「幻氷」
成田 信恵

＊ 人物表
亜紀
海の家の女主人
漁師Ａ
漁師Ｂ
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真冬の強風と、流氷の流れついている
静かな海の音。断崖に一人の女が立っ
ている。
亜紀「ここが、日本最果ての宗谷岬…」
風の音。
亜紀「ここなら流氷が見渡せる…すごい景色。
落ちたらまず助からないわね」
風の音。
亜紀「冷たいだろうな…。いえ、きっと一瞬
よ。これで最期だもの。それくらい耐え
なきゃ。…５、４、３、２、１」
風の音 に混じ って何 度も「３ 、２、
１」とつぶやいている。
亜紀「……ムリ！ やっぱり怖い！ どうし
てこんな簡単なことができないの！ 日
も暮れてきたし、どうしよう…」
風の中にかすかな風鈴の音が聞こえて
くる。
亜紀「こんな季節に風鈴の音？ あ、あんな
ところに明かりが……」

強風の中で薄く積もった雪の上を歩く
音。風鈴の音が次第に大きくなってい
く。
亜紀「海の家…「終点」？ 泳ぐところもな
いのに？ まさか…開いてるわけ、ない
わよね」
引き戸がガタンと開く音。
亜紀「開いた！ （ゲホゲホ） すごい…、
ほこりっぽい」
奥から戸が開く音。
女「誰だい」
亜紀「キャッ」
女「なんだい、あんた。よくここがみつけら
れたね」
亜紀「すみません。明かりが見えたので。で
も どうして こんな ところ に海の家 がある
んですか？」
女「そんなにおかしいかい」
亜紀「だって岬でしょ。しかも、こんな真冬
にお店を開けてるなんて」
女「ふーん、まあ、そんなことはどうでもい
い さ。せっ かく来 たんだ 。何か買ってく
かい」
亜紀「あ…、えーと、数珠…。数珠なんてあ
りますか？」

女「数珠？ ハハハ、普通、店に数珠なんて
おいてるわけないさね」
亜紀「（慌てて）そ、そうですよね。…すみ
ません」
女「いや、あるさ、うちはなーんでも置いて
あ る。だが 、あん たのそ の様子じ ゃ、数
珠 よりロー プとお もりの 方が良さ そうだ
がね？」
亜紀「え？」
女「それとも大きな漬物石でも腹にくくりつ
けてやろうか。クックックックッ」
亜紀「どういう意味ですか。私がまるで…」
女「いいか。真冬に、こんな場所に来る人間
に はふたと おりい るんだ よ。生き ようと
し ている人 間と、 死のう としてい る人間
だ 。あんた はどう やら後 者のよう だね。
どうだい、図星だろう」
亜紀「……」
女「（ため息）そこじゃ寒いだろう。奥に来
て 座ったら どうだ 。まあ 、話でも 聞いて
やろうじゃないか」
亜紀「いえ、結構です。もう失礼します」
女「（奥から）ほら、早く入んな！」
亜紀「（つぶやき）へんな人…」

外では風が吹きすさんでいる。

囲炉裏で火を焚いている音。
戸がガタガタ鳴る。
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女「さて、それじゃあんたの身の上話から始
めようか」
亜紀「ちょっと待って！ おばあさんの方が
お かしいわ 。だい たいな んなの？ 岬に
海の家って！」
女「そんなこと言われても、あたしゃ、ここ
にはもう何十年もいるんだよ」
亜紀「ほんと？ 宗谷岬に来た知り合いはた
く さんいる けど、 こんな 場所に海 の家が
あるなんて聞いたこともないわ」
女「そうかい。ともかくあるんだ。それでい
いじゃないか。ところであんた、名前
は？」
亜紀「…亜紀です」
女「どこから来た」
亜紀「札幌ですけど」
女「で？」
亜紀「で、って…」
女「なんで死にたくなった。どうせ、くだら
ん 理由だろ う。男 にふら れたとか 、借金
つくって首が回らなくなったとか」
亜紀「そ、そんなの、おばあさんに関係ない
じゃない！」
女「あーあ…。どうして今の若者は、命を粗
末 にしよう と思う のかね 。昔は生 きたく
て も生きら れない 人がた くさんい たとい
うのに…」
亜紀「おばあさんは、ずっと一人でここにい
るの？」

女「そうだよ、かれこれ６０年か」
亜紀「…さびしくないの？」
女「そりゃさびしいさ。だから、あんたみた
いな若い人が時々訪ねてくると嬉しくて、
ついつい長話になっちまうんだよ」
亜紀「そうだったの」
女「それよりさ、あんた、どうして数珠なん
か欲しいと思ったんだい」
亜紀「うん…、子供がね、死んじゃったの」
女「おや、まあ」
亜紀「３ヶ月前に、交通事故で…」
女「そうかい。そりゃ、辛かったねえ」
亜紀「私のせいなの。目を離したちょっとの
隙 に、道路 に飛び 出して …。あれ から毎
日 、泣いて 泣いて 、泣き はらした わ。で
も…（グスグス）」
女「そうか…。それで死のうと思ったわけ
だ」
亜紀「結婚して４年目で、ようやく授かった
子 だったの 。あれ ほど大 事に育て てきた
の に。もち ろん、 主人も 許してく れなか
っ たわ。も う私に は生き る希望も ない。
だ から…、 だから 、死ん であの子 に会っ
て、謝りたかったの！」
女「バカだね。子供のために数珠を持って飛
び 込もうと 思った のか。 あんな冷 たい氷
の 海に。ど うせ、 死んだ って会え っこな
い よ。自殺 は行く 場所が 違うんだ 。そん
なこともわからないのかい！」
亜紀「でも…私…」

囲炉裏に火をくべる。パチパチと火の
音。外では風が吹いている。

女「あんた、えーと、亜紀ちゃんだっけ？
他に行くところは？ ご両親はどうして
るのさ」
亜紀「知らない。私、施設で育ったから。５
歳 ぐらいの 時に、 母親に 捨てられ たの。
気付いたら札幌の施設にいたわ」
女「…そりゃ、とんでもない母親もいるもん
だね」
亜紀「母親の記憶なんてほとんどないわ。だ
け ど、昔、 母親と 流氷が 見えると ころに
住 んでいた のだけ は憶え てるの。 よく一
緒 に、流氷 が流れ てくる のを海岸 で見て
たわ」
女「だから死に場所に、流氷が見える場所を
選んだってわけか」
亜紀「…おかしいわよね、あれぼど憎いと思
い 続けてき たのに 。人生 の最後に は、ど
こ にいるの かもわ からな い母親の 近くで
死にたいなんて」
女「それが人間の情ってもんだ。あんただっ
て ホントは こう思 ってる んだろ。 捨てた
の は何かの 事情が あった に違いな い。母
親 は、今で も自分 を気に かけてく れてい
るって」
亜紀「まさか！ 今頃は新しい男と仲良くな
っ ているわ 。私が 邪魔だ ったのよ ！ ど
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うせ私なんて…（泣く）」
女「そんなことないよ。親が子供を嫌いなわ
けないじゃないか」
亜紀「（泣く）…この辺で私の死体でもあが
れ ば、母親 も自分 の子供 だってわ かるか
も しれない 。昔、 子供を 捨てたこ とを後
悔するかもしれないと思って…」
女「よしよし、頑張って生きてきたんだね
え」
亜紀「（ヒックヒック）」
戸のガタガタ揺れる音。風の音。
流氷の鳴る音、ギギギ。
亜紀「おばあさん、私…」
女「しっ、（間）聞こえるかい」
亜紀「（鼻をすする）何が？」
女「流氷が鳴いてるんだ。ハハハ、こりゃ珍
し い。あん た、す ごいよ 。めった に聞け
るもんじゃないんだよ」
亜紀「流氷が…鳴く？」
女「そう、鳴くんだよ」
亜紀「鳴るんじゃなくて？」
女「よそもんはそう思うだろう。だけど、流
氷 は生きて るんだ よ。昨 日まで何 もなか
っ た青い海 が、一 夜明け れば氷原 になっ
て るんだ。 こりゃ 、まさ に生命の神秘じ
ゃ ないか。 ここで 長いこ と一人っ きりで
暮 らしてる と、流 氷のい ろんな表 情が見
えたり、いろんな声が聞こえるんだよ」

流氷の鳴る音。
亜紀「流氷の命の声…これがが…」
ギシギシ ゴゴゴ うなり声のような
地の底から聞こえる響き、もののきし
る音。
家の中で薪をくべる。
火のパチパチいう音。
女「でも…、あんたの気持ち、少しは分かる
よ」
亜紀「…どうして？」
女「私もねえ、昔、子供を亡くしてるんだ
よ」
亜紀「えっ、おばあさんも？」
女「まだ６歳だった。かわいい盛りだったよ。
男の子でね」
亜紀「病気だったの？」
女「…戦前、私らは樺太に住んでたんだよ。
樺太ってわかるかい」
亜紀「ええ、サハリンのことでしょ。昔は日
本の領土だったのよね」
女「そう、昔は樺太で一旗上げようって男が
多 くてね。 うちの 夫も私 と息子を 連れて
渡 ったんだ 。運良 くすぐ に、樺太 鉄道局
に 勤めるこ とがで きたよ 。あの頃 は幸せ
だ った。だ けど、 終戦か ら１週間 も経た

な いうちに 、いき なりソ 連軍が攻 めてき
たのだ」
亜紀「それで！？ 日本人はどうなったの」
女「みんな必死で逃げたよ。大泊から引き揚
げ 船が出て てね。 何万人 が桟橋に 詰め掛
けたことか…」
亜紀「おばあさんたちも、その船に乗ってき
たんだ」
女「ああ、泰東丸っていう船にね。乗ったの
は 、私と子 供だけ だよ。 夫は鉄道 の運転
士 だったか らね。 「最後 の一人を 運ぶま
では、仕事を放棄するわけにはいかな
い 」って言 ってさ 。ほん と、いい 男だっ
たよ」
亜紀「ともかく、おばあさんと子供さんは、
それで無事に帰ってこれたのね」
女「いや、私らの船はね、…沈んだんだよ」
亜紀「沈んだ？ どうして！」
女「船が銃撃されたんだ」
亜紀「誰に！？」
女「…最初は鯨だと思った。だけど、それは
大 きな潜水 艦だっ たんだ 。甲板に いた私
ら に向かっ て銃口 を向け たかと思 ったと
た ん、次の 瞬間に は、雨 のように 銃弾が
降ってきたのさ」
亜紀「そんな…ひどい」

戸がガタガタ鳴る。

女「あとはもう地獄絵図だ。あんたにはとて
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も 想像でき るまい 。周り の人たち は、弾
女「私らは、離れたところから船が沈むのを
に 当たって バタバ タと倒 れていっ た。私
見 てた。船 の近く にいた 人たちは みんな
と 息子は、 船が傾 いて海 に投げ出 された
渦 に巻き込 まれて 一緒に 沈んでい ったの
ん だ。冷た かった よ。い くら夏の 海でも
さ 。それを なすす べなく 見てるし かなか
ね」
亜紀「夏の海でも…」
ったんだ」
女「そうさ、あんた、よく冬の海に飛び込も
亜紀「たくさん人が死んだのね…」
女「そうだね。ただ、その時はまだ生き残っ
うと思ったもんだね」
亜紀「……それで？ 船に残ったほかの人た
て いる人も 大勢い たんだ 。だけど 、そこ
ちはどうなったの？」
で 人間の本 性っち ゅうも のを、見 ること
女「室内に入っていた人たちは閉じ込められ
になっちまったんだよ」
た ままだっ た。ド アを叩 いてたよ うだけ
亜紀のゴクリとツバを飲む音。
ど 、皆自分 のこと に必死 で、誰も 助けら
戸がガタガタ揺れる。
れ るわけは ないさ ね。甲 板はあっ ちもこ
っ ちも血だ らけで 、数百 人もの叫 び声が
女「救命胴衣を着けていない人だちは浮遊物
こだましてたよ」
亜紀「そしてそのあと、船が沈んじゃったの
に 掴まって た。力 のない 人は、次 々にお
ね。おばあさんたちはどうなったの？」
ぼ れていっ たよ。 疲れ果 てて、掴 まった
女「私は息子を抱えて無我夢中で泳いだよ。
まま眠った人もいた。もちろんそのうち、
船 から離れ るため に。私 はたまた ま、銃
手 が離れて 沈んだ けどね 。誰もに死にた
撃 される前 から救 命胴衣 をつけて いたの
く なんてな かった さ。あ んたとは 違って
さ。そのおかげでずっと浮かんでられた。
ね」
亜紀「…そうよね」
息 子をしっ かり抱 いて守 っていた から、
女「私たちはただ浮かんでることしかできな
海 に落ちた 時もケ ガはし なかった 。だけ
か った。だ けど、 そこに 年寄りの 男がち
どねえ…」
亜紀「だけど？」
かづいてきて」
女「それからあとがさらに地獄だったのさ」
亜紀「近づいてきて？」
女「私の着てた救命胴衣を奪い取ろうとした
のさ！」
風の音と流氷の音が重低音で鳴り響く。
玄関の戸が激しくガタガタ揺れている。

風の音。

女「ものすごい力だったよ。私も我を忘れて
抵抗した。しばらくもみあってるうちに、
男は力尽きて沈んでいったよ」
亜紀「それじゃあ…」
女「そうさ、私が殺した。男の手を振り払っ
てね」
亜紀「殺したんじゃない！ 仕方のなかった
こ とだわ。 みんな 、生き たくて必 死だっ
たんでしょう。おばあさんのしたことは、
立 派な正当 防衛だ わ。自 分とお子 さんを
守るための」
女「だけどね、気づいたら息子がね…、私に
掴 まってい たはず の息子 がいなく なって
たんだよ」
亜紀「まさか…それでお子さんが…」

風と流氷の音。

女「私はあの子の名前を叫んで、ものすごい
剣 幕で捜し たよ。 だけど 、水面は 大勢の
人 たちと、 投げ出 された 荷物でご った返
し てんだ。 息子が 溺れて るのか、 沈んで
しまったのかさえもわからなかったよ
…」
亜紀「ごめんなさい（泣く）もういい。そん
なこと、思い出させてしまって…」
女「あんたもつらいだろうが、私もつらかっ
た 。夫とも それっ きり、 会えずじ まいだ
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しね」
亜紀「（泣きじゃくる）」
女「それでも私は自分から死を選ぼうとは思
わなかったよ。なんとか助かりたかった。
あ の冷たい 海から 這い上 がりたか った。
わ かるかい 。死に 直面し た人間は 、誰一
人死にたいとは思わないものなんだよ」
亜紀「ごめんなさい、ごめんなさい…」
女「もしかしたら、息子の小さな手を振りほ
ど いたのは 、私か もしれ ない。男 を払っ
た つもりで ね。ず っとず っとわか らない
ままなんだよ」
亜紀「おばあさんも私と同じなのね…」
女「そうさ、だから、あんたもその痛みを抱
え ていかな きゃな らない 。そうや って、
心 の中で亡 くした 子供を 供養していくし
かないんだよ」
亜紀「生きてかなきゃ、ならないのね…」
女「氷も人の心も流れ着く、それがこの岬だ。
あ んたもあ の流氷 を見て 何かを感 じたん
な ら、もう バカな ことは 考えない ことだ
ね」
亜紀「浅はかだったわ。おばあさんの苦労に
比べたら、私…」
女「そうだ、あんたは幸せにならなきゃなら
ない。子供の分も、私の分も…」
亜紀「おばあさんの…分？」
女「（元気に）さあ、おしゃべりはここまで
だ 。泣いて ばかり で疲れ ただろう 。今夜
は ここでゆ っくり 休みな 。明日の 朝起き
たら、何もかもが変わるさ」
亜紀「ええ、ありがとう。この布団、借りて
いいの」
女「もちろんだよ。あったかくするんだよ。
じゃあ、おやすみ」
亜紀「おやすみなさい」
風、流氷、戸の揺れる音が、それぞれ
はげしく大きくなっていく。
朝。風の音が少しおさまっている。
肩を叩いている音。漁師の声が聞こえ
る。
漁師Ａ「おーい、おーい、起きろー！」
漁師Ｂ「生きてるか？」
漁師Ａ「息はしてるみてえだな。おい、起き
ろ！」
亜紀「うーん…」
漁師Ｂ「おっ、気がついた！ 大丈夫か」
亜紀「な、なに？」
漁師Ａ「どこもなんともなさそうだな。まっ
た く、なに やって んだ。 こんなと ころに
寝て。よく凍死しなかったもんだ」
亜紀「はっ、おばあさんは」
漁師Ｂ「おばあさん？」
亜紀「ここ…どこなの？ なんでムシロがか
かってるの？ 私、確か海の家に…」
漁師Ａ「ここは漁師小屋だよ。海の家なんて
こんな岬にあるわけねえべや」

亜紀「嘘でしょ、確かに…」

亜紀、戸をガラッと開けて外に飛び出
す。風の音、流氷が軽くきしむ音がす
る。

亜紀「だって、屋根に「終点」って看板が
…」
漁師Ａ「「終点」？ 何言ってんだ、あん
た」
亜紀「だから、ここの海の家におばあさんが
いたのよ」

漁師Ｂ「…ははあ、親父、こりゃひょっとし
て例のアレじゃないか？」
漁師Ａ「アレ？ ああ、思い出した！あのば
あ さんか。 ここに 来る人 はたまー に会う
らしいな。その話は久々に聞いたがね」
亜紀「会うって？…一体どういうこと？」
漁師Ｂ「いや、なに。ユーレイだよ。ばあさ
んのユーレイ！」
亜紀「嘘！夜通し話をしたのよ。樺太から引
き揚げてきたって言ってたわ！」
漁師Ｂ「だから、その話をもう何人も聞いて
る んだよ。 泰東丸 に乗っ てきて、 子供が
海で死んだとか言ってなかったか？」
亜紀「…そう聞いたわ」
漁師Ａ「かわいそうになあ、あのばあさん。
まださまよってたんだなあ」
亜紀「まさか…。だって、話しながら笑った
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り怒ったりしてたのに…」
漁師Ｂ「そりゃ、あんた、幻を見たんだよ。
自 殺志願者 がよく 見る幻 さ。あの ばあさ
ん 、この辺 で死の うとし てる人間 を放っ
とけないらしいんだ」
亜紀「どうして？」
漁師Ａ「あんたは若いから知らんだろうか、
昔 は引き上 げ船３ 隻が銃 撃された っちゅ
う のは、も のすご く大き なニュー スだっ
たんだよ」
漁師Ｂ「なんでも千人以上が死んだみたいだ。
そ の中でも 泰東丸 は９割 の人が亡 くなっ
たっちゅうぞ」
亜紀「そうなの！？ じゃあ、きっと、おば
あ さんもそ の時… 。子供 を捜しな がら海
で死んでしまったのね…」
漁師Ａ「しかも、その泰東丸が見つかったの
は ここ２０ 年くら い前の 話だ。だ から全
て の遺体が あがっ たわけ じゃない 。その
ば あさん、 ここら へんま で流れて きたの
かもしれんなあ」
亜紀「そうだったの…何も知らなかったわ。
亡 くなった 今も、 子供の ことを悔 やみ続
けて、浮かばれないでいるのかしら」
漁師Ｂ「浮かばれてないかどうかはわからん
が 、でもあ んた、 運が良 かったじ ゃない
か 。ばあさ んに止 められ なかった ら、流
氷 の下に閉 じ込め られた りしてた んじゃ
ないか？」
漁師Ａ「そうだぞ、命は粗末にしちゃいかん
よ」
亜紀「…そうね、もう大丈夫です。ご迷惑を
おかけしました」
漁師Ｂ「一人で帰れるか？」
亜紀「はい、心配しないで。しばらく海を見
てから帰るから。じゃあ、さよなら」
漁師Ａ「お、おお。もう変な気起こすんじゃ
ねえぞー」
岬に立つ。静かな風と海がそよぐ音。
亜紀「おばあさん、ありがとう。夕べのｋと
お 、まだと ても信 じられ ないけど 、おば
あ さんに救 われた この命 、もう絶 対無駄
にはしないわ」
それに応えるように流氷が鳴く。
亜紀「（ささやくように）さよなら、おばあ
さん」

これからどこへ行こうかし

積もった新雪の上を歩いていく。
亜紀「さ！
ら！」
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