだ」

吐き出すわけ には いかな い。

そ の 一つ 一つが、ぼう っと ほ の明るく光 って いた。

る。金平糖 の棘が、 口の中を刺す。
木 の床 に硬 い棘がぶ つかれば、 たちまち耳 の聡 い二人は気

「
夜 一、 お前 も食え」
空鶴 は言うな り、夜 一の腕 の中 からす るりと抜け出した。

付 くだ ろう。
そして、あさましく、胸 の内 を熱 く高鳴ら せた自分を見 つ

床 の上 から拾 っては無造作 に 口の中 に放 り込み、がりがり
と盛大 にかみ砕 く。 そ の奔放さ は羨 ま し いほどだ った。

け るだろう。腰 のあたりをあ からさまな劣情 で濡ら した自分
を見 つけ て、蔑 むだ ろう。あ る いは、同情す るかも しれな い。

夜 一は当惑顔 で、彼女 を見 て いる。
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「
……まあ、 五秒 ルー ルと いう のもあ ったか」
「
う るせえ、 ルー ルな ん て関係ねえ よ。も った いな いから食
うだけだ」
から っと答え て、砂糖菓 子を貪 る。
と、隙間 から、 一瞬、 目が合 った。
電流が流れたような衝撃が砕蜂 の背筋を走 った。

言 った。
「
黙れよ」
深 い口づけは続く。
粘性 の増 した唾液が唇 から こぼ れ落ち る。 どろりとした透
明な液体 はゆ っくりとおとが い へ滴 っていく。
ごくりと、砕蜂 の喉が鳴 った。

夜 一は凍 り付 いて、黙 る。

空鶴 はに ぃっと破顔 して、 また目をそら した。
主が訝 しげ に問う。
「
はは っ、 バ レちま ってるぜ。 どうす る、夜 一」

二人とも振 り向 いた。夜 一は早急 に、空鶴 はゆ っくりと。
「
どう した、空鶴」
ともせず、 ゆら りゆら りと大 股 に砕蜂 へ近づく。襖 を大きく

おもむろに空鶴 は立ち上が る。露わ にな った上体を隠 そう
開 いて、砕蜂 の姿を明るみに出 した。 ぺ ったりと床 に座 り込

「へへ、何 でもねえ よ」
舌 の上 で、わざ と金平糖を転 がす。赤 い肉 の上 に白 い星が

舌をちろりちろりと出 して、 こちらをまた見 る。
んだ砕蜂を見下して いる。
「
なんか エロい顔 してんぜ、 こ の人もさ ぁ」

踊る のを見せ つけ る。
「
お前 も食え よ」
にや りと して、頭を撫 でた。
振 り払うが、避けられた。

「
さ、触 るな」

拾 った星を、夜 一の口に押 し込める。柔ら かな唇が硬 い星
を吸う。
そ のまま の指先 で、空鶴 は夜 一の唇を撫ぜた。 そ のまま強
「
む」
「
いい感度 してんじゃねえ か」

首筋 に触れ る。びくりと震え た。

「へっ、 見るだけ でそんな顔 してたんじゃ、保たな いぜ」

夜 一が抗議 しようとす る。 そ の手を押 しとどめ て、空鶴 は

「
そんな コト しても、夜 一のこと は分 からな いぜ」

引 に 口づけた。

く つく つ、笑う。

刺青 の入 った左手 で、砕蜂 の唇を撫 でる。噛 みしめた歯 へ、

ま

「
当然、交ざ るだ ろ、あ んたも」

「
止せ、空鶴。 そや つには手を ……」

「
夜 一は、 も っと美味 いぜ」

締 めた喉 の軟 骨が、 く つく つ震え る のを砕蜂 は感 じた。

「
おれ の菓 子、美味 か っただ ろう」

唇ご しに指が触 れる。

「
ガ タガタ煩 ぇよ夜 一！」

思わず 手に力が入 った。

目 の前が白くな る。 言われた言葉 の意味 が分 からな い。

空鶴が 一喝す る。

ぐぅ、と呻 いた空鶴 の顔が朱 に染 ま る。 手が、独 りでに力

上 手 い

「
そりゃ子供 にゃ早 ぇだ ろうよ。 でもよ」

を 込めて いく。頭 のど こか隅 の方が、 これは仕方 のな いこと
な のだと囁く。最早、砕蜂 の目に空鶴 は敵 と してしか写 って

しゃがみ込んで、砕蜂と視線 を合わせる。 そ の目は真剣だ
った。

いな い。

頭 の中が い ったん空 にな る。先程ま で の憤怒が、萎 ん で い

緩や かにうね る主 の黒 い髪だ った。

途端 に、狭窄 して いた視 野が開けた。最初 に見えた のは、

遠 く聞 こえ る。

誰 かが、無 理に二人を引き離 した。空鶴 の咳き 込む のが、

「
止さな いか馬鹿者 ！」

生き方だ。命などとう に捨 てて いる。敬愛す る主 のために。

るべき は敵 の殲滅 のみ。 それが隠密と して の、修 羅と して の

を か いた空鶴 の喉 元だけだ。戦 いが ひとたび始まれば、考え

見え る物 はただ 一点。 灯火を花火 のよう に眩 しく返す、汗

敵 に姿 を見られたならば 、殺 せ。隠密 の本能が告げ ている。

「
お前 は悔 しくねえ のか？」
挑発す る 口調 で、言う。
「
アイツ の身体 のうち、 おれが知 ってて、 お前が知らな いト
コがあ るなん てよ」
頭 の中が熱 くな る。 渦を巻 く思考、燃え上が る感情、 いず
れとも つかな い奔流が胸 の内 から喉 へ。
「
貴様 ぁ っ…… ！」
ただ 必死 で空鶴 の開 いた喉 元に手を かけ る。空鶴 は振 り払
いも しな い。
「
おれを殺す気 かよ」
にや ついたまま、空鶴 は砕蜂を見下 して いる。

-5-6-

く のがわか った。
代わ りに沸 いてく る のは後悔。

な か った。
「
面倒事好きな のは、 おれだけ で十分だ」
空鶴 は 一人ごち てから、砕蜂 の方 を向く。長 い髪 から か い
「
ほら、触 ってみろ」

ま見え たそ の目は、恐ろ し いほど澄ん で いた。

危うく夜 一様 のご友 人を殺 してしまうと ころだ った。
夜 一へ向け て、顎 で示す。

言 い つけを守らな いと、 こうな る。
自分 は、 馬鹿だ。痛 いほどにそう思う。
「
嗅 いでみろよ」
空鶴 は左手を、夜 一の上 からど かした。自由 になれる筈な
のに、主 は動 こうと しな い。

「
……馬鹿 は」
空鶴 の つぶやきが、痛 烈 に鼓膜を打 った。
「
食 ってみなき ゃ、金平糖 の味な んざ分 かんねえだろ」

を吐き出す気 にはなれな か った。

一度床 に落ちた物だと思 い出 しても、 口に入れた砂糖菓 子

ば んだ。

砕蜂 はただ、ふら りと吸 い寄 せられ るよう に、 それを つい

金平糖をそ っと つかみ、差 し出 した。

「
だ から、 お前 も、食え」

「
てめえだろ ッ！」
左手だけ で、空鶴 は夜 一を抱 き しめた。 むしろ、 飛びかか
った に近 い。
そ のまま勢 いを殺さず に夜 一を押 し倒す。喉 にとが った肩
の骨を押 し つけ、両足を使 い、全力 で挑 む。大きな音 を立 て
て二人は転 が りあ った。ばさ りと木 の床 の上 に空鶴 の長 い髪
が広が る。
砕蜂 はあ っけ にとられ て目を見開 いたまま でいる。
金平糖 は甘 い。

すぐ にもみ合 いは止んだ。
馬乗 りにな った空鶴 は肩 で息を して いる。
甘く て、幸 せな味 がす る。
私は、 馬鹿 にでも、修羅 にでも、なろう。

この甘 い日 々を、 も っと甘くす る ことが出来 る のなら、

対 して、息 一つ乱 して いな い夜 一はど こかあきら め顔 で仰
向け にな って いた。
主 の危機だと いう のに、砕蜂 はただ見 て いるだけ しか出来

頬 ま で来れば、後 は唇 のみ。

い唾液 の跡が残 る。
「
ほら、も っと食え よ」

砕蜂 は、何 の躊躇 もなく唇 の上 の金平糖を、 ついば んだ。

頭を上げ ようとす るが、 万力 で抑えられたか のような力 で

「
ん っ…… ！？」

そ の瞬間 に、空鶴 は砕蜂 の頭を押さえ つけた。

拾 った砂糖菓 子を、夜 一の上 へ振 りま いた。彼女 は目を つ
ぶ って、なすがまま にな って いる。
ぱらぱらと落ちた星 は、黒髪 に、肌にま みれ、夜空 の如 く、
かす かに光 る。
砕蜂 は四 つ這 いにな って、髪 の中 に頭を埋めた。 ゆるんだ

「
甘 いよな ぁ、 ツメが」

びくともしな い。

唇 でまさぐ った。 星を唇 で奪えば、うね る黒髪が 口腔 の内 へ

笑う。親 しげ にから からと。

着付け のせ いで、胸 元が かす かに開く。 それにも構わず に、
入り込んできた。味 も分 からな いほど のひと筋だ。 それ でも

頭を押さえたまま、空鶴 は腰を浮 かせる。夜 一は動 かな い。
空鶴 の左 手が、右 の脇 の下に置き換えられる。 それ でもな

ただ微 かに、唾液を嚥 下す る音 が聞 こえ た。

頭を上げ ると、髪 は唇 から つ、と出 て行 った。
ひどく寂 し い、心地が した。
口の中 の星 は甘 い。だがそれ では足りな い。

空鶴 はおびき寄 せるよう に、 一粒 一粒、金平糖 を置 いた。

「口 寂 し いか」

差 し入れられ る。汗ば んだ首筋が空気 に触 れ て、 ひや りと し

左 手だけ で器用に帯が ほど かれ る。ぐ い、と襟 元から 手を

「
着物、緩 ん でんじゃねえ か。 世話 ぁ、ねえな」

お、頭 は動 かな い。

床 から始ま った星 の道筋 は、夜 一の髪 から額 に、眉間 に、 ま

た。 はだけた着物が、主 の頬 に掛 か った。 乏 し い胸が、主 の

くちさ み

ぶたに、頬 に、やが ては唇 へと続 いた。 それをまた、砕蜂 は

目 の前 にさらけ出さ れる。
四 つ這 いのまま強ば って動 かな い手が、微 かに震えた。

頭 に 一瞬 にして血が上 った。

一粒ず つ唇 で拾 って いく。
初 め て唇が主 の肌に届 いたとき、びくりと、 お互 いの身体
が震え た気が した。
濡れた唇が星 の道 をたど って いく。光 る星 の代わ りに、甘
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唇 はひどく熱 いのに、腰 はひどく濡れ て いる のに、

「
まさ か、 ここま で来 て逃げ るな んて、言わねえ よな ？」
囁 いた花火師 の指 は導火線だ。
それ でも何 かが足りな い。

「っ……！」

ひときわ強 く、 つねられた。

「
おれ では不服か」

砕蜂 の肌 の上を這 い、舐め てゆくご とに、身体 に火が つく。
ち りち りと焦げ付 いて、黒 い欲情 がくすぶ って いく。 どろり
と熔 けたも のが下腹 から流れ出 ていき、下着を濡らす。
頭を押さえられたまま、砕蜂 はぴくりとも動けな い。 ただ
左腕 一本 で着物 は乱され、晒 しは解 かれ て いく。
外れ、堅 い木 の床 に接吻 した。荒げ た息 の熱さが 己 の鼻 にか

声もなく、砕蜂 は床 に伏 した。 ただ触 れ ていただけ の唇が
「
…… っ、く、ぷ は っ」
かる。頬 と頬が触れ合うと、粘 る唾液 のせ いでべ っとりと張

主 は、自分を抱く ことを、拒 んだ のだ。

震え、喉 元は刃を突 き つけられたよう にびく ついた。

そ の拒絶 の声を、砕蜂 は雷 のよう に聞 いた。全身が畏れに

夜 一は、 おご そかに言 った。

「
……断 る」

「
し ょうがねえな。夜 一、 お前 じゃね ぇとダ メだ」

り付 いた。

息を継 いだ。力が抜け ていく。舌先さえ痺れ て、 口の中 の
唾液を嚥下す ることも出来な い。主 の唇を甘く汚 して、溶け
かけた金平糖が か の頬 へ滴 る。 どろりと白 い砂糖菓 子 の欠片
導火線 は首筋 から鎖骨 へ胸 元 へ延び、わず かながら重 みで

はゆ っくり夜 一の頬 を つた い、床 に落ち て冷えた。
かさ

常 よりも嵩 の増 した乳房を撫ぜ る。
身体 を支え る腕が萎え て いく。 腰がびくびくと震え る。身
体 が何 かを守 るよう に丸まろうとす る。自分 の内側 にあ る、
大切な何 かを固持 しようと して、身 を こご めた。
「
部下を儂 の借 りを返す のに使うわけ には行 かぬから の」

主 の目を思う。 己 の顎 の下にあ るはず の、憧 れ のひと の視
線 を思うと恥ず かしく、声も上げられな い。ぴんと立 った乳

「ハッ、干涸らびた猫 の糞 みてぇな こと言 ってんじゃねえ よ」

にや ついた空鶴 の声が、 また降 る。

「
おう。 四 の五 の言わず に抱け」

主 の声が、 雨 の如く降 る。 ひどく冷 たく感 じた。

「
お前 がそう言う のなら、仕方があ るま い」

閉 じた。

き っと失望 しただ ろう主 の顔を見たくなく て、砕蜂 は目を

空鶴 の手が砕蜂 の下から退 いた。

首も、身 じろげば かす かに揺れ る乳房も、誰か の、別 の何 か
を欲 して、うす紅く燃え て いる。

主が起きあが る のを、すぐ隣 で感 じた。顔 は見えな い。
「
この間 の爆殺用 の火薬代、 お前 の指 で払 ってもらう約束だ
ろうがよ」
「
儂 の指を お前 に突 っ込む のは構わぬが、部下にそれをす る
筋合 いはな い。砕蜂 は勘定 に入らぬ」

「
じゃが、 これ で借 りは無 しじゃ」
「
わあ ってら」

「
お前 のモンはおれ のモンだ ろ。 ん で、刑軍 はお前 のモン。
だ から お前ら 二人ともおれ のモンだ。 おれ のモンをお前 に抱

目を つむ ったまま の砕蜂 の耳元で足音 がす る。誰 かが 丁寧

それが、打ち上げ の合 図。

そ っと砕蜂が目を開けた。

「
どんな花火 より派手な祭 りさ。三人 で楽 しもう じゃねえ か」

擦 れ の音 も混ざ る。

に砕蜂 の装束を剥 いで いく。ぱさ り、ぱさ りとまた、他 の衣

は

いてほし いんだ よ。 それ でおれが お前 を抱けば いいのさ」
「
生憎、刑軍 は儂 の臣下 ではあ るが、持ち物 ではな い。借 り
と持ち物をごち ゃごち ゃにす るな よ」
砕蜂を置 いたまま、掛け合 いは続く。 言葉だけ聞けば剣呑
だが、 口調 はご く軽 い。
「
……あ の」

勝 手な解釈を して、空鶴 は砕蜂をあ おむけに返 した。

「
ほら、 こい つだ って抱 かれたが ってる」

に、 まぶたを、頬を、唇を し っとりと叩く。 そ の隠微な優 し

の上を這 って いく。火 ではなく、大気 のよう に、夜闇 のよう

が歩く。拍子は十指 で重ねられ る。掌 は覆 い隠す よう に砕蜂

始 まりはひそや かに置 かれ る指先。 ひた ひたと顔 の上を指

けれど、皮肉な こと に、空鶴 の考え はあながち的 はず れ で

さ は、砕蜂 の肌をより鋭 く敏感 にさ せた。ちら、と指 の間 か

砕蜂 は小さく呼びかけた。

もな いのだ。砕蜂が何 も言わなく ても、紅潮 した肌も、 のぞ

ら覗く のは、金色 に眩 し い灯火だけだ った。
頭 の中 は、 ただ ひたすら に白 い。自分が気持ち よ いのかさ

く胸 の突起も、潤んだ 目も、 かす かにほころびた唇も、全身
でそ の感情 のたかぶ りを伝え て いた。
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え分 からな い。 手足は凍 るよう に冷 たくな って いた。
頬 から、首筋 へ、耳 へ、少 しず つ、指先 はたど って いく。
「
……お手を」
こご

砕蜂が 口にした途端 に、ぴたりと大気が 凝 る。
む しろ望 ん でいる のだと は、言えな か った。

息 も つけぬ。
唐突 に、 足 の間 へ別 の手が触 れた。
手は怯え るよう に、動きを止め ている。

「
私 は、大丈夫 です」
びくりと身体が震え る。

も のだ。

「
目を閉 じるなよ」

いけな い

って いるかは砕蜂 にも分 か った。 たちまち体中が熱くな る。
主 の手首を つかんだまま で、空鶴が言 った。

見 ては

も の間 に顔を挟 まれ て、 そ こから見え る のは、

そしてそ の先 には、主 の豊 かな脚が のび て いた。 柔らかなも

一瞬 目がくら んだ。初 めに見え た のは、満 足そうな空鶴 の顔。

暫 し の無言 の後、唐突 に覆 いは取 り去られ、光が差 した。

わり

へそ の上 に、とろりと した何 かが塗 り つけられ る。す っと
冷 た い。
「
急ぎすぎ じゃろう、空鶴」
「
はん。 こんな に欲 しが ってん のを ほ っと く お前 が 悪 ィん
だ ろ」

「
辛抱 を知らぬ輩 め」
「
おれが知 って いて、 お前が知らな いも のを見せ てや る。 お

二人 の会話 は、艶 っぽさ のかけらもな い。けれど、何を言

「
気長過ぎ んだ よ、 お前 は」
空鶴 は左手を開く。主 の手は諦めたよう に、砕蜂 の胸 の上

れ はそう言 った」

え てく る のかも定 かではな い。光と影 は混ざ り合 ったまま、

へ動 いた。 かと い っても みしだくわけ でもなく、 ただそ こに

手は、砕蜂 の顔を覆 ったまま でいる。声がどちら から聞 こ
身体 を包 み込む。す っと肌と肌が擦 れ合う暖 かみを感 じる。
置 かれたままだ。

初 め て、夜 一が満足そうな声を上げ た。

「
ほう、
」

のよう に、壺 口が夜 一の指を締 め付け て いた。

す るりと己に入り込んだ指先 に、声を上げ た。 別 の生き物

三粒放 り込む。

空鶴 はふと ころからまた、金平糖 を取 り出す。口の中 へ二、

砕蜂 の上 に、誰 かが覆 い被さ っても、 手はな お離 れず に砕蜂
の目を覆う。
もど かしか った。

そ のまま、夜 一の蜜壺 へ口づけた。 舌先 で金平糖 をそ の場
所 へ押 し つける。
ぽ とりと糸を引 いて、砂糖菓 子は落ち た。棘がまだ残 った
まま のそれ は、砕蜂 の頬 の上 に。

「
……もう し、わけ ……」
言 いた いことが、言えな い。指が壺 を かき回すごとに、頭
の中ま でもかき回さ れ てしま って、何を言 ったら いいのか分

「
お い、怠 け てんじゃねえぞ夜 一」
「
分 か っておる」

「
そう じゃねえ よ。『ありがとう』だ ろう」

からなくな る。

られ ている のだ。 明ら かに濡れたそ の場所を、間近 で見られ

空鶴が笑 いながら混ぜ 返す。

主 のため息が、 己 の茂 みにかかる。 近 い。自分もまた、 見
て いる のだ。 もぞもぞと太ももをす りあわ せる。だが、 それ

「
は、 は ぁ…… っ、あ、 ん っく、
」
「
ん ？」

で隠れ るはず はな い。
そ っとかき分けられた茂 み の奥 を、 そ っと指先 でなぞられ

「
あ、 ぃ……んん っ！」
を知らな か った。激 しく、落ち て いく心地がす る。突 かれ、

た。 とろりととろけ て いる のが、自分 でも分 かる。声を上げ
吐息が漏れ る。

広げ られるそ のたび に、ど こか へ落ち て いく心地が して、砕

砕蜂 は何 も言えな い。 一度 まろび でた声 は、留ま ると ころ

「っ、 く、」

蜂 はぎ ゅ っと こぶ しを固めた。

ぬよう に、歯 の奥を食 いしば る。 それ でもな お、喉 の奥 から

「
目を閉 じるな って」

「
ほら、どう したよ」
「
ふ。 たわむれは、 止せ」

霧がか ったような視界 の中 で、 ひざ まず いたまま の空鶴が
言う。 ふくよかな夜 一の尻を撫 で、 そ の谷間に 口づけ、舌を

夜 一もまた、小さく笑う。 そ の笑 い声もまた、 かす かに熱
い つしか、とろりと した何 かが小さく砕蜂 の上 へ滴 りそう

を帯び て いる。

這わ せる。懲 りず にまた、金平糖 を差 し入れようと して いる。
何を見 て、何を感 じれば いいのか、分 からな か った。
「
ん っあ、
」
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にな っていた。唾液混 じり の白 い金平糖 は、棘を少 しず つ溶
かしながら、夜 一の中 へ押 し込まれ、出 てこな い。

落ち た雫 は、甘か った。
「
順番 に入れ て いこうぜ、夜 一。 ハンデ は三 つな。 たくさ ん

も のだ った。唇がだら しなく緩 んでは、自分 でも聞 いた こと

唾液を飲 み込む音 がう るさ い。誰 かと思えば、砕蜂自身 の

空鶴 は目配 せして、 またも金平糖 を 口 へ含 んだ。

付 かな い。突 かれ てはじめ て、金平糖 の棘が、先刻 には無 か

砂糖菓 子が入り込ん でからだ った。 小粒 の金平糖 は最初 は気

ひどく遠 く で、そ の声を聞 いて いた。ただ、実感 した のは、

「
ふ ……。 いいじゃろう。 三 つで足りるか の」

入 った方 の勝ち」

のな い高 い嬌声が漏 れ出 る。遠 く でくち ゅりと下品な水音が
った刺激を与え る のだと気付 いた。

「
何個 入るか、数え ておけよ。後 で競争だ」

聞 こえ る。 それもまた自分 のも のだ。激 しく混ぜられた穴 の
呼吸が速 くな る。腰が跳ね る。押さえ 込もうと しても独 り

「
あ、あ、 んう っ、あ ……」

自分がな にも のな のか、もう分 からな い。全身 の痺れ るよ
でに身体が動く。も っと、 早く、熱く、強 く。 ただそれだけ

出す音だ。
うな感覚も、 下腹 から脊髄を貫 いて、脳を かき回し続け る指
が脳裏 で爆発 していた。数など数えられる訳がな い。ただ 必
な か った。

死 で、落ち て いかぬよう に、夜 一の腰 へすが り つく しか出来

先 も、誰 の物な のか分 からな い。
抱 かれるために、 この身体 はあ る のだと、絶え間なく疼き
続け る下半身 が言う。抱 かれ愛撫され滲 ませて濡れるために
「
ん、 っく。 ……さすが に、 六 つはキ ツイ の」

あ る のだと、指を締 め付け る下腹が言 った。 それはも はや、
砕蜂 でありながら砕蜂 ではな か った。 別 の生き物が、指先を
「
次 はお前 の番だぜ」
星 の四 つ目を数え たと ころ で、砕蜂が先 に果 てた。

くわえ て離さな い。頭を混乱さ せる、困 った指 のせ いか。 そ
れよりもも っと訳が分 からな いのは、 も っと強 く、優 しくな
どなく て良 いから、 己 の中 に指を突 き立 てて欲 し いと願う、
砕蜂自身 の内側 からわき出る強 い感情だ った。
そう、まさ に目 の前 で行われ ている、強 い左手 のよう に。
品 のな い水音 はすぐ上 でも響 いて いた。 たら りと 口の中 に

「
……足りねえ」
しばらく して、空鶴が言 った。
砕蜂 は心地よ い疲労 に全身 を包 まれ て、まどろん で いた。
だ から、 これ は夢 の中 の会話な のかもしれなか った。
「
な ん でお前らだけ満足 して、 おれが ……」
「
それ で良 いと言 ったじゃろう。 それとも、
」
夜 一はにや りと して、言葉 を継 いだ。
「
儂が抱 いてや っても良 いぞ。先刻 の勝負 に加え て、貸 しふ
た つじゃがな」

（
了）
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