アマゾンの浦臼
紺谷充彦

＊ 登場人物
孝史（２９） カメラマン志望の青年
クリス（２２） アマゾンに住む女子大学生
老人 クリスの祖父
村の人々
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ＳＥ 汽笛、船のエンジン音
船内のざわめき（ポルトガル語）
クリス「オジサン、日本から来た日本人？」
孝史「はぁっ？ そうだけど……。でも、日
本 からって 。日本 人はど こから来 ても日
本 人だろ。 それに 、オレ 、『オジ サン』
じゃないよ」
クリス「あっ、ごめんなさい。あたし、日本
の日本人に会うのが初めてなんで」
孝史「えっ？」
クリス「あたし、今、船が泊まっていたここ、
こ の町サン タレン の大学 に通って いるん
だ けどね。 アマゾ ンから 出たこと がなく
て 。それで 、ここ では、 あたした ちも周
り のブラジ ル人か ら『日 本人』っ て、呼
ば れている の。だ から、 オジサン みたい
な 日本人を なんて 言えば いいのか 分から
なくって」
孝史「ちょっと、その『オジサン』って言う
の 止めてく れない 。オレ はまだ、 三十歳
に もなって ないん だから ね。もう ちょっ
とでなるけど」
クリス「うーん。村の日本語学校では、あっ、
村 ってあた しが生 まれた 場所ね。 だいた
い 週末には この船 で村に 帰るのよ 。えっ
と、そこの学校ではね、ＴＩＯ チ
(オ は
)
『 オジサン 』って 習った のよ。ブ ラジル
語 では、年 上の男 性なら みんなＴ ＩＯな
ん だけどな ぁ。じ ゃぁ、 日本の日 本語な

ら、なんて言えばいいの？」
孝史「そう言われると困るなぁ。お兄さんで
も ヘンだし 。あな た、君 、オタク ……で
もないよなぁ」
クリス「じゃぁ、名前は？ あだ名でもいい
よ」
孝史「山村孝史だけど」
クリス「じゃぁ、タカシね」
孝史「なんか、そうやってファーストネーム
で呼ばれると照れるなぁ」
クリス「どうして？ ここじゃぁ、みんなこ
う よ。あた しは、 クリス チーナ、 みんな
は クリスっ て呼ぶ けど、 クリスチ ーナで
もクリスでもどちらでもいいわよ」
孝史「それに、クリス。いま日本語学校って
言 ったよね 。こん なアマ ゾンの奥 地に日
本 語学校が あるの ？ そ れに、ク リスみ
た いな日本 人が、 この辺 りにたく さんい
るわけ？」
クリス「あたし、おじいちゃんの話や学校で
聞 いたこと しか知 らない んだけど 。昔、
た くさんの 日本人 が日本 から船で 、この
ア マゾンに 来たん だって 。大人だ けでな
く 、子供も 大勢い たから 、だから 日本語
学校もあったの」
孝史「そんなの……オレ聞いたことねぇな。
どうして？」
クリス「なんか……日本は狭いから、貧乏だ
か らだって 。えっ と、学 校では『 新しい
土 地を求め てやっ てきた 』って、 先生は

言 ってたけ ど。お じいち ゃんは、 追い出
さ れたとか 、捨て られた んだとか 、いつ
も 言ってい るの。 とにか く、ずっ と昔の
話よ」
孝史「日本が貧乏？ 分かんないなぁ」
クリス「じゃぁ、タカシは、どうしてこの船
に 乗ってい るの？ どう して日本 を出て
アマゾンにやってきたの？」
孝史「オレの場合は、旅というか。まぁ、日
本での生活が息苦しくなったからかなぁ。
会社を辞めたからだな」

ＳＥ 風の音、水しぶきの音

クリス「あっ！ 見た見た？ あれＢＯＴＯ
ボ(ト よ)。ほら、また跳ねた」
孝史「えっ、なに？ 魚なの？」
クリス「魚じゃなくて、ＢＯＴＯよ。ＢＯＴ
Ｏ ＣＯＲ ＤＥ ＲＯＳＡ コ
(ール デ
ホーザ 。)えっと、日本語だとピンク……
イルカかな。そうピンクイルカよ」
孝史「イルカ？ ここは河だよね。イルカは
海にいるんじゃないの？」
クリス「よく分からないけど……あれは、ピ
ン クイルカ よ。あ れを見 られたら 素敵な
出会いがあるの」
孝史「どうして？」
クリス「言い伝えがあるの。あっ、ほら、ま
た 跳ねた。 三匹も いるわ ！ すご い。あ
っ 、ごめん なさい 。イル カのお話 よね。
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満 月の夜に ね、イ ルカは ハンサム な青年
に 化けるの よ。青 年が微 笑むと、 村の女
性 はみんな 、彼の ことを 好きにな ってし
ま うの。そ れにし ても、 三匹も、 この船
に付いて来ているわ」
孝史「へぇー、そんなに珍しいのなら、写真
に撮らなくっちゃ」
ＳＥ シャッター音（連写）
クリス「タカシ、それ凄いカメラねぇ。そん
なカメラをいつも持ち歩いているの？」
孝史「あぁ、これ。これはニコンのＤシリー
ズ なんだけ ど、オ ートフ ォーカス の反応
速 度が素晴 らしい んだ。 分かる？ 反応
速度って？」
クリス「あたし、難しい日本語は分からない
の」
孝史「まぁ、こんな話、普通女性は興味ない
よ ね。オレ さぁ、 本当は カメラマ ンにな
り たかった んだよ ね。高 校時代は 写真部
にいたんだ。北海道の田舎の高校でさぁ、
何 にもない 所でさ ぁ、出 たくて出 たくて
し ょうがな かった から、 卒業して すぐに
東 京に出て 働いた んだぁ 。そんと きは、
金 貯めて写 真の学 校に行 こうと思 ってた
けど」
クリス「タカシ！ 北海道なの？ ねぇ、北
海道のなんて村？」
孝史「浦臼なんだけど。知らないでしょう」

クリス「知っているわ。ウ、ラ、ウ、ス、浦
臼よね。石狩川が流れていたんでしょう。
カバト山が見えて」
孝史「へぇー、よく知っているねぇ」
クリス「おじいちゃんが生まれた村よ。いつ
も言っているもの」
孝史「そう。偶然だね。そしたらさぁ、オレ
たち、もしかしたら親戚かもしれない
ね」
クリス「そうよ。そうよそうよ。じゃぁ、あ
た したち、 血がつ ながっ ているの ね。感
動だわ」
孝史「それよりさぁ、このカメラで、クリス、
君を撮っていい？」
クリス「いや！ いや。あたしものすごく写
真写りが悪いのよ」
孝史「いいじゃないか。クリスの横顔と、背
景 のアマゾ ン河、 ものす ごく絵に なると
思 うんだよ 。なぁ 、頼む よ。キレ イに撮
るから」
クリス「ダメ、ダメ、絶対ダメ」
孝史「なぁ、お願いっ」
ＳＥ ピンクイルカの鳴き声、跳ねる音
クリス「ほら、また跳ねた。あれ、あれを撮
って」
孝史「まぁ、いいか」
ＳＥ シャッター音（連写）

川風の音

クリス「ねぇ、タカシ、あたしの村に来
る？」
孝史「村に？」
クリス「そうよ。ねぇ、おじいちゃんに今の
浦 臼の話を してあ げて。 おじいちゃんを
喜ばせたいの」
孝史「でも……船の切符はベレンまでだし
…」
クリス「大丈夫よ。途中で降りても構わない
の よ。あた しが話 してあ げるわ。 気分が
悪 くなった から次 の船で 行くから って言
えば問題ないもの」
孝史「遠いの？」
クリス「あと、二時間ほどでサンベントって
い う小さな 港に着 くわ。 そこから 馬車で
一時間ほどよ」
孝史「馬車？ バスじゃなくて」
クリス「馬車よ。馬さんが引いていくのよ」
孝史「まぁ、そうだなぁ。それも面白そうだ
し、なんかいい絵が撮れそうだな」

孝史（Ｍ）「オレは頷いた。その瞬間のクリ
ス の笑顔は 最高だ った。 この笑顔 だ。な
んとしても写したい」

ＳＥ 港のざわめき

クリス「着いたわ。ほら、タカシ、あれ、あ
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の 馬車に乗 るのよ 、ほら 、みんな 乗って
い るし、も う出発 しそう よ。早く 早く、
カメラはもう仕舞って」
ＳＥ 馬のいななき
孝史「本当に馬車だな。マジかよ」
ＳＥ 馬車の走る音
乗客のざわめき（ポルトガル語）
クリス「タカシは馬車に乗ったことがない
の？」
孝史「日本じゃ、もう走っていないよ。観光
用とかにはあるけど」
クリス「ここじゃ、普通なんだけどなぁ」
孝史「アマゾン奥地の日本人村かぁ、なんか
ワ クワクし てきた 。いい 絵が撮れ そうだ
よ。なぁ、村には店とかあるの？」
クリス「食堂ならあるわよ。『中村食堂』っ
て言うんだけど。うどんが美味しいの
よ」
孝史「うどん。いいね。脂っこいブラジルの
食 い物には 飽き飽 きして いたから な。や
っぱり日本食が食べたくなるよなぁ」
クリス「あと……村にある店って、雑貨屋さ
んっと、洋服屋さんかな」
孝史「レトロだね。食堂に、雑貨屋と洋服屋
かよ。なんかいいね」
クリス「それに、あたしの通っていた日本語

学校があって……」
孝史「あっ、ひぇー、この辺りも携帯電話の
圏 外なの。 船の上 じゃし ょうがな いと思
っ ていたけ ど。一 応町で しょう。 ここ。
人 が住んで いるん でしょ う。なん で、パ
ラボナとか立っていないの」
クリス「携帯電話どころか、普通の電話も電
気 も来てい ないわ よ。ほ ら電線と 電柱と
かないでしょ」
孝史「本当だ。ないね。あっ、おい、あれ、
あ の沼、月 沼にそ っくり 。オレの 実家の
近 くにあっ て、子 供の頃 、いつも 釣りに
行ったんだよ。本当、似ているよ」
ＳＥ シャッター音（連写）
クリス「ねぇ、タカシ、カメラなんだけどね。
お じいちゃ んにだ けは向 けないで ね。す
っごく嫌いだからね」
孝史「ああ、分かったよ。それより、ここ、
こ こで馬車 を止め てもら っていい かな。
あ そこから の構図 、たぶ ん絶妙だ と思う
んだ。ちょっと頼んでよ。クリス」
クリス「ほんのちょっとだけよ。他のお客さ
ん たち、み んな急 いでい るんだか ら。そ
れ に、暗く なると 毒ヘビ が出るん だから
ね」
孝史「ほんの一分だけ。それにまだ暗くない
よ」

ＳＥ 御者が馬車を止める
馬車から降りる、駆け出す音

クリス「ねぇ、タカシ。もう出発しなくちゃ。
みんな怒るわよ。ねぇ、早く」
孝史「もう一枚、もう一枚だけだからぁ」

ＳＥ シャッター音
馬のいななき
馬車が出発する

孝史（Ｍ）「緑の地平線に夕焼けが映え出し
た 頃、やっ と到着 した。 閑散とし たこの
村 が終点で あり、 そこま で乗って いたの
は オレたち 二人だ けだっ た。日本 食に飢
え ていたオ レは、 まず中 村食堂で うどん
を 食べよう と思っ ていた のに、ク リスが
『 おじいさ ん』、 『おじ いさん』 とばか
り 言うもの だから 、おじ いさんの 小屋に
行くことになった」

ＳＥ 木製の古いドアを開ける

クリス「おじいちゃん。ただいま」
おじいさん（以下おじい）「おぉ、クリスチ
ーナ」
クリス「おじいちゃん。彼はね、タカシよ。
北海道、浦臼の生まれなんだって！」
おじい「そうか。こんな所まで、よくいらっ
し ゃった。 そうか そうか 。まあ、 まあ座
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って下され」
クリス「村を分けてねっ、別な場所に新しい
村を作るのよ」
ＳＥ イスのきしむ音
おじい「わしのじいさんも土佐からやってき
て 浦臼に分 村を作 った。 だから、 わしも
それをアマゾンでやったんじゃよ」
おじい「クリスチーナ、茶をお出ししなさい。
孝史「どうして、こんなところに？」
そ れとも、 あんた 、ビー ルでも飲 まれる
おじい「石狩川の氾濫が酷くてのぉ。それに、
のかの？」
孝史「いや、あのっ、お茶で……」
わ しには兄 貴が二 人いた からの、 田んぼ
を 分けても らえん かった し。わし の頃に
孝史（Ｍ）「いったい、このじいさんは何歳
は 、北海道 でも、 もう土 地はなか った。
な んだ？ クリス の祖父 であると いうの
だ からこん なアマ ゾンの 奥地まで 来るこ
だ から、た ぶん六 十代か 七十代の はずな
と になった んじゃ が…… 、ここは 緑の監
の だが、そ の深い 皺はど うみても 九十歳
獄 じゃった 。その うえ、 マラリア だのア
ぐ らいだ。 ただ、 声の張 りや動作 から察
メーバー赤痢だのでバタバタ死んでいく。
す れば若い 感じは した。 じいさん は、そ
骸 になると 、あっ という 間に腐る から、
の しっかり した声 で問い 質すよう に、今
す ぐに焼か んとい かんで のぉ、酷 いとき
の 浦臼の村 長は？ とか 、小学校 の校長
は、その煙りが絶えなくて」
クリス「おじいちゃん。おじいちゃん、タカ
は ？ など 、村の ことを いろいろ と聞い
て きたが、 そのほ とんど をオレは 答える
シ は今の日 本の日 本人な のよ。昔 の話は
ことができなかった」
分からないわよ」
おじい「じゃ、あんたっ、名前は？」
孝史「山村孝史ですが」
おじい「山村、山村……、はて、あんたぁ、
中村さんは知らんか？ 中村栄作さんよ。
そ この家の 美代さ んは？ それに 、その
隣 に住んど った小 野寺さ ん、確か 名前は
……伸介じゃったかの」
孝史「いったい、いつの時代のことですか？
オレは……」
クリス「タカシはね、日本から来たばかりな
おじい「それじゃあ、あんた。この村を見て
どう思った？」
孝史「なんていうか……、レトロというか、
懐かしいというか」
おじい「そうじゃろう。ここは、浦臼と似て
い るじゃろ 。村か ら五家 族、一緒 に出て
き てのぉ。 ここを 分村に しようっ て決め
たんじゃ」
孝史「ブンソンって？」

のよ」
おじい「そうか。昔の話か……、もう誰もお
らんのか」

ＳＥ おじい、お茶をすする

孝史（Ｍ）「じいさんの話は、ぜんぜん意味
分 かんなか ったが 、じい さんの表 情には
興 味を惹か れた。 苦労が にじみ出 してい
る ようなそ の顔。 絵にな る！ 間 違いな
く いい写真 が撮れ る。オ レはそう 直感し
た」

ＳＥ バッグからカメラを取り出す音

孝史（Ｍ）「クリスから写真を撮るな、と釘
を 刺されて いたが 、オレ はカメラ の誘惑
に 勝てなか った。 これは 最新のデ ジタル
カ メラだか ら、ス チール カメラと 違って
フ ィルムに 焼き付 けるわ けではな いから
と、勝手にこじつけた」

孝史「写真、撮っていいでしょ？」

孝史（Ｍ）「そう言いながら、オレはすでに
カ メラを向 けてい た。了 解を取っ たフリ
を して写し てしま えば、 あとはな んとで
もなる」

クリス「やめて！」
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ＳＥ ドアを開ける

クリス「タカシ、ごめんなさい。こうなって
孝史（Ｍ）「ファインダーを覗いた。しかし、
は 仕方ない わ。タ カシが おじいち ゃんの
じ いさんが 映って いない 。えっ？ 眼を
代 わりにな ったの よ。お じいさん は解き
カ メラから 離す。 直接じ いさんを 見た。
放 たれて、 タカシ がこの 村に残ら なけれ
じいさんが笑っている」
ばならなくなったの」
孝史「なんで？」
孝史「あっ！」
クリス「誰か浦臼の血を引いている人が必要
な の。だっ て、誰 もいな くなれば 、みん
なの苦労が消えてしまうんだもの」
孝史「バカな。そんな」
孝史（Ｍ）「じいさんの口が、裂けていっ
た」
ＳＥ シャッター音（ゆっくり）

孝史（Ｍ）「オレは走り出した。馬車で来た

ＳＥ 町のざわめき

孝史「あれは……ウラウス山？ へっ？ こ
こ はどこ。 さっき の場所 とは違う ぞ。ど
こなんだ？ おい」
クリス「ここは、タカシの心の中にある故郷
よ 。みんな 、自分 の中の 風景から 出られ
ないのよ」

孝史（Ｍ）「目の前が真っ暗になった。へっ、 孝史（Ｍ）「オレは周りの人々を押しのけて、
周 りにたく さんの 人がい る。みん なこち
小 屋の外に 出た。 人通り がなかっ たはず
ら を見つめ ている 。なに ？ いっ たいい
の 町に、活 気が溢 れてい る。人々 が行き
交 い、雑踏 が耳に つく。 緑の地平 線に囲
つの間にこんなに現れたんだ」
ま れていた はずな のに、 どこかで 見たよ
うな山が夕日に照らされていた」
村の人々「おぅほほほほ」
孝史「何なんなんだよ」
ＳＥ 人々のざわめき、笑い声
村の人々「バンザーイ！ バンザーイ！ 万
歳 ！ 三郎 さん、 ついに 帰郷が果 たせま
す ね。万歳 ！ バ ンザー イ。三郎 さん、
おめでとう」
孝史「クリス、クリス、なんなんだ！ これ
は」

道を辿って、あの港に向かった」

ＳＥ 走り続け、バッグが揺れる

孝史「そんなはずはない」

ＳＥ 息切れ

孝史（Ｍ）「確か、ここのはずだ。どうして
道 が途切れ ている んだ。 どうして 、この
先 はジャン グルに なって いるんだ ？ お
か しい。間 違いな いはず 。あそこ に月沼
が ある。あ れだ。 ここに 来る時に 写真を
撮っていたんだ。ここのはずなのに…
…」

ＳＥ 木々の揺れる音、風の音
サルの鳴き声

孝史「そんなはずは」

ＳＥ 草をかき分ける

孝史「この向こうに、道が……あるはず」

ＳＥ 草を踏む音、枝を折る音
息切れ
何かが擦れるような音が聞こえて
くる
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孝史「なんだ？」
ＳＥ 擦れる音（はっきりと）
孝史「ど……毒へビ」
ＳＥ 草をかき分けて走り出す
息切れ
小屋のドアを開ける音
クリス「タカシ、もう出られないのよ」
孝史「オレたちが馬車で来たあの道が、無く
な っている んだ。 なぜだ ？ あの 道に間
違 いない。 あの脇 にあっ た月沼、 ほら、
こ のカメラ にもし っかり 写ってい たぜ。
どうしてなんだ」
クリス「無理よ。みんながタカシを引き止め
ているんだもの」
孝史「オレは、そんなたわ言を信じないぜ。
明 日の朝、 もう一 度、あ の場所に 行って
みる。道があるはずだ」
クリス「そうね。信じてもらえないわね……
タカシの好きなようにやってみて」
孝史（Ｍ）「結局、クリスの言ったとおり、
こ の村から 出られ なかっ た。道が 途切れ
て いた場所 から、 ジャン グルの奥 に入っ
て みたが、 迷うだ けだっ た。半日 歩き回
っ て、やっ と出た ら、そ こはもと の村だ
った」

ＳＥ 町のざわめき
ＳＥ 不気味な音に交って、ドアを叩く
音がする
孝史（Ｍ）「クリスを含め、村の誰に聞いて
孝史「誰？」
も 『無理だ よ』と しか返 ってこな い。く
クリス「開けて」
ま なく村を 回って みたが 、外に通 じる道
孝史「クリス？ 何なんだよ、あの音は？
は なかった 。電話 すらな いので、 外部と
聞こえるだろ」
連 絡もとれ ない。 この村 に来たと きの馬
車を待ってみたが、それも現れなかった。
ＳＥ 獣の鳴き声のようにも、笑い声の
ま さに、緑 の監獄 だった 。出たい 。出た
ようにも聞こえてくる
い 。ここを 出て日 本に、 いや浦臼 に帰り
た い。そん な想い が募る 一方だっ たが、
クリス「やっぱり、タカシにも聞こえるのよ
ど うしよう もない まま、 一週間が 過ぎて
ね」
いった」
孝史「なんなんだよ」
ＳＥ ふくろうの鳴き声
クリス「笑い声よ」
孝史「笑い声？ 動物の？」
孝史（Ｍ）「深夜、オレが老人の小屋で眠っ
クリス「違うわよ。人間よ。おじいちゃん…
ていたとき目覚めた」
… ついにや ったの ね。よ かったわ 。おじ
い ちゃん、 会えた のよ。 初恋の人 に。美
ＳＥ 擦れる音（ヘビの音に似ている）
代 さんって 人に。 そして 、彼女の 笑顔を
だんだん音が近づいてくる
見 たんだわ 。タカ シ、あ なたもこ れで、
戻れるわよ」
孝史（Ｍ）「なんだ？ あの音は。ジャング
孝史「どうして？ どういうことなんだよ」
クリス「おじいちゃんの顔、タカシも見たで
ル が押し寄 せてく るよう なあの響 きは。
し ょ。おじ いちゃ んの生 活には笑 いがな
い ったい何 なんだ 。オレ は窓から 外を覗
か ったから 、あん な顔に なったの よ。北
い たが、闇 が見え るだけ だった。 確かに
海 道でもア マゾン でも、 苦労ばっ かりで
外から聞こえているはずだが……、いや、
… …だから ね、辛 いとき には、初 恋の人
も しかする と幻聴 なのか 。ついに 、オレ
の笑顔をいつも思い出していたんだって。
が壊れてきた音なのか？」
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死 ぬ前に、 その人 の笑顔 をもう一 度見た
い って、い つもそ の話を 聞かせて くれた
わ 。だから ……タ カシに 代わって もらっ
てまで」
ＳＥ 老婆の笑い声
孝史「そんな」
クリス「ほら、はっきりと聞こえるでしょ」
ＳＥ 老婆の笑い声から、クリスの笑い
声に変わる
シャッター音（ゆっくり）
孝史（Ｍ）「ピンクイルカがファインダーに
入っていた」
ＳＥ 船のエンジン音
イルカの跳ねる音
クリス「あっ、ほら、また跳ねた。三匹もい
る わ！ す ごい。 あっ、 ごめんな さい。
イ ルカのお 話よね 。満月 の夜にね 、イル
カはハンサムな青年に化けるのよ」
孝史「はぁ？ ここは？」
クリス「青年が微笑むと、村の女性はみんな、
彼 のことを 好きに なって しまうの 。それ
に しても、 三匹も 、この 船に付い て来て
いるわ」
孝史「えっ、ピンクのイルカ……イルカに化

かされたのか……」
クリス「ねぇ、タカシ！ 聞いているの？
分かったの？ イルカのお話」
ＳＥ 川風の音 汽笛の音
孝史（Ｍ）「クリスの横顔と背景のアマゾン
河、素晴らしい絵になると思った。でも、
オ レはレン ズを向 けなか った。オ レはク
リ スの笑顔 を見つ めた。 その表情 、笑い
声 、オレは 心のフ ィルム にそれを 焼き付
け た。オレ の中に 刻まれ ている浦 臼の風
景と同じように」
ＳＥ イルカの跳ねる音
（完）
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