スプレッドイーグル
椙下直哉 す(ぎしたなおや )

登場人物
市ノ瀬有紀 ２(０ )
青井忠志 １(４ )

1

携帯の着信。留守電になって。
コーチ「有紀、いい加減にすれや。お前いつ
ま で逃げて んだ？ このま まだと本 当に選
手 として終 わりだ ぞッ。 とにかく 連絡す
れ。分かったなッ 切(れて 」)

柵を乗り越え、ドサッと尻餅。

有紀「あれ？・・・ない」

有紀 Ｎ( 「)考えてみれば当たり前だった。悪
戯書きを何ヶ月も放置しておく訳がない。
あ あ、何て 私はバ カなん だ。それ でも諦
め きれず壁 をなぞ る。も しかして 、輪郭
ぐらい残ってるかもなんて・・・」

物音がして。

有紀 Ｎ( 「)警備員に見つかったと思って、私
は 焦って振 り返っ た。そ こにいた のは、
大 柄な高校 生ぐら いの少 年だった 。彼は
慌てて逃げようとした、けど」

突風。バサッとノートが飛ばされる。

少年「あッ」

有紀 Ｎ( 「)少年の持っていたノートが風に飛
ばされて私の足元に落ちた」

猛吹雪。雪を踏みしめて歩く。
少年「見んなやッ」
有紀「 め(くって ・)・・うっそ」
有紀 Ｎ( 「)地下鉄の駅を降り、何とか札幌ド
ー ムに辿り 着く。 が、鷲 の絵が何 処かさ
有紀 Ｎ( 「)そのノートに描かれていたのは、
っぱり分からなかった。全部雪で真っ白。
間 違いなく 鷲だっ た。札 幌中に騒 がして
苛立った私は立ち入り禁止区域へ」
いる翼を広げた鷲のデッサン」

有紀 独(白 「)私が、その鷲の絵を初めて見た
て飛ばないんだ？」
の は、ちょ うど雪 虫が飛 び始める 冬の始
有紀の想像。
まりの頃だった」
スプレッドイーグルが、自らの存在を
人々のざわめき。
誇示するがごとく、甲高く咆吼する―
「すごいね」「どうやって書いたんだ
信号「とおりゃんせ」の音が止まり、
べ？」等々。
多くの人々が道を渡っていく。
テレビのニュース
強風にあおられ、悲鳴をあげる人もい
て。
女子アナウンサー「最近、札幌を騒がせてい
る謎の鷲の絵ですが、今度は、何と札幌ド
ームの壁にも描かれている事が発見され
テレビのニュース。
ました」
女子アナウンサー「・・・北海道上空には台
コメンテーター「よくあるストーリー系の
風並みの低気圧が近づいている模様で
落書きのレベル、という訳ではなくアー
す」
トと言っても通じますね。いや、上手い。 コメンテータ―「すごいですねえ。まさに爆
ロマンがあると思いませんか？」
弾低気圧」
女子アナウンサー「 き(っぱり た)だの犯罪で
す」
有紀 Ｎ( 「)野次馬が全員いなくなっても、私
はその鷲から目を離す事が出来なかった。
そ んな私を 嘲笑う かのよ うにその 鷲は翼
を 広げて飛 んでい く。翼 を広げた 鷲。ス
プレッドイーグル」
有紀の想像。大きく羽ばたく翼の音。
高く、高く飛んでいく。
有紀 Ｎ( 「)その鷲は私に言う。お前はどうし
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少年「返せって」
有紀 Ｎ( 「)少年が掴みかかってきたけど、軽
くいなしてやった」
有紀「・・・君が犯人なの？」
少年「・・・何言ってんの？」
有紀「このまま警察行っちゃう？」
少年「そんなノートが何の証拠になるんだよ
ッ 。そんな んで俺 が鷲書 いた犯人 になる
訳ねえべやッ」
有紀「警察もバカじゃないっしょ。このノー
ト の鷲と札 幌中に 描かれ てる鷲を 比べて
鑑 定とかし ちゃう んじゃ ない？筆 跡鑑定
の 別バージ ョンみ たいな 。したら 、君ど
うすんの？」
カチャッと何かを取り出す少年。
有紀 Ｎ( 「)少年は震える手で、折りたたみ式
のナイフを取り出した」
有紀「いいよ、刺しても」
少年「え・・・」
有紀「 苦(笑して も)う死んでるようなもんだ
から。どうぞ」
「誰だッ」と遠くから声。
有紀「やば、警備員」

少年「くそッ」
少年、逃げようとする。
足がもつれて転ぶ。
有紀「あんた鈍くさ過ぎッ」
有紀 Ｎ( 「)私は、のろまな少年を連れて、逃
げだした」
走る地下鉄。車内。
有紀「なしてあんなとこにいたの？」
少年「・・・構図を、確認したかったんだ」
有紀「ふうん」
少年「・・・警察に言うつもりかよ」
有紀「・・・いいよ、黙っててあげても」
少年「金なんかないからな」
有紀「いらないよ」
少年「・・・じゃ、どんな条件だよ」
有紀「見せて、鷲描くところ」
少年「は？」
有紀「いいよね忠志君？」
少年「お前、何で俺の名前・・・」
有紀「スケッチにサインしてあった」
少年 忠(志 「)汚ねえぞ・・・」
有紀「君、高校生？」
忠志「関係ねえべや」
有紀「いいしょや別に。教えてよ」
忠志「ぜってー言わねえ」

有紀「私に逆らっていいと思ってる？」
忠志「・・・ た(め息で 十)四」
有紀「中学生？中学生でもあんな騒ぎ起こし
ちゃうんだ」
忠志「 制(して 声)大きいよおばさん」
有紀「まだ二十なんですけど」
忠志「おばさんだべや：
有紀「・・・なしてあんなに絵、上手いの？
ずっと練習とかしてた？じゃなくて才
能？ねえ、将来はイラストレーターと
か？」
車内アナウンス「次は大通公園。次は大通公
園。降り口は・・・」
忠志「降りるぞ」

二人、改札を抜けて。

有紀 Ｎ( 「)私たちは小さな喫茶店に入った。
忠 志は注文 する事 もなく 、ノート パソコ
ンを開きだした」

有紀「ねえ、どこに描くか早く教えてよ」

カチャカチャと叩く音。

忠志「 遮
( って あ
) ん た、 ど っ か で見 た 事 あ
る」
有紀「え？」
忠志「テレビかなんかに出た事ない？」
有紀「・・・んな訳ないしょや」
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忠志「そっかなあ。何か見た事あんだけど」
有紀 Ｎ( 「)思い出したくない。そう思えば思
う ほど、私 の頭の 中に、 ホーンが 鳴り響
い た。スタ ート台 に立っ た時の、 震える
よ うな緊張 感が私 を包み 込んで、 耐えき
れずに私は叫びそうになった」
有紀の回想。
鳴り響くチアホーン。
ザッザッと、斜面を切り裂くスキーの
エッジ音。
場内アナウンス「さあ、市ノ瀬選手の第一エ
アは！」
豪快にジャンプする有紀。大歓声。
場内アナウンス「スプレッドイーグル」
有紀「どうして鷲なの？」
忠志「・・・別に。意味なんてないし」
有紀「ウソ。そんな訳」
立ち上がる。
忠志「行くぞ」
出て行く。

有紀「ちょっとッ」
ロッカーから、ガサゴソと荷物を取り
出す忠志。
ガチャガチャとスプレー缶をリュック
に入れていく忠志。
床に落としてしまう。
有紀「 笑(って 興)奮し過ぎ」
忠志「・・・うっせえ」
有紀「何処に描くの？」
忠志「ここ」
有紀「何処？」
忠志「だから、ここの真上」
有紀 Ｎ( 「)案内板に表示されていたの
は・・・札幌テレビ塔だった」
階段を上がる二人。
ドアを開ける。途端に、猛吹雪。
有紀 Ｎ( 「)雪にたたき付けられ真っ白になっ
ているはずなのに、テレビ塔はやっぱり赤
茶けていて。当たり前だけど、お店は何処
も閉鎖されていた」
忠志「今さ、デジタル時計改修中だべ？だか
ら、いろんな人が結構出入りしてて、警備が
緩いんだよ。で、こんな天気だべや。工事は
中止で、誰もいない。奇跡ってやつ？」

有紀「・・・テレビ塔に、描くの？」
忠志「デジタル時計の後ろ、スペースあるか
らそこに布持ち込んで、低気圧が居座って
る間に完成させて、で、デジタル時計に
今段幕かかってるべ？あそこにドーンっ
て、張り出してやんだよ。雪止んだ時に
俺の鷲があるんだテレビ塔に。みんなさ、
なまら驚くベ？札幌中の奴らに見せつけ
てやんだよ。どうだ！って」
有紀「・・・やっぱりそうだ」
忠志「あ？」
有紀「あなたも飛びたいんだ。だから・・」
忠志「 遮(って あ)んただべ、それ」
有紀「え・・・」
忠志「モーグルの選手だろ、あんた」
有紀「・・・どうして」
忠志「さっき・・・パソコンで検索した。す
ぐ出て来たよ。最近不振の市ノ瀬選手。３
Ｄに対応出来ず、最近は予選も通らず、強
化指定選手も外されて・・・このまま終わ
っ てしまう のか？ みたい な記事ば っか。
あ のさ、今 、やっ てんだ ろ、何と かって
大 会、旭川 で。あ んたは 何でここ にいる
んだよ」

有紀 Ｎ( 「)深呼吸して、私は精一杯の笑顔を
作ってみせた」

有紀「スプレッドイーグル。翼を広げた鷲。
私の必殺エア」
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忠志「え？」
有紀「高校時代は無敵だったんだよ。でも
さ・・・もう時代遅れなんだ。知って
る ？３Ｄっ ていう の。今 のエアは さ、縦
回 転ＯＫ。 中国雑 伎団か っつーの 。って
いうかさ、スキーの技術と関係ないし
ょ」
有紀の携帯が鳴る。有紀、出ない。
忠志「出ろよ」
有紀「いいの。どうせコーチからだし」
携帯、止まって。
忠志「俺の絵見てどうすんの？何か変わる
訳？」
有紀「君だって飛びたいから鷲を描いている
ん でしょ？ どうせ いじめ か何かで ・・・
だから・・・」
忠志「 遮(って あ)んたに関係ねえべ」
強風。
よろける忠志。有紀、抱き留めて。
有紀「どうして？」
忠志「あ？」
有紀「こんな、風に吹き飛ばされるくせに、
ど うしてあ んな力 強い鷲 なんか描 けるの
よ」

強風、再び。
有紀「力強くて、俺は大空を飛ぶんだ！って
い う希望に 溢れて て、そ れでもい て何だ
か 優しくて ・・・ 何か羨 ましくて 、泣き
たくなって、心にグサって刺さっ
て ・・・あ なたの 絵見た からって 変われ
る なんて思 ってな い。で も私はま た飛べ
るようになりたい。だから・・・見た
い」
忠志「・・・勝手にすれや」
鉄塔の間を風が吹き抜けていく。
非常階段を上がっていく二人。
有紀 Ｎ( 「)私たちは、ただ黙々と非常階段を
上 がってい った。 寒さに 耳がちぎ れそう
に なり、忠 志は強 風に何 度も転げ 落ちそ
うになり、そのたびに私は支えた」
有紀「・・・どっかケガしてんの？」
忠志「ケガだったら、楽だろうな」
有紀「・・・どういう意味？」
忠志「 焦(って 別)に」
有紀「何なの？」
忠志「何でもない」
有紀 Ｎ( 「)動かない足を引きずるように上が
っ ていく忠 志に、 私はそ れ以上聞 く事が
出来なかった」

二人、立ち止まって、ドアを開ける。

有紀 Ｎ( 「)ようやく辿り着いたデジタル時計。
忠 志は焦り ながら も持っ ていた布 を広げ
て 、スプレ ー缶を 取り出 して、下 書きも
なしに吹きつけはじめた」

有紀「私にもやらせて」
忠志「勝手にすれや」

スプレー、吹き付ける音。

有紀 Ｎ( 「)ちょっとはみ出たぐらいで露骨に
嫌 な顔をす る忠志 にちょ っとムカ ついた
け ど、ちゃ んと指 示通り に訳も分 からず
や ってたら 、いつ の間に か鳥の形 になっ
て いて・・ ・私は とても 楽しくて 楽しく
て 、時間が 立つの なんて すっかり 忘れて
いた」

風の音が消えてー

忠志「・・・完成」
有紀「うん」
忠志「風、やんだ」
有紀「・・・低気圧、行っちゃったんだね」
忠志「もうすぐみんな戻ってくる。その前に、
段幕の上に張り出さないと」
有紀「・・・ねえ」
忠志「ん？」
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有紀「あなたは、今ここにいるって、みんな
に 言いたい 。だか らこん な事やる って言
ったよね？
忠志「ああ」
有紀「見せつけてどうするの？」
忠志「どうもしねえよ。それ以上でもそれ以
下でもない」
有紀「確実に捕まるんだよ、人生台無しだよ。
分かってる？」
忠志「だから、台無しになる人生とかねえん
だよ。もう分かってんだべ？」
有紀「・・・病気か、何か？」
忠志「筋ジストロフィー」
有紀「え・・・」
忠志「俺の場合は先天性なんとかって奴。で、
手 とかさ、 もうす ぐ全然 動かなく なるん
だ ってさ。 それで もさ、 医者に言 わせる
と まだいい 方なん だって 。普通は 小学生
の 頃から、 動かな くなる らしいか ら。で
も さ、さす がに最 近は進 行が早く なって
き て。成長 期に入 るとど うしよう もない
んだって」
有紀 Ｎ( 「)私は必死に言葉を探した。何か言
わなきゃ、と思った」
忠志「もうすぐ絵が描けなくなる。だから、
俺 は、俺が ちゃん と生き てたって 証残し
た い。俺は 確かに ここに いたんだ って、
みんなに見せ付けてやりたい。分かって

る。意味ないし大迷惑だし。 声
(が震えて
くる で
)もさ、何かやってないとおかしく
な りそうな んだよ ・・・ 鷲書いて 、みん
な びっくり してて 、そう いうの見 てニヤ
ニヤして、俺、マジでなまら気持ち悪い。
で もさ、そ ういう 時しか 生きてる 感じし
ないんだよ。あんたなら分かるベ？」
有紀「え・・・」
忠志「・・・言ったじゃないかあの時」
有紀の回想。
最初に会った時の二人。
有紀「いいよ、刺しても」
少年「え・・・」
有紀「 苦
( 笑して も
) う死んでるようなも
んだから。どうぞ」
有 紀「モー グルで ね、エ アで飛ぶ ときに
風 が 吹く の 。き っと 神様 が 言っ て る ん
だ と 思う 。 もっ と飛 べっ て 。高 く 飛 ぶ
鷲になれって」
忠志「神様なんていねえっつーの」
ドアが開いて。
有紀 Ｎ
( 「
) 私たちは外に出た。爆弾低気
圧 な んて ま る嘘 だっ たか の よう な 快 晴
の 冬 の空 。 デジ タル 時計 の 上に よ じ 登
っ た 。大 通 公園 が一 望で き た。 綺 麗 だ
った」

バサッと布を広げて。

有紀 Ｎ( 「)私たちは、壮大な鷲の絵をひろげ
て 掲げた。 忠志の 顔が誇 らしげで 、何だ
かとてもカッコよく見えた」

忠志「何見てんだよ」
有紀「ありがとう」
忠志「は？」

ドカドカと非常階段を上がってく
る足音。
「何やってるんだッ」と警備員達

有紀「やばッ。逃げないと」

有紀 Ｎ( 「)忠志は何も答えず、デジタル時計
の端に立ち、両手を広げた。・・・私は、
理解してしまった」

「はや く降り ろッ」 と詰め寄 って来
る警備員達。
忠志「あんたは、飛べるようになるよ、
きっと」
有紀「ちょっと、何言ってんのよ・・・」
忠志「ありがとう。つき合ってくれて。楽し
かった。人生最後の日としては、上出来。
じゃあね」

タン、と床を蹴る靴音。、あって―
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有紀 Ｎ( 「)マスコミが騒いでいる時には、私
は もちろん 警察に こって りと絞ら れてい
て 、とりあ えず解 放され た時には すでに
騒 ぎは終わ ってい て・・ ・待って くれて
い たのは、 コーチ だけだ った。頭 を下げ
た 私に、た だ呆れ ただけ のコーチ は、た
ったひと言私に言った。辞めるなよ。私

女子アナウンサー「 咳(払いして 」)
コメンテーター「・・・ハハ、ただの犯罪で
すね」
女子アナウンサー「いえ・・・素敵だと思い
ます」

悲鳴。
や ってきた 両親に 殴られ ては号泣 して、
先生や警察に掴みかかっては号泣した」
有紀「忠志ッ」
テレビのニュース。
その瞬間、床を蹴る靴音、もうひとつ。 女子アナウンサー「・・・と言うわけで専
門 家の 意見 が一 致すると ころ とし ては、
有紀 Ｎ( 「)一緒に死のうとか、そういう事じ
低 気圧 の影 響で 発生した ダウ ンバ ースト
ゃなくて・・・ただ私は飛べると思った。
が 、 一 度 地 面 に 叩 き つ け ら れ た 後 、テ レ
飛びたい、ではなく、飛べると思った」
ビ 塔の 斜面 にそ って、上 昇気 流に なった
のではないか？という事でした」
瞬間、激しい突風！
コメンテーター「ですが、あの時、低気圧は
静寂―
札 幌上空を 通過し た後で すからね 。そう
な るともう 誰にも 説明は つかない でしょ
有紀 Ｎ( 「)私は忠志を抱きしめた。彼の、何
う」
女子アナウンサー「・・・それは」
とも言えない驚いた目がおかしかった」
コメンテーター「奇跡ですね。まさに、スプ
レッドイーグルの奇跡、です」
ドサッと、雪の上に落ちて。

有紀「イッタ～イ」
忠志「・・・何だよこれ」
有紀「神様はいないけど、私いるから」
忠志「・・・」
有紀「私が、いるから」
忠志「・・・ふざけんなよ。 涙(溢れて あ)ん
た がいるか ら何だ ってん だよ。治 してく
れ んのかよ ？治せ や、俺 の病気治 してみ
れやッ」
有紀 Ｎ( 「)忠志は私に掴みかかって、駆け付
け た警備員 に引き 離され て・・・ 慌てて

は、泣いた」

ザッザッと、斜面を切り裂くスキーの
エッジ音。

有紀 Ｎ( 「)とは言いつつ、逃げ出したあげく
事件を起こした選手をすんなり復帰させ
てくれるほど甘い世の中ではなく、私は
ただ黙々と練習するだけで、しかも３Ｄ
は相変わらず飛べなくて。やっぱり辞め
ちゃおうかなあと思っていた時に、忠志
がやってきた」

忠志「なまら上手な、スキー」
有紀「何か有名になってない？あちこちで君
の絵見るんだけど」
忠志「よく分かんないけどさ、評価された。
君の絵は希望に満ちてるって」
有紀「あんな騒ぎ起こしといて何が希望だっ
つーの」
忠志「あんたのせいで死に場所なくなって、
死ぬほど忙しくなった」
有紀「面白くないから」
忠志「ギャグじゃねえよ」
有紀「マジで返さないでよ。つまんない」
忠志「・・・責任取れや」
有紀「何それ」
忠志「・・・愛の、告白」
有紀「 大(笑い。止まらない 」)
忠志「 真(剣に怒って 笑)うなや」
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有紀「マセガキ」
忠志「うっせえ」
有紀「考えてあげてもいいよ」
忠志「え？」
有紀「五年経ったらね」
忠志「・・・何だよそれ」
有紀「 笑(って じ)ゃ、私練習あるから」
忠志「あのさ・・・」
有紀「ん？」
忠志「あん時、あんたが鷲に見えた」
有紀「え？」
忠志「翼広げた、雄大な鷲。スプレッドイー
グル」
有紀「 笑(って 当)たり前っしょ」
忠志「俺も飛ぶから」
有紀「うん」
忠志「手、動かなくなったら足で描く。足が
動かなくなったら口で」
有紀「うん」
忠志「待っててよ五年。なまらいい男になる
から」
有紀「いいよ」
忠志「マジで？」
有紀「ま、その頃には私ますますいい女にな
っ て、なん まらハ ードル 高くなっ てるけ
どね」
忠志「望むところだっつーの」
有紀の想像。
大きく羽ばたく翼の音。

高く、高く飛んでいく。
有紀 Ｎ( 「)その鷲は私に言う。お前はどうし
て飛ばないんだ？私は答える。私も飛んで
みせる、と」
有紀の想像。
スプレッドイーグルが、自らの存在を
誇示するがごとく、甲高く咆吼して―
終わり
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