
男をなくした女 

 

「女のところへ行くの？鞭を忘れるな。」とザラスシュトラが言った。 

フリードリヒ・ニーチェ 

 

朝早く、ゴルハック*のステーションにある小柄のお巡りさんが子供を

抱いている女性をタクシーの運転手に見せて、こう言った。 

「あの女はマザンダラン**へ行くつもりだったが、間違えてここに来ち

ゃった。町に連れて行って。可愛そうだよ。」 

女はためらわずに車に乗った。片手で二歳ぐらいの子供を抱いて、他の

手に白い風呂敷を持っていた。革シートに座って、鮮やかな顔をして、

金髪である子供を膝に座らせた。車に乗っている三人の軍人と二人の女

性は無関心な顔で彼女を見たが、運転手は振りかって彼女を見ることさ

えもしなかった。お巡りさんは車の窓のそばに来て、「マザンダランへ

行って、何をする？」と聞いた。 

「旦那を探しに行きます。」と女性は答えた。 

「旦那をなくしたの？」 

「お金も上げずに私を捨てて行ってから、もはや一ヶ月になります。」 

「どうしてあそこにいると分かる？」 

「彼の友達のゴラムさんがそう言いました。」 

「そんな責任感の強い旦那なら、あそこからも逃げるんだろう。お金は

いくつ持ってるの？」 

「二トマン二千」 

「名前は何と言うの？」 

「ザリンコラフと言います。」 



「どこの出身なの？」 

「エルヴィズシャリヤルのものです。」 

「旦那を探すよりシャリヤルに帰ったほうがいいじゃない？今は葡萄が

熟れた頃だろう。家族のところへ行って、葡萄を食べて、楽しんで。マ

ザンダランへ行って、迷子になっちまうぞ。おちょこちょいだし。」 

「行かなければなりません。」とザリンコラフは覚悟ができたそうな口

調で言って、光っていない目で何も見えずにまっすぐ前を見た。別のこ

とを考えて、無意識に話すようだった。 

「運転手さん、この女をドーラトの扉の前に下ろして、道を教えてあげ

てください。」とお巡りさんは運転手に向かって言った。 

女性はお巡りさんに励まされたように「そう、そう。道を教えてくださ

い。あたしは異邦人です。おねがいいたします。」と主張した。 

車が動き出した。ザリンコラフはまたおしおきされた犬のように光って

いない目で前をじっと見た。彼女は大きい目をして、眉毛が細くて、鼻

が小さかった。唇がふくよかで、頬が痩せていた。顔の肌が鮮やかだっ

た。道中、何にも気をつけずに車の調子で動いた。彼女の子供は無口で

悲しそうに潰された柘榴を手に持って、ずっと彼女の腕の中に寝ていた。 

ドーラトの扉に着くと、運転手が車を止め、まっすぐシェミランの扉に

たどる道を彼女に見せた。ザリンコラフは車を降りて、子供を抱いて、

荷物を持ちながら、太陽の下の長い道を急いだ。 

シェミランの扉に着くと、あるガレージに入って、三十分ぐらいもガレ

ージの持ち主にお願いしたりした以上で、サリ***のお踊りまで車で連

れて行かせてもらった。六リヤルも代金を払わされた。ザリンコラフは

周りに人が圧迫に荷物の間に座っている大きな車のほうへ案内してもら

った。その人たちは難しそうに苦労して、彼女に座る場を空けた。車は

エンジンに水を入れられ、ガゾイルや焼けた油の匂いを出して、ホーン

をなってから、暑くて埃っぽい道に動き出した。眺めはまず単調だった

が、後は丘も山も遠くにある木も道の曲がりも見えてきた。しかしザリ

ンコラフはまだ色あせた目で前を見ていた。何度も車が止めさせられ、



客の身分証明書などが確認された。十二時ごろシャランベの近くに車の

車輪が故障して、客の何人が車を降りた。が、ザリンコラフは席を奪わ

れるのを怯えて、一切動かなかった。風呂敷を開けて、中からパンやチ

ーズを出した。息子にチーズのサンドイッチを作ってやって、自分でも

少し食べた。子供は麻薬にはまった雀のように無口でずっと寝ていた。

話をしたり泣いたりする元気さえもないようだった。とうとう車がまた

動き出し、何時間も経った。車がジャベルや青山を通って、森の奇麗な

景色が現れた。でも、ザリンコラフはその変化を無関心で光っていない

目で見て、心の中に妙な喜びを感じていた。目的地が近くて、明日、馬

鹿花****の夫見つけるはずだった。彼の家はどうなのかな。彼の身内は

どんな人かな。そして、彼女をどう扱うかな。彼女は一ヶ月の別居の後、

馬鹿花を扱うかな。でも彼の前に力が抜けて、一言も言えないってこと

を彼女はよく分かっていた。馬鹿花には彼女を完璧に服従させる力があ

るように。おまけに彼は鞭で、そう、ロバを殴っていたあの鞭で彼女を

殴ってしまうことも分かっていた。しかし、ザリンコラフはだからこそ、

彼のところへ行っていた。ただ鞭で殴られる為に彼を探していたかも知

れない。森の涼しい空気、魅力的な景色、遠くに働いている人たち、道

のそばに立って、葡萄を食べている男、村っぽい家、その全てはザリン

コラフに子供の頃の思い出を思い出させていた。ザリンコラフは馬鹿花

の嫁になったのは、もはや二年前のことだった。彼を最初に見たのはあ

る葡萄摘み日だった。ザリンコラフは毎日隣のお嬢さんのﾒヘルバヌ、

そしてムッチュルさんとムッチュルさんの妹の太陽とべマニと一緒に葡

萄園へ行って、他の村人と葡萄を摘んで、箱に重ねていた。そして箱を

黒川のそばにある大きなオークの木の下まで運んで、白髭さんに預けて

いた。そこに馬鹿花は歌を歌って、村の娘達にも教えて、皆で歌を歌っ

ていた。 
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馬鹿花は彼女達の発音を訂正して、彼女達は笑って、一日は経っていた。

でも、馬鹿花は娘達に人気があった理由は彼の声や歌ではなくて、彼女

達、特にザリンコラフは彼の大胆さに惚れていた。ザリンコラフは彼の

がっちりした体、熱い首、赤い唇、毛が生えていたその真っ白な腕、そ

して重い物を運んでいる彼の身軽さを見た途端、彼に惚れてしまった。

それに、彼がザリンコラフに見せた愛の表情や彼らが交わした熱い目付

きが十四歳のザリンコラフを愛に落とすため充分だった。彼女は胸が燃

えて、化粧したりすることしていた。彼女はいつも母に罵ったり、殴っ

たり、ヤキモチを妬く姉達に秘密を隠したりされていた。ザリンコラフ

はよく男のことを考えていたのに、それは悪い考えで、諦めるべきだと

分かっていた。彼女は時々隣の娘の汝女と小女とボルリに男の奇妙さの

話を聞かせてもらっただけで、少し目が覚めていた。汝女に白髭さんの

息子のシルザッドと自分の性関係を聞いたこともあったが、その重なっ

ていた欲望や考えは馬鹿花の目付きで変った。足から力が抜いて、話す

勇気もなかった。ただ体の一部全部が馬鹿花を求めて、彼がいない生活

が無理だってことが分かっていた。あの日、ザリンコラフは伯母がお土

産としてマッシュハッドから持ってきてくれた赤いスカーフを黒い髪が

スカーフを超えるように被っていた。彼女の体や顔の美貌が服のお陰で

何倍になり、馬鹿花は無数の娘の中に彼女だけを狙って、微笑んでいた。

子供のザリンコラフが持っている論理はもはや馬鹿花の愛を疑わず、彼

らの間に妙な関係があるってことを認めていた。こうなったら、どうす

れば、いいの？体に非常に血が流れて、頬が燃えている感じだった。国

雄の娘のシャールバヌが気付いたぐらい、彼女の頬が赤くなっていた。

二人の結婚していない姉がいた上に、もっとも母に嫌われているザリン

コラフには馬鹿花の嫁になる希望があったの？彼女が生まれる前に、父

が亡くなり、母に縁起が悪くて、父を死なせたと言われていた。でも実

は彼女の母はザリンコラフを産んでから、体が弱くなって二ヶ月も入院

されたから、彼女を憎んでいた。 

夕暮れのごろ、働いているものたちはもう止めて、香美のように混じっ

ていた葡萄の枝の間から出て、黒川のほうへ行って、いつものように摘

んだ葡萄を白髭に預けた。ザリンコラフは汝女と道であったグゴルと一

緒に村へ帰っていた。ザリンコラフは汝女に馬鹿花の愛を話して、汝女

は助けてあげると約束して、彼女を励ましてあげた。 



何って大変な夜だった、あの夜は。月光が光る夜で、彼女は眠れなかっ

た。水を飲みに起きて、その後は庭へ行った。涼しい風が吹いていた。

彼女の襟のボタンが開いていたが、涼しさを感じていなかった。ドラゴ

ンのように部屋で寝ている母の鼾が聞こえていた。もし彼女が起きてい

たら、必ずザリンコラフを殴るはずだったが、だからって何？既にザリ

ンコラフの心の中に乱れていた。声を立てずに池のそばにある楡の下に

行った。その時は、木、土、空、星、そして月光が彼女と話している感

じだった。味わったことのない懐かしくて、楽しい感じ。彼女はよく木

と水、風と中に閉じ込められている家の壁までの言葉を分かっていた。

星が照れ屋のように弱くて照れていた。その全て、そしてどんな無意味

のものも彼女にとって、とてつもない奇妙な秘密を含んでいた。池のそ

ばに座って、我慢できず、泣き出した。温かい涙が彼女の頬に流れた。

この細い体が馬鹿花に抱かれるために作られたのに。駄目なのなら、そ

の小さい胸、白い腕、体全部は土に埋められたほうがいい。土の下に腐

ったほうが、母の家に不幸で不毛な人生を送りながら、罵られて、老い

たよりましだ。重なった悲しみを逃げるために、服を破れて、自分を土

の中に埋める気分になった。その時、一生の悲しみは目の前に現れた。

聞かれた侮辱も、頭を殴られたことも、人口のパンをもらって、家から

追い出されて、下品な子供達と遊ぶことになったことも。ただ一日の幸

せもなかった。母に言われる優しい言葉が、一言もなかった。幸いに、

メヘルバヌと彼女のお母さんがいて、彼女を慰めてくれて、母に殴られ

るとき彼女達の家に入らせてもらっていた。ザリンコラフは袖で涙を拭

って、少し落ち着いた。心が落ち着いて、理由もなく妙に楽な気分にな

った。目を閉じて、新鮮な空気を呼吸した。しかし、馬鹿花の姿は目の

前から消えていなかった。何十キロの荷物を軽い藁のように運んで、ロ

バに載せるその強い腕、赤くて厚い首、そしてその拡張な髭や眉毛。彼

女の平凡な世界を超えているものであった。とうとう彼女は池の水で顔

を洗って、部屋に帰って寝た。でも眠れなかった。ずっと寝返ったりし

て、もし馬鹿花の嫁になったら、自分が実家から解放されるように、一

羽の鳩を買って、解放してやると神様に約束した。それにビビサキネ様

のモスクにも蝋燭を灯してあげるとまた約束した。だって星子、アブド

ラフ・ミラブの娘も神様に同じ約束をしたなりに、嫁になったもの。 



翌朝、眠らなかった赤い目で起きて、葡萄摘みに行った。途中黒川のそ

ばに、馬鹿花は葡萄を預かっていたオークの下に止まった。先日の葡萄

の葉やロバのくそが地面に落ちていた。彼女は服の中から折紙の鶴*を

木に付けた。振り返ると、メヘルバヌがそこにいた。 

「どうして今日あたしを待ってくれなかったの？何してるの？」 

「べつに。メヘルバヌがまだ寝てると思って、起こさないことにした。

今日は朝早く家を出…」 

「知ってるよ。これは馬鹿花の為でしょう。」とメヘルバヌは彼女の話

を割り込んだ。 

ザリンコラフは全てをメヘルバヌに語り始めて、昨夜眠れなかったこと

をも、神様にした約束をも彼女に言った。一緒に相談して、メヘルバヌ

は自分の母に話してみることになった。なぜなら、メヘルバヌの母はザ

リンコラフを愛しているたった一人の大人だった。ザリンコラフはどん

なに待っても、馬鹿花と会わなかったが、彼は水路に働いているとメヘ

ルバヌに教えてもらった。昼間、食事をしに家に帰ったとき、ザリンコ

ラフは奥の部屋へ行った。ドアを閉めて、一角が割った鏡の前で髪をち

ゃんと櫛でといて、顔の動きを注意深く眺めた。午後、馬鹿花と会った

時、奇麗に見える為にどんなふうに笑うか、どんなことをするか知りた

かった。結局ただ微笑むことにした。笑ったら、あまり奇麗じゃない歯

が見えてしまうから。前髪を少しお凸の前にぶらさげるように分けて、

満足そうに笑った。奇麗だったもん。その長い睫、魅惑な微笑み、そし

てその童顔と口のそばの皺、その全てには調和があった。更に頬の赤さ

や光っている唇、そしてメヘルバヌが犬のある目と呼んでいるその栄え

る目が美しくて、彼女が他の子を優れていた。 

午後、またメヘルバヌと葡萄摘みに行った時、心の中に喜んでいた。何

があっても、自分を馬鹿花に見せると決めていた。そしてその後、彼女

はもっと嬉しくなった。馬鹿花がそこにいて、一日中も歌を歌ったり、

冗談をしたりすることになった。ザリンコラフは前の日と違って、嬉し

そうに働いていて、葡萄で占っていた。葡萄を一粒自分で食べて、一粒

メヘルバヌに上げて、そしてそのまま続けて、最後の粒は彼女のものに

なっていたら、彼女は馬鹿花の嫁になるという意味だった。夕暮れ、オ



ークの木の下に行ったとき、ザリンコラフと馬鹿花は何度も目付きを交

わした。馬鹿花は彼女に微笑して、ザリンコラフも微笑し返していた。

鏡の前に練習しといていた微笑。そして上手に顔を傾けて、前髪の数毛

を可愛く目のそばに垂らしていた。四日間もこう経って、段々彼らの関

係は親しくなってきた。そしてとうとう四日目にメヘルバヌは母がやっ

てくれたとザリンコラフに伝えた。ザリンコラフはすごく喜んで、メヘ

ルバヌの口にチュウをして、彼女の母はどうしてくれたかと聞いた。誰

と話をしたかって。でも、ザリンコラフは聞く前にも分かっていた。年

を取った女は経験が多くて、若い彼女が分からない方法はいくらでも知

っていて、結婚を調えるぐらいが簡単にできるって。やっと希望が少し

生まれていたが、問題はこれを聞いたなり、爆発して彼女を殴ったり、

罵ったりする自分の母から許可をもらうことだった。なぜなら、彼女は

ザリンコラフの毎日の給料をいただいていた。その問題も彼女を納得さ

せてくれたメヘルバヌの母のお陰で解決し、彼女は無数の喧嘩をした上

で、ザリンコラフに赤いドレスを買ってあげた。しかし、その服のサイ

ズを直しながら、「死ねばいいのに、このぶす。結婚式は葬式になれば、

いいもの。悲しくて若いうちしぬといい。あんな下品な男を選んで」と

ずっと彼女を罵っていた。でも、ザリンコラフはこんな侮辱になれて、

構わなかった。彼女は母に持参金として、一つの銅の鍋と小さいサモワ

ールをもらった。メヘルバヌの母は素晴らしい宴を上げて、隣の村の人

と人形のような女たちまでをも誘ってくれた。でも彼女の妹達は宴に参

加しなかった。隣の村の僧をも誘って、馬鹿花とザリンコラフの結婚を

おおやけにしといた。縁起が良くなるように、僧はしばらく宗教的な話

をしたとき、ザリンコラフの母は「葬式になっちゃったガセムの結婚式」

**の話をすると僧に頼んで、皆を泣かせてやがった。僧の話が終わると、

白髭さんと息子のシルザッドは花婿の介添人になってあげた。花婿を沿

って、一緒にホールに入った。花婿はマフラーに覆われている椅子に座

った。そしてシルザッドは自分の父から始めて祝福のお金を拾得した。

メヘルバヌも彼に手伝って、トレイでお金を拾得して、トレイを白髭さ

んに伸びた。彼は二トマンをポケットから出して、トレイに置いてやっ

た。宴の音楽家は太鼓を鳴らし、「二トマンも上げてくれた。幸せにな

るように祈る」と大声で言った。そしてこう続けて、三十トマンも集ま

ったうえに、楽しい結婚式であった。翌朝はザリンコラフは母と姉達に



別れを告げたが、彼女の母は優しく別れ言葉を言う代わりに、撃たれた

豚のように彼女を罵っただけ。その後ザリンコラフはメヘルバヌの家へ

行って、彼女と彼女の母にも別れを告げた。メヘルバヌにチュウをして、

ビビサキネのモスクに蝋燭を灯すことも、鳩を買って、解放することも

彼女に任せた。それからザリンコラフは銅の鍋やサモワール、他の荷物

を取って、下に馬鹿花がロバと待っている楡の木がある広場に行った。

そして彼らは一緒にテヘランに向かった。目的地に辿るのは一日一夜も

掛かった。ザリンコラフは飛びたくなるぐらい幸せで、大声で話をした

りしていた。月光が出ると、馬鹿花は力の強い腕で彼女を抱き、何回も

彼女にキスをした。馬鹿花はザリンコラフの名前を縁起がいいと言って

いた。なぜならマザンダランにある彼の生まれ育った村もザリンデーフ

(金村)という名前だった。 

彼らはテヘランに着いてから、二ヶ月も川上町に借りた小さい部屋に幸

せに住んだ。馬鹿花は毎日仕事へ行き、ザリンコラフも掃除をしたり、

服の穴を塞ぐようなことをしたりしていた。夜も勿論あったかい抱き合

いだった。ともなって、ザリンコラフは子供の頃の思いで、母や姉達を

忘れることができた。しかし…悪い友達が世の中から消えますように…

三ヶ月目に馬鹿花の態度や正確が変ってしまった。毎晩も髯のレザの喫

茶店で麻薬を吸って、妻にお金を上げなくなってきた。驚くことに彼は

麻薬を吸うと、酔って陥るんじゃなくて、家に帰って、暴れ、鞭でザリ

ンコラフをおしおきしていた。まずは咎めて、訳を見つけていた。それ

も無意味なわけ。なぜスカーフの角が破れてるとか、サモワールの電気

を遅く点けたとか、昨日の夕食には塩を入れすぎていたとか。そして、

先に二つの節がある黒い鞭、いつもロバを殴るあの鞭を取って、ザリン

コラフの手足や腰を殴りだしていた。ザリンコラフも唸ったりして、隣

人たちが来て、馬鹿花を罵ったり、説いたりしていた。その時、馬鹿花

はザリンコラフに蹴りをして、鞭を棚に投げていた。でも、その後もザ

リンコラフの泣きや苦しみが続けていた。馬鹿花は楽しくて、部屋の隅

に座って、パイプを吸っていた。そして「おい、ご飯はなんだ？」と怒

鳴ってた。ザリンコラフは起きていた。鍋を持ってきて、一緒にシチュ

ーをパンのともに食べて、口をシャツの袖で拭っていた。馬鹿花は彼女

の濡れてる目にチューをして、仲よくしているのは、緑と黒い花の模様

の布団に入って寝るときだった。それは毎晩のこと。ザリンコラフは鞭



で殴られるとき唸っていたが、実は楽しんでた。馬鹿花に対して、自分

が弱いってことをしみじみと味わっていた。彼の手にキスをしたくなっ

てしまうぐらい。その赤い頬、厚い首、力の強い腕、毛だらけの体、大

きい唇と白くて硬い歯、そしてその体の匂い。そう、ザリンコラフはそ

の納屋の匂いとその下品な態度が好きだった。これよりいいご主人をど

こに見つけられるんだという感じ。九ヶ月目に、ザリンコラフは男の子

を産んだ。でも産まれた子供の腹には二つの赤い線の跡があった。ザリ

ンコラフは馬鹿花の鞭の跡だと言っていた。その子はいつも病気で、と

ても弱かった。ザリンコラフは子供に白髭さんの名前と同じアリって名

前を付けた。 

しばらく経つと、馬鹿花の商売も不景気になってしまった。一頭のロバ

が死んで、残った一頭も麻薬になるため馬鹿花に売られた。その後も馬

鹿花は何日おき仕事に行き、とうとうザリンコラフに五トマンを上げて、

二十日間ぐらい仕事を探しに行くと言った。二十日間は一ヶ月になって、

更にもう数日も経った。ザリンコラフは倹約的人で、その上働いて、一

二年も馬鹿花を待つことができていた。ただし彼はまだ彼女の男で、帰

るってことを確認するべきだった。なぜかというと、彼女は馬鹿花が浮

気な人で、女を見ると我慢できなくなってしまう男だと考えていた。だ

から一刻も早く彼を見つけるべきだと決断した。誰に聞いてみても、彼

の居場所を分かっていなかった。そしてとうとうある日彼女はレザ髭の

喫茶店へ行った。喫茶店のドアを開けると、麻薬の煙が出て、喫茶店中

に酔ってる黄色な顔が見えてきた。ザリンコラフはその中にゴラムを見

分けて、彼を呼んで、夫がどこにいると聞いた。 

「馬鹿を探してるかい？空に上って、雪と一緒に下がるんだ(皮肉)。諦

めたほうがいい。彼は故郷に戻って、結婚したんだ。餓鬼もいる。俺に

もそのことを誰にも話さないと言ったんだ」 

「金村？」 

「そうだ」 

ザリンコラフは馬鹿花が本当に彼女を騙して、故郷に戻って、結婚した

ってことに気付いた。なぜなら、馬鹿花はよく金村にいる家族や二人の

兄、そしそこに持ってる空き地の話をしていた。馬鹿花はよく言ってい



た。そこに行けば、働く必要もないし。ずっと寝たり食べたりしてして、

頑張らなくてもいいって。胡瓜を食べながら、壁の陰に寝るという夢を

よくザリンコラフに語っていた。ザリンコラフは「じゃ、行って仕事を

見つけたら」と主張していたが、彼は所詮ただの怠け者だった。こうな

って、ザリンコラフは彼を探しにマザンダランへ行った。一ヶ月の期待

は充分だもの。それ以上待てるわけがないもの。馬鹿花がいないってこ

とも寂しかったし。そのあたたかい呼吸、豊富の毛が生えてる体、そし

てその納屋の匂い。その全てはザリンコラフにとって快楽で、彼女は彼

がいないと生きられないと思っていた。彼女は彼を欲しがって、しょう

がなかった。二年間彼と一緒に住んで、そしてきゅうに一ヶ月、いや、

一ヶ月以上も待たされていた。 

ザリンコラフの夢は既に彼を見つけて、鞭でおしおきしたり、そしてそ

の強い腕に抱かれ、熱くキスしたりされるってことだった。彼女は腕に

残っている鞭の跡にチュウをして、それを嗅げていた。馬鹿花の頭から

足までにキスをしたかった。やったことのないことを今更したいと思っ

ていた。その森のような眉毛や箒のような汚い髭、大きな口と巨大な鼻。

そんな顔を子供が暗い場所で見たら、鬼だと思って、叫ぶけど、ザリン

コラフにとって最高だった。逆に実家を覚えだすと、体が振っていた。

何があっても、再びあんな罵りや軽蔑の地獄に戻りたくなかった。馬鹿

花は彼女の救いの天使だったかな。メヘルバヌはたった一人の愛する人

だった。しかし、ザリンコラフはけしてそこに戻りたくなかった。あの

老いて劣化した顔を絶対見たくなかった。エルヴィズ村に帰るより死ん

だ方がましだった。音楽家は彼女の結婚式で「父の家にパンや聖書があ

り、夫の家にあるのは棒や鎖、幸福になるのをお祈り」と歌っていたの

を覚えだした。ザリンコラフは父のパンや聖書より夫の棒や鎖を選んで、

実家に帰るより交差点に物乞いすることが望ましかった。そう、まだ母

の罵りを覚えていた。結婚式の日、僧に「葬式になったガセムの結婚式」

の話を語らせて、泣いた母を忘れていなかった。あの刺青のある骨っぽ

い手でオーブンを見せて「このオーブンの火に燃やされるといい…結婚

式を葬式にならせるといい…」などと罵っている母の姿を覚えだすと、

気持ちが悪くなった。そう…どんな困窮を味わわせられても、実家に戻

るよりましだ。 



だからもう馬鹿花と会えないことを考えたくなかった。彼女の光ってい

ない目を光らせて、新しい生命力を彼女に上げれる人は馬鹿花しかいな

かった。どうしても彼を見つけたかった。例え彼は再婚してしまったと

しても、もう彼女を愛せなくなってしまったとしても、彼の近くにいら

れることだけは充分だった。馬鹿花の通る道に物乞いをすれば、少なく

とも一日に一二度彼を見られるはずだった。彼に殴られて、侮辱されて

も、また家に帰るよりましだった。仕方がなかったもの。彼女はこう育

って、こんな性格だったもの。子供のアリにたいして、別に愛などを感

じていなかった。彼女の母は彼女を愛さなかったとおんなじ。でもとり

あえずその子は必要だった。確か、夫婦関係が鋏なら、子供はその要ネ

ジだと聞いたことがあった。その切り札を守るべきだった。子供を使っ

て、消えた愛をを蘇らせられるかも知れないって。いいご飯を子供に食

べさせて、果物を買ってやっていた。子供を愛せない理由の一つは、子

供の髪の色が馬鹿花の髪の色し同じだってことだった。泣きを避けるた

め、いつも麻薬を子供に食べさせて、子供がずっと寝たりしていた。ザ

リンコラフは人に聞いたり、確認したりすれば、必ず馬鹿花を見つけて、

彼に気持ちを表して、仲が良くなると思っていた。彼女をごまかせたこ

とのない勘ね。 

夫を探しに行くと決めた日、住んでる町のモスクに蝋燭を灯してあげる

と神様に約束した。それから、持参金の全てである銅の鍋とサモワール

を三トマンと四ゲランに売って、その十二ゲランである店に借りたお金

を返して、残りを旅のお金として使うことにした。家の道具などを帰る

証拠として、大家さんに預けて、風呂敷の中に二枚のシャツや少しのパ

ンとチーズを包んで、三日間も手続きをしてマザンダランの査証を手に

入れた。その翌朝は涼しい風が吹いてる朝早く出発したが、おちょくち

ょいだから間違えてシェミランの方に向かってしまった。そこからまた

ドラットの扉に帰って、マザンダランの車に乗った。車はシャヒ・ステ

ーションに止まった。新しく建てられた建物、そして青いカーディガン

を着て、青いズボンや靴を履いている人達が見えてきた。馬鹿花とそっ

くり。二人の乗車がそのステーションに降りると、車がまた発車した。

外は湿っぽくて、暗くなっていた。ザリンコラフは心に奇妙な喜びを感

じていた。知らない町へ行くお金も何も持っていない絶望した人が感じ

る喜びとおんなじ。ザリンコラフはヘトヘトニなって、喉が渇いて、お



腹も少し空いていた。しかし車の轟きや暗闇、そして子供の単調な呼吸

の音に従って、眠った。起きたとき、既にサリの町に着いていた。風呂

敷を手に取って、子供を抱いて、車を出た。町は暗闇に沈んでいた。家、

芝居や木が柔らかくて儚いすすに覆われているように。ある鳥の鳴き声

が遠くから、暗闇を壊してきていた。苦情の鳴き声。遠くに電気がちら

ちらと光っていた。ある家のバルコニー白い布を被っている女性がたっ

ていた。しかし、ザリンコラフは周りを見ていなく、馬鹿花の声しかな

にも聞こえていなくて、彼の顔しか何も見えていなかった。ある店の前

に二人の人が座っていた。ザリンコラフは彼らに金村の道を聞いた。一

人がサリのお踊りの近くにあると答えた。そこに水の椀があって、ザリ

ンコラフはそれを手に取って、飲み干した。無意識に少し道を進んだ。

知っている人も知っている所もなかったのに、馬鹿花は近いと分かって

いたから、心が治まっていた。それにその町は親切で手厚く見えていた。

カーディガンのポケットから一ゲランを出して、植物、牛乳と新鮮なパ

ンを買って、ある家のドアの前に座って、電球の下に食事をして、子供

にも食事をさせてやった。そして立ち上がって、あるボールとの下に寝

た。朝早く起きて、町の広場に行った。一時間も値切ってもらおうとし

た後一頭のロバを四ゲランと十シャヒに借りて、ロバに乗り、金村に出

発した。天気が曇りで、胸が詰まりそうなるぐい、不気味だった。おま

けに子供のお凸が蚊に刺され、膨れていた。しばらくロバに座ったまま、

晴れや雨を越えて、沼や腹を通った。見えてきた景色が非常に奇麗だっ

た。緑だらけの山。鴨の腹のような灰色で白い雲が形を次々と変ってい

た。粉屋に着いたとき、また雨が激しく降り出した。ザリンコラフが被

っている布が濡れて、彼らは木の下に避難した。ザリンコラフは情けな

い様でアリをぎっしり抱いて、ロバの前をじっと見ていた。心臓がドキ

ドキと打って、馬鹿花と会うことだけを考えていた。そしてとうとう昼

間に彼らは金村に入った。ザリンコラフは村の広場みたいなところにロ

バを降り、ポケットの中からお金を出して支払いをしようとしたが、ポ

ケットが開いて、中にお金が入ってないってことに気付いた。まさか盗

まれた？いや、誰も彼女が気付かないようにポケットの中からお金を盗

めなかったはずだ。じゃ忘れていた？おちょくちょいだから？それは可

能だったが、とりあえず仕方がなかった。ロバの持ち主に怒られて、支

払いとして風呂敷を譲ると、彼は、ロバに乗って行っちまった。だから



と言って何？彼女は既に目的を果たしていなかった？馬鹿花の近くに、

彼の村の中にいなかった？たちまち馬鹿花の家を見つけ、事情を説明し

て、それからのことを彼に任せる。あんなお金、いくらでも馬鹿花を勝

るわけがないじゃん。彼女は周りを見た。掛けの底にあるかわいそうな

村だった。村は農地に囲まれ、村も村人たちも眠っているように見えて

いた。遠くに群れの犬が吠えて、「馬鹿花、おい馬鹿…」という呼び声

が聞こえてきた。それを聞いたザリンコラフは棒立ちをしたが、呼び声

の持ち主に近寄っていったのは馬鹿花じゃなかった。その家のそばに二

羽のガチョウが眠って、一羽の鶏が爪で土を注意深く掘って、何かを探

していた。土の上に一つの壊れた籠や胡瓜の皮があった。少し遠くに二

羽の鶏が一つの脚を上げて、羽に隠し、じっとしていた。雀の鳴き声が

聞こえて、なかなか新鮮そうな場所だった。村の広場に三人の子がいて、

驚いた顔で彼女を見ていた。香辛料の店の前に一人の年寄りが座って、

空に一線のガチョウが飛んでいた。ザリンコラフは年寄りに近付けて、

道を聞いた。 

「ババファロクの家はどこですか？」 

年寄りはかなり高い家を指差して、「***همانجوئه درانه مهتابي اتا هارش را سره آن」

と答えた。 

ザリンコラフは息子を抱きなおして、希望で溢れている気分でその家に

向かった。戸を叩くと、天然痘の顔をしたばばが戸を開けた。 

 「كاردارني كره****」

「馬鹿花と会いに来ています」 

 「دارني چكار وره*****」

「馬鹿花の妻で、テヘランから来ています。この子も彼の息子です」 

とばばは答「. گني بيخود ، هدائه طالق وره كرده ها ول را زنا آن ببو گل ، خوب ، خوب*」

えて、家に向いて、「馬鹿…おい、馬鹿…」と叫んだ。 

と、襟の開いた奴の荒い姿は眠りっぽい目でやってきた。開いてる襟か

ら一握の毛が出ていた。大きい目をした弱くて肌の黄色い女性もやって

きて、彼に粘った。彼女のお凸や腕に鞭の跡が見えていた。彼を奪われ



るところだという顔をして、振るえていた。ザリンコラフは馬鹿花を見

ると、「馬鹿ちゃん、あたしは来ちゃったわ」と声を掛けたが、馬鹿花

は彼女をじっと見て、「帰れ、帰れ、お前を知らねぇよ」と返した。 

あのばばも割り込んで、「انيخو جاچي جانه ريكا مه  ته ، ني نكش خجالت زنا حيا بي ؟ 

 。と言った「**بنگني؟ گردين ريكاي مه خواني اما كردي ها مول را وچه اين

「おちょくちょいだろう、お前は。人違いなんだよ」と馬鹿花は主張し

た。 

ザリンコラフは棒立ちしていた。馬鹿花ガ惚ける何って、予想していな

かったもの。その態度を見て、彼女の中に憎しみが生まれ、馬鹿花への

愛を忘れた。 

「じゃ、自分の餓鬼を自分で育てなさい」と皮肉の笑いを出して、言っ

てやった。 

と奴のばばはまた割り「بيوردي؟ كجا از ورده ته دوميه چه من ، تخمه بيج وچه اين***」

込んだ。 

ザリンコラフはもうしょうがないってことが分かって、馬鹿花の顔を見

た。その時まで見たことのなく、奴の顔は怒った猛獣のようになってい

た。既に夢の人生に辿って、迷惑がごめんだという顔。彼女を憎い目で

見て、二度と会いたくもないってことは明らかだった。ザリンコラフは

仕方がないってが分かり、欲しい欲しいと叫ぶ目で弱い女の腕にある鞭

の跡を見て、不本意に振り返った。カスアガは彼女の母のように骨っぽ

い手で彼女を脅かして、分からない言葉で罵っていた。 

ザリンコラフは徐々に広場に戻っろうとしたが、途中あることに気付い

た。止まって、居眠りしている子供をある家の戸の前に置いて、「ね、

ここに待っててくれね、お母さんすぐ戻るから」と言った。子供は綿人

形のように何も言わずにそうした。しかし、ザリンコラフは全く戻る気

がなくて、子供にチューさえもしなかった。もうその子には用がなかっ

たから。もうその子はただの負担だった。食事を必要としていたし。馬

鹿花に捨てられたように、子供を捨てた。自分の母に教わった母の優し

さはそうだった。もうお金もなく、荷物もなく、子供もなく、何もなく

て、自由になった感じがして、深呼吸をした。広場に着いたとき、回り

を見た。年寄りはまだ同じ場所でいて、居眠りをしていた。ずっと人生



をその場所に送って、老いてきたように。あの三人の子供は店の近くに

土で遊んでいた。みんな他の人に注意をせずに、時間を潰して、見てい

なかった雄鶏が翼を開けて、かすれた声で鳴きだした。誰も彼女に気付

かなかった。まるで人生は彼女のことをどうでもいいと思っていた。こ

れから彼女はどうなる？とりあえず一刻も早く逃げて、負担の子供さえ

を捨てたかった。暑かった。ザリンコラフは何も分からずに、何も考え

ずに、道を囲まれた家の前を早く通って、村を出て原に着いたときも、

あった道を取って行った。しかし、そのとき鞭を手に持って、ロバに乗

っている強くて若い男の子を見た。彼の前にもう一頭のロバも歩いてい

た。彼が近くに来ると、ザリンコラフは彼に声を掛けた。 

「かわいそうだよ、あたし」 

 「خواني چي****」

「あたしは異邦人だ。助けてくれる人がない。あたしをもロバに乗らせ

てくれない？」 

彼はロバを止めて、降り、ザリンコラフを乗せた。自分は他のロバに乗

って、彼女を見ないで、鞭でロバを殴った。すると、ロバは出発して、

首に付いてる鐘の音を立てだした。薄の原を通るとき、その若者は傾い

て、薄を一本摘み、歯で噛んで、口笛で歌いだした。馬鹿花は葡萄摘み

のとき歌っていた歌だった。 

 « ، له له هاي آه كوري گالش

 . له له هاي آه بجار بوشيم

 ، آجار پشته دو ، آجار پشته اي

 . له له هاي آه بجار بشيم بيا

 ميخواهري تو فاكون بشيم بيا !»

 

ザリンコラフの一生の思い出が目の前に並んできた。若いときの思い出

も、母の罵りも、馬鹿花とテヘランに行った日も、その全てが目の前を

通った。喉が渇いて、お腹も空いていたが、妙に嬉しかった。何でロバ

に乗って、何処へ行くのかが分かっていなかったが、「この若者も鞭で

女を殴る趣味があるかも知れないな…体が納屋の匂いをするかも知れな

いな」と思った。 



おしまい 

 

 

説明 

 

* テヘランの北にあった駅 (バス停かも) 

** イランの北の県の一つ 

*** マザンダランにある町 

**** 夫の名前の翻訳。女の名前を訳したら、「金色、あるいは黄金の

帽子を被る人」になるので、そのままカタカナで書くことにした。「金

帽女」って名前を作る方法もあったが、ちょっとやりすぎだと思った 

***** 普通のペルシャ語じゃなくて、私も分からない。これこそは作

家の目的じゃないかな 

*  折紙の鶴じゃないけど、使い方と使う目的はおんなじ 

** すごく悲しい宗教的話で、普通は葬式に語る話だ。とっくに誕生日

とか結婚式に絶対語ってはいけないもの。ここで意地悪いお母さんがわ

ざと縁起の悪いことをした 

*** 「あの家が見える？一本の蛍光灯のある家。あそこだ」 

**** 「誰に用？」 

***** 「何の用？」 

*  「そうかい？彼はあっちの女を離婚してるんだ。消えてまえ」 

** 「うちの息子に何を？このハレンチな女、恥ずかしくないのかい？

バスタードの子を産んで、うちの息子に貼り付けるつもりかい？」 

*** 「お前の子は父の知らないバスタードだ。うちの息子に関係ねぇ」 

**** 「どうした？」 



 

御注意・このテキストは皮肉の表現で溢れて、理解しにくいところがあ

って、誤解を起こしてしまうかも知れませんが、だいたい下品な男と変

態になってしまった女性の話です。作家はナチズム主義者で、女性の立

場を尊敬する人です。 

 

終わり 

 


