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 町並みの狭間。彼方に水平線が覗いている。 

 日暮れに近づくにつれ、町は彩度を失っていく。無機質な建物を押しのけるように、青さを増した海が遠く浮かび上が

っていた。るみこは階段の踊り場で、長い間海を眺めている。この場所は、壁一面が窓になっている。彼女はここで、四

角に切り取られた風景を見るのが好きだった。 

 とうに部活は始まっている。今日も部員たちは、キャンバスの前で絵の具やパレットやらを手にし、才能の研鑽に励む

のだろう。あと階段を一つ分下りれば、部室は目の前だ。しかし足が前に進まない。るみこの手は、しばらく前から絵筆

にすら触れていなかった。 

「帰ろう」 

 壁に寄り掛かっていた身体を起こして、リュックを背負い直す。今日もまた、部室に行くことなく生徒玄関まで降りて

きてしまった。溜息を漏らし、無意識に の中を探る。 

「えっ？」 

 るみこは焦って手先を泳がせた。ない。いつも入れている筈のスケッチブックが、ない。 

「そうだ。確か教室でスケッチブック開いてて、そのまま」 

 まずい。 

 るみこの顔からさあっ、と血の気が引く。放課後の教室は誰もいないと、つい油断した。 

 あの教室は、夕刻から定時制が使う事になっている。もし誰かが忘れ物だと思って全日制の教師に渡したら。そして万

が一、美術部の手に渡って、中を見られたら。 

 るみこは居ても立っても居られず、階段を一段飛ばしで駆け上がり、教室へ向かった。 

 けたたましい音を立てて、るみこは教室の扉を開ける。夕暮れに近付いた教室の四隅が、わずかに藍色に沈んでいた。

るみこの席には華奢な女性が座っている。何やら書き留めていた手を休め、こちらを振り返った。机上には、るみこのス

ケッチブックが開かれている。 

 まさか、あのページを。 

 るみこの顔に朱が走る。家族にも友人にも見せたことのないものを、見ず知らずの他人に見られてしまった。 

「そ、それ、私の……！」 

 るみこは早足でその女性に歩み寄り、半ば強引にスケッチブックを奪い取った。そのまま胸に抱きしめるようにして持

つ。安 が胸に広がる。その一方で、自分の秘密を口外されないかという恐怖が、頭を過った。 

 女性の唇が、何か言いたげに動いた。思わず彼女を見つめる。女性の短い髪は、無造作に跳ねていた。顔は逆光でよく

見えない。しかし私服を着ているところを見ると、彼女が定時制の生徒であることは確かだった。 

「あ、あの、何か？」 



 恐る恐る、るみこは尋ねる。女性は慌てて口元を押さえた。そして尐しの間を置いた後、遠慮がちに言葉を発した。 

「もったいないな、と思って。その絵、とても素敵なのに」 

 彼女はスケッチブックを指さした。るみこはその指の動きを追うように、手元の絵に視線を落とす。それは、ある有名

な絵を模写したものだった。 

 フェルメール作『真珠の耳飾りの尐女』。 

 るみこが愛してやまない絵だ。 

 しかしその模写は、鉛筆の線でぐちゃぐちゃと覆い隠されていた。絵の中の尐女の目が、悲しそうにこちらを見つめて

いる。逃げるように目を背け、スケッチブックを乱暴に閉じる。受け入れがたい記憶に、指先が震えた。 

「大丈夫ですか？」 

 いつまでも黙っているるみこを不審に思ったのか、女性が声をかけてくる。その言葉を無視し、るみこはきびすを返し

た。前のめりに走り出す。後ろで女性が驚いて声を上げたような気がした。階段の踊り場まで駆け下りたところでふと、

足を止める。彼方の水平線は知らぬ間に、よりその色を濃くしていた。 

 るみこは海に、フェルメールの瑠璃色を思う。とっさに からカメラを取り出し、構えた。しかしカメラ越しの情景を

見た途端、るみこの指がわなないた。画面から視線を逸らし、腕を身体の横に放り出す。この手は、もう何も描けないの

だろうか。絵の対象を収めるために持ち歩いていたカメラも、描けないのなら何の意味もない。瞳を覆ったものをごまか

すように幾度も瞬きをした。景色も部室も視界に入れないように俯きながら、そのまま静かに階段を降りていく。 

 家に帰ったるみこは、スケッチブックに挟まれた一枚のルーズリーフを睨んでいた。 

『こんにちは。私が使う机に置いてあったので、見てしまいました。ごめんなさい。あなたの絵、素敵ですね。もしかし

てあなたも、震災の時のフェルメール展に行きましたか？ 実は私、あの展覧会で耳飾りを付けた女の子のポストカード

を買ったんです。あの子の瞳が好きで。良かったら、他の絵も見せてくれませんか？ りほ』 

「りほ、さん」 

 口の中で呟く。素敵ですね。そんなことは、久しく誰からも言われていない。 

 るみこはかつて仙台で開催された『フェルメールからのラブレター展』を思い出していた。震災によって展覧会が次々と中

止される中、「被災者に素晴らしい芸術を届けたい」という関係者の強い思いから実現したという。るみこの家は津波の

直接の被害は受けなかったが、ライフラインが復旧するまで相当の時間がかかった地域にある。不自由な暮らしが長引く

につれ、るみこの心にも影が落ちつつあった。そこで両親は、彼女をフェルメール展に連れていくことにしたのだった。

当時の展示物の中に『真珠の耳飾りの尐女』はなかったが、フェルメールの作品に多く見られる美しい瑠璃色に目を奪わ

れたことを、鮮やかに覚えている。それまでも絵を描くことは好きだった。しかし今思い返すと、あの時からだったと思

う。灰色の心に瑠璃色が流れ込んできたあの瞬間、絵は、るみこの中で唯一のものになった。趣味でしかなかった絵に、

意味と目標とが生まれたのだ。 

 誰かの心を動かすような絵を描きたい、と。 

 手紙を何度も読み返すうちに、動悸が早まっていくのを感じる。尐なくとも彼女は、わざわざ手紙を書くくらいには、

自分の絵に魅力を感じてくれている。それなのに、るみこの気持ちはどこか晴れない。彼女の賞賛の言葉を、手放しに喜

ぶことができなかった。 

『この子は、なあ……』 



 嫌になるほど脳内で反芻した言葉が、またもや頭の中枢を揺さぶる。心地よい心臓の鼓動は、いつの間にか収まってし

まった。 

「期待外れだったら、もう返事も来ないよね」 

 るみこは自分自身に言い聞かせるように、自分のこれまで描いた絵を取り出した。それらを大きめの封筒に入れ、手紙

を同封する。 

『こんにちは。この間は、急に帰ってすみませんでした。あなたの言う通り、実は私もフェルメール展に行きました。私

はあの瑠璃色が好きです。海の色が瑠璃色に似ているので、気付けばいつも校舎から水平線を眺めています。何度か電車

でスケッチをしに行きました。まだまだ拙い絵ですが同封します。それから、良かったら連絡先を教えてくれませんか？ 

手紙では不便かなと思って。 るみこ』 

 るみこはその手紙をそっと にしまった。 

 二人がかつて同じ場所でフェルメールを見ていたことに、るみこの心がときめく。この交流は続くのだろうか。抑えき

れない甘やかな期待を抱きつつ眠りにつく。フェルメールの瑠璃色が、目の裏を掠めた。 

 

 二日後の朝、るみこの机には白い封筒が入っていた。思わず声が漏れそうになる。ひとりでに頬が紅潮した。周りの視

線を気にしつつ開くと、白い紙に柔らかな字が並んでいる。 

『お返事ありがとうございます。絵、とても素敵でした。青色が綺麗ですね。やっぱりフェルメールの影響ですか？ 美

術はよく分からないけど、るみこさんの絵はとても好きです。できたら、もっと見せて欲しいです。ところで、私は携帯

を持っていないんです。色々と都合があって。良かったら、このまま私と文通してくれませんか？ りほ』 

 朝の自習時間もすっぽかして、るみこは幾度も手紙を読み返していた。今時、携帯電話を持っていないなんて。それよ

り一番嬉しいのは、るみこの絵が「好きだ」というりほの言葉だった。るみこが何よりも渇望してきた言葉だ。手紙には

絵への感想も書かれている。批評ではない、素人の素直な感想に、心が躍る。抽象画には、「すみません、よくわからな

くて」と、正直な感想が添えてあった。自然に口元が緩む。ふと、かつて友人にせがまれては絵を描いていたことを思い

出した。 

「楽しかったな」 

 無邪気に絵を描いていた頃には、もう戻れないのかもしれない。 

 

 全日制と定時制。二人が使う共通の机を媒介とした文通は続いていた。りほの使う紙は、初めは便箋だったが、しばら

くするとルーズリーフだったりプリントの裏紙だったりと、まちまちになった。彼女は多忙で、空いた時間に返事を書い

ているようだった。 

 文通を重ねるうち、彼女の人間像が見えてきた。るみこより二歳年上の十九歳で、東日本大震災を経験していること。

母子家庭で、経済的な問題からアルバイトをかけもちしていること。不登校になった経験があること。子供が好きなこと

……。 

 りほが震災を経験し、家を失っていることを初めて知った時、るみこは文通を続けていくことに一抹の不安を覚えた。

二人は同じ「被災者」ではあっても、その差はひどく大きい。るみこは震災から程無くして、被害の甚大な海辺の町を見

に行った。あの時、町を二分する長い長い境界線を見た。津波が全てをさらっていった「あちら側」と、津波が届かず日



常を取り戻しつつある「こちら側」。瓦礫の荒野が広がる「あちら側」を見て、哀しみや恐れの感情が、るみこの心を覆

い隠す。しかし「こちら側」の人間であるるみこは、その光景が映画のワンシーンのようにさえ思え、現実のものとして

受け止めることができなかった。経験してもいないのに、彼らの心の痛みを理解しようなんて甘いのでは、という思いも

ある。瓦礫となった家々の持ち主たちは、るみこよりも辛い現状にあるだろう。しかし、早くこの現状から逃げ出したい

という気持ちが、るみこの心を逸らせる。その後ろめたさと諦めから、いつしか「あちら側」に近づくことを恐れるよう

になっていた。 

 しかし、りほにだけは、それまでのように距離を置くことができなかった。鉛筆の線で黒々と塗り潰したあの絵は、る

みこの心そのものだ。そんなるみこの胸の内を覗いても、傷に触れようともしないりほの優しさが心地良い。るみこもま

た、自分のことを手紙にしたためた。自然と絵の話題が多くなる。同封した絵が完成するまでの思い出や苦労、楽しさを

語った。過去の絵を眺めながら手紙を書いていると、るみこ自身も忘れていた記憶が蘇る。真摯にキャンバスに向かって

いた頃を思い返す度、るみこの心には痛みが走る。その痛みは言葉となって、手紙にほとほとと零れ落ちた。しかし、部

活に行っていないことだけは、どうしても打ち明けられなかった。 

 文通の日々を重ねるうちに、手元の絵の蓄積は減っていく。大事に残していた絵もあげてしまった。それでも構わない。

りほが自分の絵を求め、大切にしてくれていることが伝わり、心は歓喜で満たされる。りほは、るみこが描いた海の絵を

よく眺めているようだった。寄せられた感想から、海への思い入れを強く感じる。彼女はきっと、何か大きな痛みを抱え

ている。しかし、彼女がるみこの傷に触れないのなら、こちらも触れるべきではない、と思った。いつか痛みを分かち合

える日が来るのだろうか。もう一度直接会ってみたい、という思いが文通を重ねるごとに増していく。 

 そして、手元の絵がもう無くなろうかという直前、りほからの手紙が机に入っていた。 

『実は私、バイトが忙しくて明日から学校を休むの。文通も尐しお休みかも。ごめんね』 

 るみこはがっくりと肩を落とす。また、踊り場で悩み続ける日々が戻ってくるのか。憂鬱が肩にのしかかり、るみこの

心を曇らせる。 

 

 文通が途絶えて数日が経つ。るみこは放課後の教室でぼんやりと時間を潰していた。覚えず、机の中に手を入れる。冷

たい金属ばかりが手に触れた。緩慢な動きで席を立つ。もう、定時制の生徒たちが登校してくる時間だ。 

 今日も踊り場で足を止める。ここしばらく何を支えに学校に来ていたのか、今ならよく分かる。ちょっとした楽しみだ

と思っていた交流が、いつしか心を大きく占めていたのだ。 

 窓の外を見ると、空は重たい鉛色をしていた。水平線と空の境界線が、融け合っている。 

 ふと、視界の右端に何かが映った。美術部の後輩の絵だ。これまではなかったから、新しくこの踊り場に展示されたも

のだろう。 

「いいな」 

 感嘆の言葉が、自然と口をついて出た。技術はまだ拙いが、人を惹きつける。そういえば、コンクールでもこの絵は入

賞していた。 

 胸に黒い霧がかかる。文通のおかげで、思い出さずにすんでいた感情だ。彼女は窓に寄りかかり、顔を覆う。思い出す

ことを拒んでいた記憶が、鮮明に引きずり出されていた。 

 

 この春のことだ。るみこたち美術部は、県民ホールで開催される画家の講演会に来ていた。顧問はその画家に挨拶に行



ったきり、長い間戻って来なかった。指導をしてもらうため部員のデッサンを渡すつもりだと言っていたから、それが長

引いているのかもしれない。 

「先生、来ないねえ」 

「三年生も、他校の人に挨拶しに行っちゃったし。誰か様子見てきたら？」 

「あっ、じゃあ私、行ってくるね」 

 るみこはリュックを下ろした。友人たちは他校の部員たちと談笑しており、彼女は一人取り残されていた。るみこは気

まずさから逃れるように、顧問を探しに行く。 

 顧問の声が画家の控室から聞こえてきた。邪魔はできないと、扉の前で立ちすくむ。 

「すみません。よろしくお願いします」 

「構わないよ。うん、皆、筊がある……ん？」 

「何か？ あぁ、るみこさんのデッサンですね、二年生の中で一番上手な子です」 

 るみこの身体が小さく跳ねた。反射的に扉に耳を寄せ、声を潜める。今、顧問はるみこのことを「二年生で一番上手い」

と言った。るみこの頬が自然と緩み、そして熱くなる。 

「あぁ、上手いね、うん。でも、魅力がない」 

「え？」 

 思わず小さく声を漏らし、慌てて口を覆った。脈打つ心臓が、肋骨を激しく揺らす。 

「他の子はある程度伸びしろが大きいんだけど、この子は、なあ……。そこそこ上手い止まり、というか。いるんだよな、

こういう奴」 

 パサッ、とデッサンを放る音がする。尐し間を置いて、「まあ、これからですよね」という顧問の乾いた声が、るみこ

の耳に届いた。 

 身体の奥底から、沸々と何かが逆流してくる。それが頭にまで達し、目の奥が今にも火傷しそうだった。 

「才能だけはなあ。どうしようもないよな」 

 追いうちをかけるような画家の一言が、鋭利な刃物となって心を切り刻む。口を押えていた手を力なく下ろし、俯く。

今まで感じていた疑問の答えが、見つかった気がした。 

 「上手い」と言われるばかりで他の感想をなかなか貰えないのも、技術が向上しても賞が取れないのも、全部、全部。 

 私に、絵の才能がないから。 

 目の奥の熱は幻のように消え失せ、冷たい雫が目の縁から零れた。それを拭うことも出来ず、るみこは扉の前に佇み続

ける。 

「それでは、失礼します。ご指導よろしくお願いします……って、えっ？」 

 ガチャリ、と目の前の扉が開き、顧問が素っ頓狂な声を発した。るみこは弾かれたように顔を上げる。 

「先生、すみません。体調が悪いので、しっ、失礼しますっ」 

 一瞬交わった視線を振り切るように言い捨てて、そのままホールを飛び出した。 

 

「りほ、さん」 

 絞り出した声は掠れ、消え失せる。尐し前からりほは、海の見える高台の保育園でアルバイトを始めていた。『人手不

足だから、いつでも手伝いに来て』と手紙に書いてあったのは本当だろうか。直接会って話したい。明日は土曜日だが、



りほはバイトに行くはずだ。突然押しかけて迷惑にならないだろうか。るみこの理性が警鐘を鳴らす。しかし抑え込んで

きた苦痛は、今にも心の縁から流れ出してしまいそうだった。もう、心の中に留めておくことはできない。大きな痛みを

抱えているように思える彼女なら、この苦しみをわかってくれるのではないか。根拠のない確信に縋る。その確信は、す

ぐに不安にかき消される。 

 逡巡の末、ようやく心を固める。るみこは、水平線に向かって走り出してしまいそうな衝動を必死に抑えつつ、帰路に

ついた。 

 

 りほは、突然電車でやってきたるみこに驚いていたが、「ちょうど一人保育士さんが休んでて困ってたの」と言い、笑

顔で出迎えてくれた。あの夜教室で出会ってから、文通だけの交流だった。しかし、りほの笑顔は文面から想像した通り

に柔らかく、包み込むような優しさが滲んでいる。るみこは安 すると同時に申し訳なさを感じたが、ボランティアとし

て許可を貰い、日暮れまで働くことになった。 

 りほはたくさんの園児に囲まれ、終始生き生きとしている。時々垣間見えるあどけない表情は、年上であることを忘れ

させた。共に働くことでりほとの距離が近づいていく。りほといるだけで、るみこの痛みは和らいだ。 

 

 りほとるみこは、高台にある保育園から海の方へと下りてきている。潮風は昼間の暑さを感じさせなかった。二人は砂

浜に腰を下ろす。夜が、海を瑠璃色に染め上げている。真っ白な月が水面に浮かび揺れていた。沈黙が流れる。波のささ

やきが、二人の間を横切っていった。るみこは、会いに来たものの、何をどう切り出せばいいのかわからなかった。 

「今日は、どうしたの？」 

 沈黙に耐えかねたように、りほが口を開いた。心配そうな声音に、るみこの瞳が揺らぐ。りほの優しさは、るみこの心

をほぐしていく。 

「私、部活に行ってないの。絵を描くのが、怖くて」 

 声を聴くりほの表情は、今の海のように穏やかだ。遠く、水平線を眺めている。 

「もう、絵を描けないのかもしれない。昔は、絵を描くのが楽しくて堪らなかった。あれを描きたい、これを描きたいっ

て。でも今は、美しいものを見つけても、部員たちの顔が頭に浮かぶの。あの子たちならどんな風に描くんだろう、きっ

と魅力的に描くんだろうなって。いつの間にか、私は何をどう描きたいのか、わからなくなっちゃった」 

 震える手から が滑り落ち、バサッ、と中のスケッチブックが飛び出した。 

 るみこは、フェルメールの模写を衝動のままに潰した時のことを思い出す。他の絵も潰してしまえばよかった。家にあ

るキャンバスも、今までのスケッチブックも、全て燃やして捨ててしまえばよかった。 

「絵を奪われちゃったら、一体私に何が残るって言うの……」 

 学校の踊り場から眺めるより近くにあるはずの水平線が、いつもより遠く、ぼやける。焦がれ続ける瑠璃色は、あれほ

どまでに遠い。 

「フェルメールの瑠璃色みたいに、皆にはそれぞれの色があって。でも、でも、私には何もない。私だけのものだってい

う、色が」 

 

「るみこさん、どうして私が不登校になったか、言ってなかったよね」 



 唐突すぎる言葉に、るみこはうなだれていた頭を、はたと上げた。 

「私ね、被災した時に、親が離婚してるの」 

 りほの瞳が揺れたのは、映り込む波のせいだろうか。 

 

「なんでわからないんだ！ 内陸に行ったほうが安全だろ」 

「わかってないのはそっちでしょ。私はここで復興を手伝いたいの！」 

 潜めてはいても、二人の声が薄いカーテンの壁を揺らす。りほは布団を頭まで被った。それでも声は勢いを増すばかり

だ。一つの体育館に幾十人もの人が詰め込まれているのだから、周りに聞こえていないはずはない。 

 震災で家を失い、避難所で暮らし始めてしばらく経つ。両親は毎日喧嘩が絶えない。母は生まれ育った沿岸に残りたい

と言うし、婿養子の父は、自分の地元である内陸で暮らしたいと言う。りほは今日も寝たふりに努める。目を固く瞑るた

びに、二人の間の大きな亀裂が、確かな輪郭を持って眼裏に浮かんだ。 

 

 ようやく学校が始まる。今日から中学生だ。震災があってから、同級生に会うのは初めてだった。何人か遠方に越して

いった生徒もいると聞いている。しかし、再会を喜び合う笑顔は見知ったものばかりで、日常を全て失った訳ではないの

だと安心する。 

 入学式では、校長の式辞に皆が耳を傾けていた。 

「瓦礫の中でも、仮設住宅でも、学校でも、協力し、絆を深め合う皆さんに感動しました。これからも一致団結して、復

興に向けて頑張っていきましょう」 

 ひどい違和感を覚えた。 

「絆？」 

 声が漏れる。りほの両親とはかけ離れている被災者の様子に、驚愕した、そっと周りを見回す。校長の言葉に感じ入る

表情ばかりが、りほの目に飛び込んできた。彼女は膝に爪を立てる。ようやく、自分の家族が今どのような状況にあるの

か明白に理解する。 

 絆なんて、脆いものだった。 

 私たち家族は、震災を乗り越えるだけの絆を、育んではいなかった。 

 りほが悟った通り、両親は程なく離婚した。りほは母親と共に、仮設住宅に移ることになる。最後まで亀裂は埋められ

ないままだった。 

 

 りほは俯き、震える両手を見つめていた。 

「結局、学校にも行けなくなっちゃった。やりたいこともなかったし。でも、亡くなった人や家族を亡くした人のことを

考えると、辛いって感じてる自分も受け入れられなくて。私は皆みたいに立ち直って、前を向く美しい被災者には、なれ

なかったよ」 

 りほの手の甲に、水滴が落ちる。それは次々と彼女の肌を打ち、砂浜に斑点を作っていく。るみこはその水滴の跡をじ

っと見つめる。締め付けられるような痛みが、るみこの胸を喘がせた。るみこが早く逃げ出したいとばかり思っていた苦

しみの中で、りほは六年間もずっと耐えている。るみこは奥歯を み締めた。 



 今まで、りほのことを知りたいとは思っても、彼女の心に踏み入ることができなかった。いつか痛みを知りたいとは願

っても、りほの痛みを受け入れる覚悟ができていなかった。彼女の痛みが想像を超えるものだった時、彼女から逃げ出し

てしまうかもしれない。その恐怖が、るみこにあの境界線を引かせた。六年間の歩みの違いは、るみこにとってあまりに

も大きい。理解できないのなら歩み寄っても意味がないと、「あちら側」を無意識に拒んでいたのだろうか。しかし、「あ

ちら側」と「こちら側」など、単なる事実にしかすぎない。心にまで境界線を引く必要は、なかった。 

 「あちら側」も「こちら側」も、関係ない。 

 彼女を、彼女の痛みを、知りたい。 

 全てを理解することはできなくても、りほが吐露した痛みを、受け止めたい。 

「なんとか、定時制に入って学校に行けるようにはなったの。時間が苦しさを薄めてくれた。それに、フェルメール展に

行った時に買った『真珠の耳飾りの尐女』のポストカードを時々眺めたのも、良かったかな。あの瞳が、私の悲しみも受

け入れてくれてるような、そんな気がしたの」 

 るみこは彼女の最初の手紙を思い出していた。「瞳が好き」と言ったその理由に、喉のあたりが苦しくなる。るみこは

一瞬目を伏せた。 

「それでもね、どうしても、海は怖かったの。今まで生きてきた大好きな海に、何もかも奪われてしまったんだから。海

を見ることはできても、近づくことはできなかった」 

 磯の香りが、るみこの鼻孔をくすぐった。りほは砂浜に落ちたスケッチブックを拾い上げ、あのページを開いた。鉛筆

の線でほとんど見えなくなった模写を、愛おしげに撫でる。 

「るみこさんのおかげ、なんだよ」 

 りほは立ち上がり、振り返って笑う。るみこは、思わずりほを凝視した。 

「るみこさんのスケッチブックを見て、なんでこの子はこんなに苦しんでるんだろうって、不思議だった。でも同時に、

羨ましくて。苦しいのは、それだけ絵が好きだってことだから。この子みたいに、夢中になるものを持っていれば、私も

何か変わるのかもしれないって、思って」 

 るみこは、あることに思い至った。覚えず、言葉が口から流れ出る。 

「もしかして、保育園のバイト？」 

 りほは頷いて、言葉を いだ。 

「私にもやっと、夢が、できたの。私、保育士になりたい」 

 彼女の瞳に瑠璃色が揺らめいている。潮風が彼女の服の裾をふわり、と持ち上げた。 

「私ね、ずっと海を克服する練習をしてたの」 

 そのままりほは靴を脱ぎ捨て、波打ち際へと近づいていく。慌てて彼女の後を追う、二人が駆けると白砂は巻き上げら

れ、月光に瞬く。りほの足の指先が海面に触れた。先ほどの「海が怖い」という言葉が思い出され、るみこの脳が「彼女

を止めろ」と叫び出す。 

「りほさんっ」 

 その声は、大きな水飛沫の音にかき消えた。 

「るみこさん、見て！」 

 潮騒を切り裂いて、声がるみこの鼓膜を震わせた。りほがこちらを向き、大きく手を広げる。その身体の周りを、大小



様々な雫が舞っていた。彼女の細い髪の先が、瑠璃色に染まっている。穏やかな波が、りほの足を優しく撫でる。 

「私、海に入れるようになったの！ るみこさんの絵を見て、もう一度綺麗な海に入りたいって、思えたの！」 

 りほの瞳からも、一筊の海が滑り落ちた。その軌跡を、るみこは目で追う。ゆっくりと空気をかき分け、雫は足元の海

に落ちていく。 

 るみこは耳の奥で、その水音を聴いた。彼女の心にもそれは滴り、 を立てる。 は波を生み出し、るみこの心を大き

く揺さぶった。波動は激しく、しかし心地良く、神経を伝っていく。 

 描きたい。 

 久しく感じることができていなかった衝動だった。るみこは、無意識にカメラを取り出し、そのままシャッターを切る。

写真の中の彼女は瑠璃色の空気を纏って、美しく微笑んでいた、その頬に、涙の跡が輝いている。るみこは腕を下ろし、

驚きの表情を浮かべるりほを真っすぐに見つめる。るみこの瞳を覆う海は、今にも零れそうに揺れていた。震える唇を開

いた瞬間、それがるみこの頬をなぞっていく。雫が海に呑み込まれる音、そしてるみこの声が、りほの耳にこだまする。 

「りほさん、お願い、あなたを――」 

 

 るみこは踊り場にいる。階段をもう一つ分下れば、目の前に部室が現れる。瑠璃色を濃くした海が、遥か彼方からるみ

こを見つめていた。カメラのフォルダから、ある写真を探し出す。そこには、あの夜の海を背に笑っているりほの姿があ

った。その笑顔は瞳の奥底に強さを孕み、美しく輝いている。瑠璃色の海は月光に反射し、彼女を彩っている。 

 るみこは、ふと思い至った、海は瑠璃色だが、鉱物から作られたフェルメールの瑠璃色とは尐し違う。うっすらと、緑

が混ざっているのだ。るみこは目を閉じ、海の中で微笑むりほの姿を思い返す。彼女が動くたびに光が跳ね、緑が輝いて

いた。この色を生み出すのは、恐らく小さなプランクトンだ。人々が食す海の恵みの、全ての源が、この海の中には生き

ている。海と共に生きてきたりほには、この瑠璃色がよく似合う。 

 海の中で柔らかく笑う彼女を見た時、「あちら側」と「こちら側」の境界線は、瑠璃色の海に融けていった。二人の心

はこの瑠璃色の中で、今も美しく揺れている。 

 私と、りほの色だ。 

 部員でも、フェルメールでも、他の誰のものでもない、私たち二人の色だ。 

 りほを、そして私たちだけの瑠璃色を、描きたい。 

 だからもう一度、絵筆を持とう。 

 るみこはカメラを握りしめ、階段を一段、ゆっくりと下る。 

 耳の奥で、瑠璃色の雫が滴る音がする。 


