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9泥 靴

やよい

暦の上では弥生の 3月も末近くとなっ

ていた。カレンダーの絵は百花揺乱の香

豊かな春である。しかしわれわれの住む

このホツカイドー島ではまだ雪が降る。

降っては消え，消えたと思えばまた降

る。この島の冬は未練たっぷりに悲劇的

な別れを告げようとしている。

昨夕も 5センチぽかりの雪を降らせた
た

が，それがまだ残っていた。 30年も経っ

たふ化室の高低定まらぬ柾屋根の南軒下
あまだれ

からは，雨滴が風に吹かれて舞い落ちて

いた。地面は長靴の痕に溜った泥水がう
さざなみ

すら寒むそうに漣がたっていた。
さ みち

日中になると暖気が射して路はぐにゃ

くやにやになる。この時節には事務所はも

っとも汚れがひどく，東海は 1日に何回
ま

か床を掃き，手打水を撒くのだが，その

度にスコップで 2~3 杯の泥をウンザリ
す

しながら捨てるのである。
めざめ うめ

凍結していた道路が，春風に目覚て議

き出し，地中の息吹は各所にぬかるみを

生ずる。このために路上を走る車はあた
ほんろう

かも狂歌乱舞するかの如く醜弄される。

そのさまは，まるで、馬鹿が刃物を持って

おどり出た如く傍に寄るのでさえ恐しさ

を感ずる。

ましてや乗客ときたら鳥寵の中に入れ

られて振り回される思いである。左へ倒

され右へ戻され，網棚の荷物はあらぬ頭
Pんt

上にたたき落ち，檎子は車内にゴロツキ

玉葱は乗客の足を払い， よろめく度に玉
つぷ

子がグシヤリと潰れる。挙句の果に全員
あとおし

が馬鹿デカイ最新型乗合自動車の後押を

させられる。

東海はやっとの思いで事業場に帰って

来た。郵便局から事業場前まで僅かの間

なのだが，柄にもなく乗ったばかりに，

ひどい自に逢った。彼は食用蛙のような

声で職員に愚痴をこぼした。

「ただ今」と伸びきったように，だら

しなくいった。「やれやれ， まったくシ

ドイめにあったよ。まったく馬鹿みたよ

イチジルシク損こいたよ。バスは金を出

せば乗せてくるもんだと思ったら，金を



払って押してやらねばならんとは，何ん
わし ましゃく

てこった，本当に，全然{農や間尺に合わ

ん不，一体この慢はどこまで損するよう

にできてんだろう， イヤになるね，マツ

タグ…ド」彼は盛んにボヤいていた。支

場から電話せよとの電報指示があったの

で彼がその役目を主任におおせっかった

のだが，そんなグチは，われわれの責任

ぢゃないので皆ニヤニヤしながら聞いて

いた。他人が馬鹿臭い目に逢うというこ

とは応々にして愉快なものである。まし

てや東海がパスを後から押さねぽならん

ことなど大した深刻なことでもなく，ま

た誰にも迷惑の掛ることでないだけに，
11なは 己っけい

グチればグチるほど甚だもって滑稽に思

わざるを得なし、。彼は同じことを何回も

いって聞かせたが，三木のり平の映画で

さえも二度目にはちっとも笑わさらない
あ

のだから東海の二番三番煎じなど忽ち飽

きてしまった。主任は早く用件を聞きた

かった。

「それで支場の用件は何だね ?J
「ああそうでしたネ，明日，本場長が

今やっている標識放流の作業状態を見に

来るそうです」そして支場長の口真似で
いかん

「遺憾なきように申し伝える」と加えた。

主任は驚いて目をパチっかせ，

「ナニツ Tイカンなきょうだって?そ

んなことは君からいわれんでもL、し、。一

体何人来るんだ ?J
「さあー，そうですね，何人位になる

んでしょうかネ ?J
き

「慢が訊いているのに， どうして君は
わか わか

憶に訊くんだね。判らんのなら判らない

といえばいいのだ」

「あーそうですか，来てみないと判り

ませんね」
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「なぜそれを聞いて来ないのだね?そ

うゅうところまで聞いて来ないと使いに

ならんちゃないか」
ましゃ〈

「…….?J東海はまたも間尺に合わな

いような気がしてどうも合点がL、かなか

った。そういえというからそういったら

文句をいわれるなんて理屈に合わない。

どう考えても馬鹿臭いので，これ以上ロ

を慎んだ方が良いと判断した。

大山は東海の珍妙なふくれっ面を見て

思わず失笑 Lt~o しかしすぐ元のモサッ

とした物体のような無表情な顔に変っ

た。多分笑うのは間違いで，こうゅう時
つつま ましゃく

は，やはり度しく間尺に合わない不当性

に怖れおののくのが本当だとでも思った

のであろう。あるいは，いずれ自分もこ

んな事態にならんとは保証の限りでない

のて、呑気に笑ってはおれないと考えたの

だろう。

東海は仕様がなくなって長靴の泥を落

し始めた。この時節には事務所がもっと
よど

も汚れて，床は屋内なのか屋外なのか見

分けがつかない位になる。お粗末な建物

には靴の泥をぬぐし、去って入ろうとする

者はいなかった。それは必ずしも行儀が

悪いというものでもなし、。人間とは環境

に対する順応性においては実にケッサク

にできているもので，礼儀作法など教え

られなくても立派で良く掃除の行届いた

清潔な建物に入る時は，思わず見なりを

正したり，靴の泥など，いわれなくても

落す気になるものだ。してみると，この

事務所に入る者で 1人として靴の泥をま

ともに取去って戸を開げる者に出喰わし

たことがないのは，このイカレた事務所

のせいなのかも知れなし、c 4坪ぽかりの

1軒建で，近ごろ改造したとはL、え柱は
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歪み，建て付けには隙聞ができて長持ち
やすぷしん せわ

のせぬ廉普請で，一時の利得に忙しい世

情の見本のようなものである。こんなお

粗末な事務所に入るのに，わざわざ靴の

泥を手まめに落す気を起させないのだろ

う。

翌日，ステキな乗用車が 2台急よく泥

をはね飛ばしながらやって来た。

場長はピカピカした黒の革靴をはいて

いた。洋服も上等だ。態度は礼儀正しく

極めて気品豊かなものだった。しかし，

誠にすまないことには，標識放流作業を

やっている婦人労務者たちが，ひっきり

なしに便所を借りに来るために事務所の
よど

床は泥と乾いた士で、場長のし、し、靴をJちし

てしまった。

主任はそんなことには一向に頓着なく
じじ

ふ化場で一番偉い場長様の直き直きのご

来訪とあって，すっかり緊張していた。
もてなし

それで、も一応接遇顔に自分の回転椅子を

進上して深く頭を下げた。

「わざわざどうもご苦労様でした」
つぶやけ

と独言ば，

「ニヤーウ」という異様な挨拶に一同

はびっくりした。見返えれば主任手飼の

猫がいつの間にか後へ来て脚元に汚れた

顔をすり寄せていた。場長はシガレツト

ケースからピースを 1本ぬいて口にくわ

えたが靴が気になるような素振を見せ

た。

「少し床が汚れ過ぎるね」とおごそか

にいった。主任は春が来ようとしている

ために道がひどいことを自分の責任であ

るかのように説明した。

「では早速現場を見せてもらおうか」

といって場長はピースの吸殻を靴で踏み

消して腰を上げた。主任はふ化室へ案内

し，随員等一行も仕方なさそうに，ぞろ

ぞろと後に続いた。

ふ化室は騒音に満ちていた。それは階

段式に流れるふ化槽の水の音のせいで，
たえま

それが50列も並んで、おり，断聞ない水の
ま巴 しやλ

響きに入り混って婦人作業員のお喋りが

場長や支場長などおかまいなく続げてい

た。主任はそれ以上の大声をはり上げて

説明しなければならなかった。

普通なら見ればすぐ、わかるようなこと

を説明するなんてウンザリするものだが

そんな兆候はまったく見受けられない。

それどころか，第二の青春を迎えたよう

な張切り方である。停年になったら新し

い冒険にのり出すかも知れなし、。といっ

たからとて，あながち驚くに足らない。

彼のことだもの，ことによると70歳でキ

ューパかラオスの内乱に参加したり 80歳

でロケットで月世界への処女旅行に出掛

けないでもなし、。彼の弁舌はますます油

が乗り滑るように言葉が果しなく続き，
つ

何かにj愚かれたように除々に激しさを増

して来た。そして話はついに彼の理想世

界の説明となり，それの建設のためには

こうゅう施設が欲しし、。こうゅうものが

必要だ。何々が無ければ駄目だ。あれが

足りなし、っこれが足りなし、。予算が足り

ない。人員が足りなし、。と，愚痴と苦情

を述べた。まるで不満の大海の中をイル

カのように楽しげに泳ぎ回っているよう

だった。場長は何を説明されても「ああ

そう」と天ノーへイカみたし、な短かい返

事しかしなかった。そうゅう夢みt，:_~ 、な

話をまともに聞かないところは実に堂に

入った鮮やかなお手並みを見せた。

ふ化槽の中には稚魚、が何万と入ってい
あぶらUれ

て，彼女らは馴れた手つきで素早く脂鰭



はらびれ

と両腹鰭を特殊なハサミで切落し別なふ

化槽へそれを放していった。作業員は30

人近くもいて， 1 日にら ~6 万尾を処理

した。彼女らは付近の農家の娘や，街か

ら来ている娘さんたちで，支場の付近か
ひと

ら来ている女や支場職員の家族もいた。

養魚池では男の作業員が稚魚を掬い上

げでは彼女らのところへ運び，標識され

た稚魚を集めでは川へ放流していた。

事務所では東海が床を掃除していた。

主任の案内で一通り視察が終ると一同は

ぞろぞろと事務所に戻り始めた。そして
よど

再び事務所は泥靴に汚されていた。 4坪

のところへ事業場職員が 4名，支場員が

4名，本場員が 3名に場長を入れて全部
よど

で12名である。汚れるのも無理のないこ

とだ。

事務所に入る時，場長だけは新しい靴

が気になるのか，東海手製の泥こすりで

靴の汚れを落して一番最後に入った。随

行員などは何か教えられるような気分で

恥かしそうに自分の泥靴と場長の行為と

を見較らべていた。そしてそのうちの何
あわ

人かは椅子に腰かけたまま慌てて自分の

靴を椅子の脚やストーブ台の角になすり

つけて泥を落したつもりでいた。これは

東海にとって面白くないことである。こ

れでは，せっかく掃除したのに何もなら

ない。わざわざ事務所に泥を運んで来て

汚すようなものだ。東海にしてみれば彼

らの靴が汚れることなどどうでもよいの

で，要は事務所を汚さないで欲しいこと

なのだ。出る時も泥を靴につけたまま行

けばいいのに「ゃあ，慢のもひどい泥だ

な」と笑って誤真化すのであった。する

と場長は，

「君は少し自分の靴を大切にした方が
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L火、ょ」といった。これは場長が注意を

うながしたものだと思ったら，相手は額
かえ

面通り受取って却って謙遜した。

I~ 、や一， ~火、んですよ。どうせ大し

た靴ぢゃないですから，場長のように立

派ぢゃなく安物なのでー…」これは受取

り方によっては場長に対する皮肉にとれ

る。これを皮肉にとったかどうかは場長

に聞いてみなげれば解らないが，そんな

ことは，われわれにとってどうでもよい

ことである。
よご

それよりも事務所が汚れることなどほ

とんど無視されていることが証明された

以上，何か処置をとる必要があるな， と

東海は考えていた。

一行が去った後，東海ははなはだ憤慨

して，われわれに一つの提案をした。そ

れは今日この事務所を大掃除して床を磨

き，明日から土足厳禁にしようというも

のであった。

それには小学校みたいに上履を持って

来なければならないし，出入りの激しい

事業場では，いちいち取替えるのは面倒

臭い L，どうせ大した建物でもないので

反対してみたが，東海は非常に熱心に学

童も顔負げするような熱烈純真な主張を

続けたために他の職員は涙を呑んでこれ

に賛同した。

そして早速大掃除を始めた。おかげで

帝国海軍の甲板洗いのように老主任い
にき

悠長な大山も私もタワシを握らされて床

をこすることとなった。しかし絶倫でな

いわれわれの肉体は東海が忠実な機械の
おき

ようにこれを補なってくれたのが不幸中

の幸というべきであろう。

かくて事務所は見違えるようなほど清

潔になった。ところがこのままでは，わ
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れわれ以外の者は土足で、入り込む恐れが
lまDがみ

あるので貼紙をしてその旨を部外者に通

告する必要ありとなった。

東海は自分が提案じたので責任を感じ
すみ ふで

たものか，白から墨をすって毛筆をとっ

た。「明日より土足を禁ず」と学童級の

達筆で書いた。ところが，これでは明日

になってもまた明日よりとなり永遠に実

現することがないから書直した方がし、い

という意見が出た。東海は「土足禁ず」

と書き直した。すると今度はあまり簡単

過ぎるので，もう少し親切に書いた方が

L、L、という意見が出た。東海は 3枚目の

紙に「ここでは履物を脱げ」と書いた。

すると，また意見が出t.::..o近所の農夫が

時々来ることもあるし，作業中の婦人連

中の中には漢字のきらいな人もいるよう
かたかな

なので片仮名で書いた方がし、し、というこ

とであった。東海はそれはL火、ことだと

いって，すぐ 4枚目の紙をとって「ココ

デハキモノヲヌゲ」と書いた。何だか少

し読みにくいが. 4回も書き直したので、

気の毒に思ってもう誰も討正意見を述べ

る者はいなかった。いずれにしろ大した

ことではなL、。とに角これを入口に貼っ

て置けということになった。ところが後

でこれが大変な事件を惹起すこととなっ

たので、ある。

翌日，われわれにとって意外なことが

起った。ふ化室で作業をやる筈の婦人連

中がストライキを起し就業を拒否したの

であるc 主任は驚いて事情を調べにふ化

室へ行ったが，普段過剰なほどにお喋り

な彼女らが貝のように黙り込んで要領を

得なL、c われわれが彼女らの傍へ寄ろう

とすると， まるで汚らわしいわ， といわ

んばかりのそっけない態度でスーツと行

ってしまうのである。女子と小人は養い

難しとは古来からのL、L、伝えであるが，

これは男の我憧を逆に表現したもので，

民主主義の昨今には通じないものだと思

っていた。ましてやこれが真理だという

意見には大いなる疑いを抱いていたもの

だが， この時にいたって始めてこの疑問

を身をもって解消した。やっと断片的に
つか

把んだ話によると，事業場当局は私たち

女性をブジョグしたということらしかっ

た。それからわれわれは事務所に召集さ

れて主任に油をしぼられる番となった。

「君らは何かやったのて‘ないのか?何
110< 

をやったんだね一体T隠さずにし、し、給

え，こんなことでは予定通り50万尾の標

識放流はできないぞ，東海君，君は何も

しなかったかね ?J
東海は何が何だかサッパリ判らず，幾

ら一生懸命思い出しても思い当るものは

何もなかった。

「何もへンなことをした憶えはありま

せんがね・・…・」

「大山君，君はどうなんだ」と 1人 1

人訊かれたが答えはいずれも東海と同じ

ことでサッパリ原因が判らない。

丁度その時，電報が来て支場から電話

せよとの命令であった。主任は自転車で

郵便局へ出掛けた。

電話には支場長が直接出て，いきなり

こういった。

「君のところでケシカランことをやっ
U'f 

とるそうぢゃないか」今度は主任が絞ら

れる番だ。

「えっ?何ですか ?J
「事務所でストリップをさせているそ

うでないか，本当なのかそれは，だとす
ゆゆ

れば由々しき問題だぞ」支場長はカンカ
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「な，な，何んです?ストリップだ?

とんでもない，失敬なことをいわんでも

らいたい，一体，何の根拠でそんな無礼

なことをいうんですか」主任は少し頭に

来た。

「あんたぢゃあるま L、し，慢は料金を

出してだって見に行ったこともないです

よ」

「だから事務所で、ただて、見ょうという

了見ぢゃないのか。見たけりゃ劇場で見

たらし、し、だろう」

「おー，なんてことだ，こりゃ」主任

は地団駄ふんで口惜しがった。

「一体全体，そうゅう根拠はどこにあ

るんです〆」とどなった。

「事務所の人口に代ここでは着物を脱

げ"と書いて貼紙をしたというではない

か。人を侮辱するにもほどがあるといっ

て作業員から支場に申入れがあったの

だ，それでも嘘だというのか」支場長の

戸はピンピンと受話器に響いた。

「そんなことを書いた覚えはない。あ

れは代ここで履物を脱げ"と書いたので

着物を脱げと書いたのぢゃない」

「字を間違えたので、はないのか，帰っ

てよく調べるか，そんなまぎらわしいも

のは取外すか， とに角何とかしてくれな

いと役所の名誉にも拘わるし，支場長と

しても黙って見ている訳にはいかんこと

だ。まごまごしていると君はワイセツ罪

で検挙されるぞ，充分注意、してくれない

と困る」

ということで、電話が切れた。
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主任は帰る道すがら一体これはどうし

たことだと，いろいろ考えてみたが， ど

うも合点がL、かなし、。あの貼紙は，漢字

ならともかく東海が片仮名まで間違うと

は考えられない。何とかして支場長に仕

返をしなくてはと切なる思いで胸がはち

切れそうだった。ことの次第によっては

名誉虫損で訴えてやろうと考えながら帰

って来た。事務所に帰って来た主任は，

貼紙を読返してみた。「ココデハキモノ

ヲヌゲ，か，ウーム。なるほど，句読点

がないのが失敗の元だ」と独りでつぶや

きニガ虫を噛んだ。ココずで切るのと，

ココデハで切るのとでは大変な違いで，

点の打所次第で次に来る名詞が履物にも

なり着物にもなる。主任はこれでは無理
たたかゃいぽ さや

もないと断念して闘の刃を靭に収めた。
ま

東海はひどくしかられたが，またも間
しゃく

尺に合わない気がして仕様がなかった。

事務所を出てから歩きながらわれわれに

不満をいった。

「あーア，またケチがついた。何か狂
つもり

ってるネ，決してそんな心算ぢゃねえん

だがね。大体代土足禁ず"で止しておけ

ばいいのに，ああでもない，こうでもな

いと余計なことをし、L、やがって，あんま

りいじくり回すからこんなことになるん

だ。全然馬鹿臭し、。アーパカグサイ，エ

イッ」

といって石ころをけとばしたc すると

長靴が脱げてj尼の中に足を突込んでしま

った。東海はゆっくり足を抜きながら，

「やれやれ，またか，人生とはケチの

連続だね」といっ七。私はそれを訂正し

fこ。

「ケチとの闘いだよ」




