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1. いちばん残酷な月

　「あなたお名前は？」

　「待って、喉元まで出かけているから」

　すべてはこうしてはじまった。

　長い眠りから覚めたみたいで、まだ灰白色の靄
もや

の中にいるみた

いな気分でもあった。それとも目覚めてなどいなくて、まだ夢を

見ていたのかもしれない。奇妙な夢で、姿かたちはなく、音とい

う音が溢れていた。目には見えないけれど、見えるはずの何かを

教えてくれる声という声に耳をすましているみたいだった。きみ

にはまだ何も見えない、そうぼくに語りかけていた。運河沿いの

霞
かすみ

がかったながめのほかは。ブリュージュ、心の中でぼくはつ

ぶやいた。ブリュージュにぼくはいた。死都ブリュージュにきた

ことはあったかしら。霧が塔と塔のあいだをぬって夢見る香のよ

うにさまようあの街に。灰色の街、菊の花に埋もれた墓のように

悲しく、霞がつづれ織りの布みたいにファサードというファサー

ドを覆い……。

　私の魂は、漂うヘッドライトの霧におぼれようと、市電の窓を

拭いていた。霧、私のけがれなき姉……騒音を包み込み形のない

幽霊を呼び出す濃くて不透明な霧……最後には巨大な峡谷へと行

き着き、とてつもなく背の高い人間のすがたを見ていた。白布に
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身を包まれ、その顔は雪のように真っ白だった。私の名はアーサ

ー・ゴードン・ピム。

　私は霧を嚙んでいた。幽霊が行き交い、私の体をかすめ、消え

ていった。灯りが遠くで墓地の鬼火のように光っていた。

　私の横を誰かが音も立てずに歩く。裸足であるかのように、ヒ

ールもなく靴もなくサンダルもなく歩く。霧の布が頰をすべり、

酔っ払いの群れが向こうの渡し場の奥でわめく。渡し場？　私が

言っているのではない。声だ。

　霧が小さな猫の足でやってくる……霧で世界がまるごと覆いく

るまれたようだった。

　けれど目を開けて電光を見ている気がするときもあった。声が

いくつか聞こえていた。「完全に昏睡状態というわけではありま

せん、奥さん……脳波は平坦になってなどいませんから、まった

く……反応はあるんですから……」

　誰かがぼくの眼に光をあてていたが、光のあとはまた暗闇に戻

った。どこかをピンで刺されたのがわかった。「ほら、勝手に動

いたでしょう……」

　メグレは足元すら見えないような濃い霧の中へと入っていく

……人間のかたちをしたものたちが溢れ出し、激しく謎めいた生

命のうごめく霧。メグレ？　簡単なことだよ、ワトソン君、10

人のインディアンだよ、バスカヴィル家の犬が消えたのは霧の中

だもの。

　灰色の水蒸気はしだいに色あせてきた。水温は極度に高まり、

乳白色がいっそう鮮やかに……そして我々は口を開いて待ってい

る瀑布のふところへと突き進んでいった。

　まわりでみんなの話し声がして、ぼくはここにいる、そう叫ん

で知らせたかった。音がブンブン途切れず鳴って、まるで鋭い歯
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のついた〈独身者の機械〉にむさぼり食われているみたいだ。流刑

地にぼくはいた。鉄仮面でもかぶせられたみたいで頭が重たかっ

た。青い光が見える気がした。

　「瞳孔の直径が非対称ですね」

　思考は途切れとぎれだった。目覚めかけているのは確かなのに

体が言うことを聞かない。目覚めてさえいられたら。また寝てし

まったのだろうか、何時間、何日、何世紀か。

　霧が戻ってきた。霧の中の声、霧についての声。〈Seltsam, im 

Nebel zu wandern!（不思議だ、霧の中を歩くのは！）〉。何語だろう。

海の中を泳いでいるようだった。浜辺までもう少しなのにどうし

ても辿り着けない。誰もぼくに気づいてはくれない。潮がぼくを

運び去る。

　お願いだ、何か言ってくれ、お願いだ、ぼくにさわってくれ。

額に手が置かれたのを感じた。ああよかった。さっきとちがう声

がする。「突然目を覚ましたかと思うとその足で誰の手も借りず

に病院を出て行く、そんな患者さんもたくさんいます」

　チカチカした光と音叉の振動で気分が悪い。鼻の下に辛子壺、

それにニンニクをひとかけあてられているみたいだった。土はキ

ノコの匂いがする。

　また別の声がする。今度は内側からだ。蒸気機関車の長尾を引

く嘆き、霧の中にぼんやり浮かぶ聖ミケーレ・イン・ボスコ教会

に向かう神父たちの列。

　空は灰でできている。川上も霧、川下も霧、マッチ売りの少女

の手を嚙む霧。アイル・オブ・ドッグスの橋を通りかかる人びと

は最下層の霧空を見る。まわり一面も霧だから、まるで軽気球に

乗って暗い霧の中に浮かんでいるみたい。こんなにもたくさんの

人びとが死へと連れ去られたなんて夢にも思わなかった。駅と煤
すす
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の匂い。

　また光が見える。さっきより弱い。荒野にふたたび響くスコッ

トランドの風笛の音、それが霧を抜けて聞こえてくる気がする。

　また長く眠ったのだろう、たぶん。そして突然あたりが澄みわ

たる。水とアニス酒の入ったコップの中にいるみたい……。

　かれはぼくの目の前にいた。まだ影のようにしか見えてはいな

かったけれど。飲みすぎたあとで目を覚ましたように頭が混乱し

ていた。かろうじて何かつぶやいた気はする。まるでそのときは

じめて話しはじめたかのように。「〈Posco reposco flagito.（頼むよ、

もう一度頼む、後生だから）〉は不定法未来をとるのだったっけ？

〈Cujus regio ejus religio.（領主の宗教がその領地の宗教）〉っ て

……アウクスブルクの和議、それともプラハの窓外放
ほう

擲
てき

事件？」。

「アペニン山脈の太
アウトストラーダ･

陽 高 速
デル･ソーレ

道 に霧って、ロンコビラッチョと

バルベリーノ・デル・ムジェッロの区間ってこと……」

　かれがやさしく微笑みかけた。「よく目を開けてまわりを見て

みて。ここがどこかわかりますか？」今度はかれのすがたがもっ

とはっきり見えた。なんとか衣、ええと、そうだ、白衣を着てい

る。あたりも見まわせたし、頭も動かせた。部屋は簡素かつ清潔

で、淡い色の金属製家具が少しばかり置いてある。ぼくはベッド

に寝ていて、腕にはカニュレ管が通されている。窓のブラインド

は下ろしてあって、その隙間からひと条
すじ

陽の光が入ってきていた。

あたりは春天気にきらめき、野原をはしゃぎまわる。ぼくはそっ

と言った。「ここは……病院。そしてあなたは……あなたはお医

者さまですね。ぼくはどこか病気だったのでしょうか」

　「ええ、ご病気でした。それはあとで説明します。でもいま意

識が戻られたのです。お気を強くもたれるように。私は医者のグ
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ラタローロです。すみませんが、いくつか質問させてください。

いまご覧になっている私の指は何本ですか？」

　「それが手でこれが指。4 本。4 本ですか？」

　「そうです。では 6×6 は？」

　「36。もちろん」。さまざまな思いが頭の中で鳴り響いていた

が、答えはほとんど勝手に出てきた。「直角三角形の……斜辺の

平方は……他の 2 辺の平方の和に等しい」

　「すばらしい。ピタゴラスの定理かと思いますが、私は高校の

とき数学の成績が悪かったので……」

　「サモス島のピタゴラス。ユークリッドの原論。けっして出会

わない平行線の絶望的な孤独」

　「記憶力にはまったく問題がないようですね。ところで、あな

たのお名前は？」

　そう、そこでぼくは答えを躊躇した。喉元まで出かかってはい

たのだ。一瞬置いて、当然の答えをぼくは口にした。

　「ぼくの名はアーサー・ゴードン・ピム」

　「ちがいます」

　もちろん、ゴードン・ピムは別人だ。医者は機嫌を損ねたまま

だった。ぼくは医者と折り合う道をさぐった。

　「ぼくの名前は……イシュメールと呼んでくれ、かな？」

　「いいえ、イシュメールではありません。もうひと踏んばり」

　たったひと言。壁にぶちあたるようだ。ユークリッドやイシュ

メールの名を言うのは、アルプス一万尺小槍の上でくらい簡単な

のに。自分が誰かを言うのは、ぐるりと向きを変えるようで、そ

う、そこに壁があるのだ。いや、壁じゃない。ぼくは説明しよう

としていたのだ。
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　「何か堅いものを感じるわけではなくて、霧の中を歩いている

みたいなんです」

　「その霧はどんな具合ですか？」と医者が訊いた。

　「霧は木の生い茂る丘に雨を降らせながら昇っていき冷たい北

西風の下で咆
ほ

え海を白くする……その霧はどんな具合ですか？」

　「私を困らせないでください。私は一介の医者なんです。それ

にいまは 4 月で、霧をご覧にいれるなんて無理です。今日は 4

月 25 日なんですから」

　「4 月はいちばん残酷な月だ」

　「たいした教養はありませんが、なにかの引用ですね。今日は

解放記念日だと言ってもよかったのですよ。いまが何年かわかり

ますか？」

　「アメリカ大陸発見以後であることは確かです……」

　「何年でもいいのですが何か……目覚める前の日付は覚えてい

ませんか？」

　「何年でも？　1945 年、第 2 次世界大戦終結」

　「もっとずっとあと。今日は 1991 年の 4 月 25 日。お生まれに

なったのは 1931 年末のようです。だからもうすぐ 60 歳になら

れるというわけです」

　「59 歳と半年にもなりませんよ」

　「大した計算能力です。じつはですね、あなたの身には、何と

言いますか、ある事故が生じまして。幸い一命は取りとめられま

したが、無論まだいささか支障がありまして。軽度の逆行性健忘

症とでも言いましょうか。ご心配には及びません、長くはつづか

ないことも多いですから。すみませんが、あともう少し質問に答

えていただきます。ご結婚はしていらっしゃいますか？」

　「先生がおっしゃってください」
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　「はい、ご結婚なさっています。パオラさんというとても優し

い奥さんで、その方が日夜付き添っていらっしゃった。昨日の夜

だけは私が無理に帰っていただきました。そうでもしないと倒れ

ていたでしょうから。こうしてお目覚めになったのでこれからお

電話しますが、奥さんには心の準備をしていただく必要がありま

す。それから、その前にまだいくつか検査をしておかなければ」

　「もし彼女を帽子と間違えてしまったら？」

　「なんですって？」

　「帽子と妻を間違えた男がいるんです」

　「ああ、サックスのあのよく知られた事例です。どうやら最近

の本もよくご存知のようだ。あれはあなたのケースとはちがいま

す。でなければ、とっくに私とストーブを間違えていらしたはず

ですから。ご心配には及びません。奥さんだとはおわかりならな

いかもしれませんけど、帽子と間違えたりはしませんから。あな

たの話に戻りましょう。あなたの名前はジャンバッティスタ・ボ

ドーニです。何も思い出しませんか？」

　ぼくの記憶は、グライダーみたいに山や谷の間をぬって果てし

ない地平線へと飛んでいた。「ジャンバッティスタ・ボドーニは

有名な印刷者です。でもぼくでないことは確かです。ぼくがボド

ーニだなんて言うなら、ぼくはナポレオンにだってなれますか

ら」

　「どうしてまたナポレオンだなんて？」

　「ボドーニはナポレオンの同時代人ですからね、おおよそです

けれど。ナポレオン・ボナパルト、コルシカ生まれ、第一統領、

ジョゼフィーヌと結婚、皇帝になり、ヨーロッパ大陸の半分を征

服、ワーテルローの戦いに敗れ、1821 年 5 月セント・ヘレナ島

で歿する、〈かれはびくともしなかった〉」
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　「次にお会いするときには百科事典を持ってこなければいけま

せんね。でも私の記憶と比べても、あなたはよく覚えていらっし

ゃるようだ。なのに自分が誰かは覚えていらっしゃらない」

　「それが深刻な問題なのですか？」

　「正直申し上げて、あまり歓迎すべき事態ではありません。で

もこうしたことが起きるのはあなたがはじめてというわけではあ

りません。きっといっしょに乗り越えていけます」

　右手を上げて鼻をさわるようにと言われた。右や鼻が何なのか

はよく心得ていた。ぴたり的中。しかし感覚はといえばまったく

はじめてのものだった。鼻をさわることが、人差し指の先に目が

付いていて自分の顔を見ているような感じがした。ぼくには鼻が

ある。グラタローロは小槌のようなもので膝、そしてぼくの脛
すね

や

脚のあちこちを叩いた。医者というやつはよく反射を調べるもの

だ。ぼくの反射は正常らしい。しまいにぼくはぐったりして、ま

た眠ったようだ。

　そしてどこか知らない場所で目を覚ましたぼくは、映画に出て

くる宇宙船の船室みたいだとつぶやいた（どの映画かとグラタロ

ーロに訊かれ、何もかも、どれでもいい気もするけれどと断った

うえで、『スター・トレック』を挙げた）。見たこともない機械の

あれこれで訳のわからないことをされた。頭の中を診ていたのだ

と思うが、ぼくは何も考えずされるがまま放っておいた。かすか

な振動音に揺られているうちに、また時どきまどろんでいたらし

い。

　そのあとしばらく経って（あるいは翌日だったか？）、グラタロ

ーロが戻ってきたとき、ぼくは寝床をさぐっていた。シーツにさ

わると、軽く滑らかでさわり心地がよかった。毛布はそうでもな


