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     第三部／第一章 

 

 

 

                  日本に「探偵小説」が誕生して 

         「探偵」がもつ意味はそれとともに消えてしまった 

                            柄谷行人 

 

               小説を書くことに没頭しているときは               

何かの病気にかかっている状態にある 

                             開高健 

 

           津波で一木一草もなく押し流された惨状に接し 

            日本人の死の美学についてあらためて考えた 

                            半藤一利 

 

 

 二〇三一年、十月一日、正午。 

 

 

 郷田邸の別館で郷田狂介は、念願だった『それからの死んだる団（仮題）』の執

筆に没頭している。 

 出版社と話をつけているわけではないから、自費出版のつもりだが売れる保証は

ない。 

 それでも書かずにいられない、烈しい疼きといったものが郷田にはある。 

 書斎にしているこの別館は、かつて郷田が麻暮正作と勘違いして、荒野大三郎を

介抱した場所である。 

 毎日睡眠三時間で書きつづけている、いやパソコンのワードで打ちつづけている。 

 拘束したフランコとコテをパリに強制送還し、ともにセリーヌが立ってからほぼ

一ヶ月が経った。 

 ギャバンは郷田の秘書兼家政夫として、勝手に郷田邸に残った。 

「やれやれ」 

 とつぶやくのが、このところの郷田の口癖である。 

「ここに居させてもらえるなら、給料は要りません」 

 とギャバンは云うが、 

（そんなわけにはいかないわ） 

 と郷田は考えている。 



 郷田の厖大な蓄えからすれば、あと十人は雇えるにちがいない。 

 相変わらず、娘の麻子と郷田邸の二階にいる麻暮にいわせると、 

「フランコたちののパトロンである、西園寺金時すなわち荒野大三郎は、すでにパ

リに向かい、また新たなサイバー・テロを計画している」 

 とのこと。 

 この言葉には、 

（呑気に小説なんか書いてていいのか） 

 という裏があるのを、敏感な郷田でなくとも解る。 

 それでも郷田は、 

「小説は呑気な作業じゃないわ」 

 と云いたい、云えないけど云いたい。 

 昂奮しやすいセリーヌは、麻暮を『フランケンシュタイン探偵』とよび、郷田を

『バンパイア探偵』とよんだが、 

（これからはバンパイア作家とよばれたい） 

 と郷田はおもっている。 

 玄関から「郷田狂介探偵事務所」の看板をはずした郷田は、かつて〈探偵〉には

三通りあると考えてきた。 

  

一、請負った仕事を、依頼人の望む通り、完璧に遂行する探偵。 

二、犯人を追いつめ、罪悪を暴露し、犯人を捕らえることに熱意を持っている探偵。 

三、その業務のなかで、人間の異常な闇を観察もしくは研究し、その闇を白日のも

とに晒そうとする探偵。 

 

 探偵郷田狂介は、一から出発し、二へと推移し、三へと変貌してきたのである。 

 そう信じているからこそ、作家へと転身したのである。 

 郷田の推移、変貌、転身には、麻暮の存在が深く関わっている。 

 むろんよくよく考えてみると、探偵麻暮正作は一にも二にも三にも当て嵌まらな

い。 

 四番目の探偵、そしてそれはもしかすると〈探偵とよべない探偵〉なのではない

か。 

（それなら四番目の定義はなにかしら） 

 あれこれ思案してはみたが、解答は得られなかった。 

（焦ることも慌てることもないわ） 

 と郷田は思った。 

（なぜなら、この長大な小説のなかで、しかもその後半部分で、そのことを示せれ

ばいいのだから） 

 郷田はそして、麻暮と荒野の関係を想起した。 

（まるで、源氏と平家みたいじゃない。 

 それとも、上杉謙信と武田信玄、宮本武蔵と佐々木小次郎、西郷隆盛と大久保利



通、巨人と阪神、大鵬と柏戸。 

 いいえ、もっと烈しく、ずっと苛酷で、はるかに禍々しく忌々しい、そんな関係。 

 でも、とにかく、ライバルがいるって、不幸だけど、また幸福でもあるわね） 

 そんな関係に、郷田は憧憬と羨望すら抱いていた。 

 郷田はしかし、作家転身の理由のひとつに、麻暮に対するコンプレックスがある

のを、まだ自覚していなかった。 

 

 ドアがノックされて、ギャバンがトレイをかかげて入ってきた。 

「先生、今日のランチ、ちょいと工夫をしましたよ。イカのハンバーガーと、デコ

ポンのサラダと、モズクのスープ」 

 手をとめた郷田は苦笑いして、 

「こういうの工夫って云うんじゃなくて、奇を衒ったって云うのよ」 

「手を洗った、ですか」 

「まあいいよ、手を洗ってくるわ」 

 郷田は期待していなかったが、ギャバンのランチはいつも通り美味しかった。 

「先生、すこし休んだほうがいいのでは」 

 ギャバンは郷田の目の下の隈と、額や頬の深い皺を心配した。 

「いつ倒れるか解らないのに、どうして休めるのよ」 

「でも先生、僕は先生の美貌が衰えてくるのが心配なのです」 

 郷田はまた苦笑して、 

「先生はやめてよ、美貌もやめてよ。 

 そんな偉さもないし、そんな若さもないわ」 

「先生は偉さも若さもいっぱいです。 

 でも、最近は苦笑いばっかり」 

 ギャバンも苦笑して云った。 

「あのさ、君だって、いまの日本をすこしは解ってきたとおもうんだけど。 

 こういう社会、こういう時代、こういう状況は、苦笑いするしかないもんなのよ」 

「そうですかねえ、僕なんかはこんなに明るく元気で、住みやすい国はないですけ

ど。 

 ええと、【そらみつ、やまとのくには、かむからかありがほしき、くにからかす

みがほしき、ありがほしきくには、あきつしまやまと】でしたか」 

「なによその変な言葉」 

「先生ほどの文学通がしらないなんて、トホホ」 

「古代のおまじないかなにかみたい」 

「そんな昔じゃありませんが、十世紀あたりの日本の歌ですね。 

 日本は在るべき国、住むべき国、ということです」 

「ふん、それは、大昔のことよ」 

「いまはドロドロ、ボロボロ、グチャグチャ」 

「まったくそうは見えませんけど」 



「表面だけで、裏面を見ないと、真実は解らないのよ」 

 ギャバンは珍しく口をとがらせて、 

「どうして、表だけじゃいけないんですか。 

 いくら探偵だって、見たくない裏は、あえて見ないほうがいいとおもうんですけ

ど。 

 僕が見たい日本は、ＩＴとＡＩ、プラス京都と奈良。 

 つまり、新しい日本と古い日本のミックス」 

「そういうの、単細胞、能天気、ド阿呆っていうのよ。 

 あたしにいわせりゃ、【夏草や兵どもが夢の跡】【五月雨や大河を前に家二軒】っ

てとこよ。 

 それとさあ、【裏を見せ表を見せて散る紅葉】」 

 ギャバンは郷田の言葉を遮って、 

「僕、歌は解るけど、俳句はダメ。 

 僕、日本は解るけど、フランスはダメ。 

 僕、郷田さんは解るけど、麻暮さんはダメ」 

 きゅうに郷田のこめかみが痙攣した。 

「そんな姿勢じゃ、あたしの秘書はつとまらないわ。 

 退職金も旅費もだすから、さっさとパリへ帰ってちょうだい。 

 いまのあたしには孤独が、沈黙が必要なのよ」 

 おおげさにギャバンは首をすくめた。 

 ここは話題を変えなければと、 

「そうそう、探偵依頼の電話が今朝もきましたけど」 

「だからそういうものは、麻暮さんにおまかせしているじゃない」 

「でもオカメンの麻暮さんに、浮気調査なんか似合わないでしょう」 

「そうおもったんなら、君がやればいいじゃない」 

「外人は、ぜったいにバレます」 

「麻暮さん本人はなんて云っているのよ」 

「浮気調査はボクのいちばん興味のある仕事だ、ケケケと云っています」  

 郷田は機嫌をなおして、 

「へえ、信じられない、きっと冗談よ。 

 それで、依頼人はどういう人なの」 

「たしか、イノ、シカ、チョウコさん」 

「猪鹿蝶子、なんだ、お蝶さんじゃないの。 

 すると、荒野大人がパリで浮気してるってわけね。 

 麻暮さんも、とうとうパリ行きかあ。 

 君は明日から、ベビーシッターよ」 

 ギャバンは意味が解らず、おおきい目をもっとおおきくした。 

 

  



 二〇三一年、十月七日、正午。 

 

 

 郷田邸の玄関には、自称作家の郷田狂介と、オカメン麻暮正作と、麻暮の幼子麻

子を抱いたギャバンがいる。 

 麻暮のパリへの出発の日である。 

 荷物はすでに別便で送ってある。 

「麻子ちゃんとはしばしの別れだし、そのオカメン、もう代えたほうがいいんじゃ

ないの。 

 とにかく目立つし、フランコにもコテにも、とうぜん荒野大人にもバレバレだし

さあ」 

 郷田の言葉に、麻暮は頷いてから、 

「パスポートの写真がこれになってる。 

 だから、パリについてから代えるつもり。 

 もう用意はしてありますよ、ケケケ」 

「用意周到はさすがだわね。 

 ねえ、こんどはどんなお面なの、ねえ」 

 郷田は興味津々である。 

 麻暮は指を一本口の前に当て、 

「ゼッタイ内緒ですよ」 

「モチ、内緒内緒」 

「こんどはピエロ」 

 郷田は納得も感心もして、 

「ピエロなら、パリにはいっぱいいるわ。 

 不審がられずにすむこと請け合いよ」 

（敵をだますには味方からだ） 

 と考えている麻暮は嘘を云った。 

 最近はじつに精巧なマスクができるようになっていて、かつてフランス映画（『影

の軍隊』『冒険者たち』など）で活躍した、リノ・ヴァンチュラそっくりのマスク

を作ってもらっていた。 

 ほんとうはファンであった、『赤と黒』『モンパルナスの灯』のジュラール・フィ

リップにしようとおもったのだったが、こんなイケメンだとパリジェンヌに囲まれ

騒がれて困るとおもい、しかたなく非イケメン代表の俳優にしたのだった。 

「ボクからも郷田さんに質問。 

 パリの見所はどこですか」 

「麻暮さんったら、観光旅行じゃないんだからさあ」 

「まあいいじゃないの、ケケケ」 

「まあいっか、美術館ならどこもお勧めね。 

 とにかく、セーヌ川とミラボー橋には近づかないことよ」 



「了解、この機会に絵画の勉強でもしますかね」 

 タクシーがきて、麻暮が出発すると、麻子が泣きだして、ギャバンはあやすのに

おおわらわとなった。 

 

 車中麻暮は、蝶子との電話を想いだしていた。 

『あら、麻暮先生じゃありませんか。 

 やっぱり、郷田先生が探偵の看板をおろしたっていう噂はほんとうだったのね。 

 麻暮先生は子育てにお忙しいんじゃなくって。 

 もしそうでもないなら、わたしの話を聞いてくださいますか』 

『先生といわれるほどのバカでなし。 

 浮気調査はボクのいちばん興味のある仕事だ、ケケケ』 

『まあ、麻暮先生らしいお言葉』 

 皮肉っぽかった。 

『しかも、あんたの大事な荒野の浮気とくりゃ、大好物よ』 

『そんなこと云ったかしら』 

『ちがうのかい、ちがうのなら電話を切るぜ』 

『ちがわない、ちがいません』  

『しかし、荒野にまだそんな元気があったのかね。 

 いまごろは、カマキリ女に、食われちまったはずだとおもっていたがね』 

 負けずに皮肉っぽく云った。 

『それって、セクハラでパワハラじゃーないかしら』 

『ケケケ、それを云うなら名誉毀損だろ。 

 東大出のお嬢さんがトチ狂っちゃいけないな』 

『真面目に調査してくれる気あるんですか』 

『真面目にウンコ、いやクソがつく。 

 浮気相手に心当たりはあるのかい』 

『パリからの留学生で、カトリーヌ。 

 ウチにホームスティしていたのよ。 

 彼女がパリに帰ったとたん、あの人は急いで追っていったの』 

『荒野は、カトリーヌの尻を追っかけていったのではないとおもうがねえ』 

『じゃあ、だれなの』 

『きっと、フランコの尻を追っかけていったのさ』 

『それって男よね。 

 あの人はホモだってことかしら』 

『ケケケ、そういうことにしておこうか』 

『もったいぶらないで、真相を探ってよ』 

 切羽つまった声。 

 こういう声を出さないはずなのに。 

『了解しました、お嬢さん、いや奥さま。 



 真相を明らかにするため、八時ちょうどの、あずさ二号で、ボクは日本からパリ

へと旅立ちまーす』 

 茶化したが内容はほんとうだった。 

『なんか歌謡曲みたい、なんか、からかわれているみたい』 

『そんなことはない、その証拠に、ボクにとって、荒野のいない日本に用なんかな

いもの。 

 荒野だって、お蝶さんのいないパリなんかに用はないはずだよ』 

『麻暮先生も、お世辞が上手になったのね。 

 なら、どうしてあの人はパリなんかに』 

『だから、フランコだよ』 

『ホモ相手の』 

『じつはボクも、そういうことにしておきたいんだがね。 

 いまや、フランコは荒野の盟友なのさ』 

『なんの盟友』 

『盟友というより、悪友かな。 

 いずれにしろ、そのことをたしかめにパリに行くんじゃない。 

 もちろん、あんたの望む浮気調査でもない。 

 ケケケ、個人的にはカトリーヌに会ってみたいがね。 

 ボクはいま独身だしさ』 

『そうよ、フランコなんかどうでもいいから、カトリーヌをあの人から奪ってちょ

うだい』 

 金切り声。 

 こういう声を出さないはずなのに。 

『まあそう昂奮しないで。 

 あんたって存在は、最高学府出身者がみんな精神障害者だって証拠だなあ』 

『名誉毀損よ』 

『ケケケ、お互い名誉なんてものは捨てちまおう。 

 世の中、名誉なんて肩書きの付いている人間に、ろくなやつはいねえ』 

『ふん、麻暮先生だって名誉探偵じゃない』 

『ケケケ、不名誉探偵さ。 

 何十年かけても、荒野を退治できないんだからね』 

『あの人には手をださないで。 

 カトリーヌを浚って、犯して、八つ裂きにして、セーヌ川に投げ捨ててちょうだ

い』 

 また昂奮している。 

『そういうのって、探偵の稼業かなあ』 

『いままで、そういうことばかり、やってきたじゃない』 

『才女の腐った脳味噌をいまさら洗浄するわけにもいかんから、弁解はしないがね。 

 すくなくとも荒野とボクを、いっしょくたに、糞味噌にしないでね。 



 そうそう、云い忘れたけど、ボクは井戸端おばさんじゃないから、長電話は苦手

なんだよ』 

『なにさ』 

『そうだ、一つだけ聞いておこう。 

 荒野が立つ前に、君に云い残したことはないかい』 

『あるわ、つまらない言葉。 

 おまえの小鳥になりたい、だって』 

『ほんとにそう云ったのかい』 

『ほんとよ、馬鹿馬鹿しくて忘れられないわ』 

『それはシェークスピアだぜ。 

 ロミオが、おまえの小鳥になりたいと云う。 

 その前にジュリエットの、こういうセリフがあるんだよ。 

 小鳥の脚に糸をつけて、放しては引き戻し、飛ばしては引き戻し、行かせてあげ

たくもあり、やっぱり行かせたくもなし』 

『つまり』 

『つまり、ケケケ、最上級の純愛の表現というわけさ。 

 くそったれ、荒野にノロケを聞かされた気分だ』 

 唾を吐きたい気分だった。 

『それが真実なら、わたしはダメな女ね』 

『どちらにしてもダメな女だよ。 

 それに、荒野の真実なんか、くそくらえだ』 

『どうあれ、カトリーヌの存在は抹殺したい』 

『どうあれ、経費の一部は前払いだよ。 

 旅費と滞在費と調査料と、一応レイプ料も含めて三千万、郷田さんの口座に振込

んでおいてね。 

 運良く彼女を連れて来られたら、また金額交渉さ』 

『麻暮先生って、そんなに安かったの』 

『麗子の香典は抜いておいたからね』 

『麗子、麗子、あああ、麗子』 

『旅立ちに涙は縁起でもない。 

 それに太郎ちゃんの泣き声も聞こえるぜ』 

『わかったわ、切るわね。 

 憎まれ口きいてごめんなさい。 

 麻暮先生、どうかよしなに。 

 ほんとうに頼りにしているんです』 

 最後だけは殊勝な声をだした。 

 

 いままで猪鹿蝶子にはずいぶんと邪魔をされた。 

 その存在じたいが邪魔なときもすくなくはなかった。 



 麻暮はしかし、まったく根にもっていなかった。 

 蝶子が亡き妻の従姉だからではなく、いま蝶子が荒野の妻同然の愛人だからであ

る。 

 荒野に惚れて、あげく悲惨な結果となった妹を、麻暮は想いださずにはいられな

いのである。 

 

 タクシーの運転手が麻暮に声をかける。 

「お客さん、天高く馬肥ゆる秋ですねえ」 

 麻暮はひとつ武者震いをしてから、 

「その言葉は、司馬遷の『史記』に出てくる。 

 さあ秋になったぞ、馬がたっぷり肥えて、それにまたがって匈奴の連中が攻めて

くるぞ、警戒を怠るなかれ、というのが元の意味なんだ。 

 ケケケ、運転手さん、ボクの心の中をよく云い当てたね」 

「お客さんの心の中なんて、めっそうもありません。 

 行く先は空港ってことですが、どちらの国へ行くのですか」 

 郷田だったら、 

「そいつは企業秘密よ」 

 なんてキザなことを云っただろうが、隠すのは顔だけで沢山と麻暮はおもってい

たので、 

「ボクには似合わないだろうけど、フランス、パリだよ」 

「それは、お似合いですよ。 

 何か、イベントでもやるんですか」 

 お面はまだオカメンで、リノ・ヴァンチュラではない。 

「ケケケ、君にはボクのこのお面が気になるんだね。 

 こいつを外したら、運転手さん卒倒しちゃうから、事故防止のためにも付けてい

るだけさ」 

「卒倒ですか」 

 運転手は含み笑いをした。 

「信じてないね」 

「だって、いまの整形技術からすれば、どんな顔にもなれるとおもいますよ。 

 いつもお面しているのは、窮屈なだけじゃありませんか」 

 麻暮はお喋りの運転手が嫌いではない。 

「そうだろう、それはそうだろう。 

 しかし君、何十年も仮面をかぶっているとね、整形手術して仮面みたいな顔にな

るより、はるかに自己満足するもんだよ」 

「そんなものですかねえ」 

「なんでもそうだが、この世は本人じゃないと解らないことだらけなのさ」 

「そんなものですかねえ」 

「そんなものだよ」 



 しばらくして、運転手は申し訳なさそうにこう云った。 

「お客さんにそう云われると、どうしても見たくなるのも、人情というものではあ

りませんか。 

 ほんのちょっとでけっこうですから、そのお面をはずしてみてくれませんか」 

 運転手の好奇心を、麻暮は当然のことと受け取った。 

「いいよ、いいけど、念のため次の信号待ちでね」 

「はい、決して驚いたりしませんので」 

 信号待ちになって、麻暮はお面をはずした。 

 一瞥しただけで、運転手は卒倒し、口から泡を吹いた。 

 麻暮はタクシーを乗り換えるしかなかった。 

 

 

   第三部／第二章 

 

 

                   白炭やあさ霜きえて馬のほね 

                            新井白石 

 

             ××××××××をねらって引鉄を引いた 

                            黒島伝治 

 

           人の悲しき十字架への全き肯定から生れてくる                   

尊き悪魔の温かさは私を打つ 

                            坂口安吾 

 

  

 二〇三一年、十月七日、午後十時。  

 

 

 麻暮はＪＡＬの機内にいる。 

 パリ着は明日の早朝である。 

 そろそろ眠っておこうかとおもった麻暮であったが、隣の男がふいに話しかけて

きた。 

 隣の男もどういうわけか、仮面を、しかも髑髏の仮面を付けていたので、初めか

ら気にはなっていたが、麻暮の気持はすでにパリに向けられていた。 

 パリで新計画に着手しているはずの、荒野とフランコに。 

「失礼でざんすが、あなたは男性ですか女性ですか」 

 麻暮はいささかぶっきらぼうに、 

「男ですよ」 



 といった。 

「この歳になると、男でも女でもいいようなもんです」 

 と付け加えた。 

 髑髏の仮面の男のほうは、麻暮とちがって、いわゆるマッチョであり、男女の確

認をする必要もない。 

 髑髏の仮面への違和感もないのは、自分が長い間仮面の男だったからだ。 

「それはそうでざんすが、男でも女でもいいなどと云う人は、訳ありと相場が決ま

っているでざんす」 

 髑髏仮面の蘊蓄に、麻暮は何も応えずにわざと眠ったふりをした。 

 髑髏仮面の「ざんす」の口癖が厭だったからではない。 

（「ケケケ」の笑い癖よりはマシなのではないか） 

「私は訳ありなのでざんす。 

 飛行機のなかの夜は長いですから、その訳ありの話を聞いてもらえませんか。 

 私はこの時間になるまで、ずっと我慢をしてきたのでざんす。 

 いえ、ご迷惑なのは承知ですから、眠りながら夢うつつのなかで聞いてもらうだ

けでいいのでざんす。 

 もちろん声はできるだけ落として喋ります。 

 この話をだれかに聞いてもらえないと、私は異国の地に足をつけることができま

せん」 

 髑髏仮面は長い独白を開始した。 

 厳かな低音で、独り言の口調で。 

 こういうこと（つまり飛行機内で隣に坐った人間に一方的に喋られること）は初

めてではないし、べつだん厭な気分にもならなかった。 

 麻暮は、眠ったふりをして聞いていた。 

   

【溝川に墜ちた。なぜ墜ちたのかわからないのでざんす。酔っぱらっていたわけで

もない。余所見をしていたのでもない。雨がふりだしそうな陰湿な夜。だが遠くに

は街灯がある。いつも行き来する道でもある。だれかに突きおとされたのだろうか。

恨みを買う理由がみあたらない。それ以前にどうしてここに溝川があるのだ。今朝

歩いたときにはなかったはず。もしあったとしたなら蓋が付いていたはずでざんす。

そうでなければみんなおっこちる。こんな臭いにも耐えられないはずでざんす。だ

いたいこんなものが道端にあるなんて。市長はなにをやっているんだ。危険このう

えもない。深さ三メートル近くありそうでざんす。おちたら怪我する。ほら右膝に

痛みが。痛みが次第に強くなる。擦り傷の痛みではない。野球選手並に半月板損傷

か。右膝を持ち上げようとする。どうやら何かに挟まっている。いくら力んでもは

ずれない。ということは溝水が溢れてきたら溺死。大雨なんか降ってくれるなよ。

てるてる坊主をつくる余裕はない。逆雨乞いするのみでざんす。こういうときはき

まって雨が降る。それは我が四十年の履歴が証明しているでざんす。人生は酸鼻な

小説に似ている。江戸川乱歩。そういえばエドガー・アラン・ポオは溝におちて死



んだ。むむむやっぱり雨が降ってきたでざんす。いずれ大雨になる。そういう半生

でざんす。いまさら反省してどうなる。いずれではなかった。土砂降りになった。

反省してやむならそうするよ。全身濡れ鼠。はたとかんがえたでざんす。溝鼠さな

がらの性格。猫を懼れ人間を懼れ死を懼れる。水木しげるのネズミ男に似ていると

いわれたことがあったっけ。水位があがりホンモノの鼠が泳いでいるでざんす。そ

うだ文明の利器がある。ポケットをまさぐり携帯電話を取りだす。電池切れなのか

汚水がはいったのか。ウンでもスンでもないでざんす。こうなったら泣き叫ぶしか

ない。泣き叫ぶなんて何年ぶりか。娘が不治の病と知ったとき。浮気が女房にばれ

て嘘泣きしたことも。ほとほとなさけないでざんす。太宰治ならいやらしいという

だろう。やれやれ最早その手しかないか。まてよもうひとつある。この状況がもし

悪夢だとしたなら。夢から覚める方法をかんがえればいいのでざんす。だがかんが

えられない。脳味噌が凍えて活動しないのでざんす。それでも縮んだ脳味噌でかん

じた。夢にしては臭い。夢でニオイをかんじたことはなかったでざんす。夢だなん

てゆめゆめ信じてはならぬ。駄洒落をいってる場合じゃない。汚水が益々ふえてく

る。これがみんなビールだったらなあ。びしょぬれなのに喉が渇く。こうなったら

自力本願でざんす。本来肉体派。頭で考えようとしたのがマチガイ。必死で膝をは

ずそうとした。痛い痛い死ぬ死ぬ。ままよ人間貧乏だいや辛抱でざんす。だがまる

で膣痙攣に逢っているかんじ。痛いなんてバベルいやレベルじゃない。じれったい

じれったい。ワタシ少女Ａじゃない中年Ｍ。ナイフがあったら切りおとしたい。お

とすより先におりてきたのは天啓ざんす。なるほどそうか。このまま飲まず食わず

なら痩せる。筋トレをやりすぎた罰だ。痩せたら膝も細くなる。細くなったらぬけ

る。三段論法。力む必要がどこにある。待てば海路のなんとやら。カイロがほしい。

寒さと恐怖でふるえがきている。ふるえのなかから悪魔の声がきこえるでざんす。

おまえの膝は膨れあがっている。ふだんの三倍はある。餓死したって細くなんかな

らない。それに餓死する前に溺死するでざんす。ううむおっしゃるとおり神の声。

そんなら最後の手段。き印じゃない目印。上着を脱ぎ溝川の外にほうりあげた。あ

の遠くのマンション。あそこの住人がこれを見てくれたら。戒厳令解除。しまった。

ポケットに財布いれたままだ。様子を見に来たやつに財布だけ持ってかれる。溝川

の中はシカトされるでざんす。被害妄想にもなるさ。青天の霹靂だもの。いや曇天

の辟易。するとドンとテンから。目の前に落下。汚水飛沫があがる。同時に動物に

似た人間の声。だから動物ではなく人間の声のはずでざんす。人間も動物だけれど

人間だ。仲間がふってきた。ドジなやつは他にもいるんだ。愉快痛快ほんまかい。

共に力を合わせ窮地脱出。だが仲間は呻き声も発しない。手をのばして仲間に触れ

た。鼓動がない脈がない。墜落ショック死だ。犬死にだ。まてよ人間にしては手足

が細い。どうやら仲間は犬だった。犬は汚水に流されてゆく。さらばいとしのレス

ター号よ。死んだ者が幸せか。生きている者が幸せか。真面目にかんがえるでざん

す。死んだ犬は後悔しない。まだ生きてる人間は後悔だらけ。死んだ犬は無言。ま

だ生きてる人間は一言多い。死んだ犬は融通無碍。まだ生きている人間は融通がき

かない。汚水がしみて内臓まで黒くなってきた。もし助かったら腹黒い人間として



生きてゆくでざんす。悪魔みたいな髑髏みたいな。例えば例えば。部下を騙して手

をつける。上司を騙して溝におとす。特命課長出番です。なんてね。あららここま

でやるか。土砂降りの雨はやまず。臨界点がきたでざんす。溺死は時間の問題。金

を大切にするんじゃなかった。女を大切にするんだった。背伸びした。チビが酸素

をまさぐった。ゴムホースはないか。ストローはないか。流されてくる汚物を漁っ

た。ヤキトリの串が目に刺さる。これからは独眼流。座頭市よりはいいか。お次の

方どうぞ。ゴムはゴムでもコンドーム。お次の方どうぞ。藁ではなくマカロニでざ

んす。溺れる者はマカロニを掴む。なにを取ろうと無駄。徒労はよそう。すでにし

たたか汚水を呑んでる。仮に溺死を免れても赤痢で死ぬ。万一ぬけだせてもクラッ

シュ症候群で死ぬ。あるいは狂死する。エイミ・ヤマダが書いていたでざんす。人

間が使い古した水は行き場ない。社会が使い古した人間は生き場ない。メメント・

モリ。死を想え。それどころではない。おまえはもう死んでいる。臨死体験。視覚

は闇に邪魔されている。聴覚を邪魔するモノはないざんす。雨の音。風の音。汚水

の流れ。悪魔の囁き。己のさけび。おお死にゆく者よ。おまえの肉体は重い。それ

は血肉が元素にもどるから。懼れることはないでざんす。新しい物質の誕生なのさ。

おお死にゆく者よ。おまえは光を体感した。おまえの脳に棲んでいた神々を。なじ

みの神々を。だから懼れることはないでざんす。安らかに死にゆけばよい。おお死

にゆく者よ。おまえは虹を体感した。おまえの心臓に棲んでいた神々を。ときめき

の神々を。だから懼れることはないでざんす。本来人間だれもが死刑囚。来るはず

の死が明日か明後日か。そのちがいだけでね。きのうけふとはおもはざりしを。雨

が降る雨が降る。降りくさっている。人間の心のなかに降っているのでざんす。気

づかないだけで。つと外界で音がする。雨の音ではない不穏な音。だれかが溝をの

ぞきこむ気配。怪しい奴め名を名のれ。闇のなかのギョロ目と垂れた舌。バリの魔

女かベロだしチョンマか。助けてくれ。そうさけぶ前に失言した。同時に失禁した

のでざんす。お巡りを呼んでくれ。チョンマでなくチョンボだ。怪しい奴が交番に

いくわけがない。奴は消えた。上着は持ち去られた。憔悴のなかでおもいだしたで

ざんす。そうだここは立ち入り禁止区域。看板もあったし柵もあった。溝川の部分

工事中だった。しかし墜ちた。理由がわかりかけた。酔っぱらっていたわけではな

いでざんす。余所見をしていたのでもないでざんす。だれかに突きおとされたのか。

それは現実であっても真実ではない。抵抗はできたはずだ。頑強なこの肉体。それ

なのに甘んじて墜ちた。要するに自分から飛ぶ。あの野良犬同様に。無意識の自殺。

そうだそんならジタバタするな。従容として死ね。あああ雨がやんだ。おおお汚水

が減った。慣れるとここもわるくない。人間とは慣れる動物である。我は白痴。我

は溝の王。孤独イコール唯我独尊。ここはシェルターだ。安全第一生命第二。住め

ば都。濡れてるかんじも平気。前世は魚かも。水清くして魚棲まず。足が自由にな

ったら泳ぎたい。こどものころ沼にはまった。死ぬかとおもったが助けられた。救

世主は肥溜め担いだ爺さん。爺さんになりたかった。救世主になりたかった。それ

で水泳をおぼえた。だがチャンスが来ない。だれか溺れてくれい。役立たずのマス

ターズ。役立たずの元課長。あれれまた雲行きがあやしい。雲はくもってみえない



けれども。四月は最も残酷な月。世界の自然が狂いはじめたのでざんす。日本の四

季が狂いはじめたのでざんす。四季のなかに四季がある。その四季のなかにまた四

季がある。四季のラッキョウだ。四季の死期だ。天変地異で十万人が死ぬ。溝川の

なかで辣韮男が死ぬ。四角四面に比較の仕様もない。素粒子ていどの事件さ。藪医

者よ来い。生臭坊主よ来い。ゴルゴよ来いゴルゴタよ来い。予告された殺人の記録。

矢でも鉄砲でも灰皿でも来い。原爆でも水爆でも爆乳でも来い。コレガ人間ナノデ

ス。さあ殺せ。いよいよ居直った。居直って疲れる眠くなる。永遠の眠りよ来い。

またふってきた。雨ではなくてこれはコンクリートだ。そうか溝川工事が再開され

たのだ。現場監督の声がする。溝のなかにでっかい鼠がいるぞ。生き埋めにすっぺ

か。なんだと祟りがこわいってか。そりゃそうだ祟ってやる。現場監督の太い腕。

そいつを掴むと地上へ。これが地上か。暗くて澱んでいるでざんす。息苦しい重苦

しい。殺伐とした風情。なんだこれが地上か。溝のなかにそっくり。おかげで真実

が解明されたでざんす。地上と溝のなかは似ている。人間は永遠に悲惨だ。人間は

逃れられない溝のなかにいる。いずれ太陽死滅人類死滅。また溝川に墜ちたい気分。

その必要はなかったざんす。まだ溝のなかにいた。夢はどこからくるかしら。こう

こはどうこの溝川じゃ。天神様の溝川じゃ。ちょっとおとしてくだしゃんせ。ご用

のないものおとしゃせぬ。嘘をつけ用もないのに墜ちた。どんぐりころころどんぶ

りこ。お溝にはまってさあ大変。泥鰌と遊ぶ余裕はない。うんこがしたくなった。

スラックスとブリーフをおろした。するするぬけて流れていった。バナナの皮をむ

くより簡単に。そんなバナナ足が挟まっているのだ。だが世の中理屈じゃない。こ

んなこともあるでざんす。こんな排便もあるでざんす。なんとペニスが屹立してい

る。こんなこともあるでざんす。消える寸前に炎は明るくなる。自慰か自殺かそれ

が問題だ。自民党より問題だ。こどものころよくかんがえた。人間の死に方パター

ン。安楽死から腹上死まで。切腹から腸捻転まで。炭坑事故から練炭自殺まで。電

気椅子から股裂きの刑まで。だが溝死は考えられなかったでざんす。もしも助かっ

たなら、神様に感謝して神様になろう。髑髏の顔をした神様岬裕次郎四十歳元オリ

ンピック代表。身長一七十センチ体重八十キロ。マッチョ。人間ドッグ総合診断Ａ。

但し痔持ち石持ち癇癪持ち。塩分糖分当分控えめ。そろそろ潮時。甘い期待なし。

素晴らしき哉人生。だれが苦しからずや。だれが悲しからずや】 

 

 夢うつつのなかで、麻暮は三つの事柄に就いて推理をした。 

一、理由はどうあれ、この男は溝の中から助かったのだな。 

 しかし鼠にでも、顔をひどく齧られたのにちがいない。 

 だから髑髏仮面をかぶっているのだろう。 

 あるいは、いままでの自分との訣別。 

二、元オリンピック選手とのこと。 

 おそらく先の二〇年東京オリンピックに出場したのだろう。 

 競技種目は解らないが、マッチョ体型からしてレスリングか体操だろうな。 

 年寄りのボクには、こういう相棒がほしいものだ。 



三、姓が岬とのこと。 

 すくない姓だから、もしかすると岬奈々、岬美々の親戚かもしれないな。 

 となると荒野とも無関係ではないか。 

 同じ便に乗っていることもその証拠だ。 

 ボクの敵か。 

 あんがい味方かも。 

 地獄を見た髑髏の見方がボクにはしっくりくる。 

 

 このあとも髑髏仮面の独り言はつづいたのだろうが、麻暮は眠りにおちた。 

   

   

 二〇三一年、十月十日、正午。 

 

 

 麻暮正作は、パリ・シャンゼリゼ大通りの高級ホテル「Meigret（メグレ）」にい

る。 

 事前に郷田とギャバンから、必要最小限のフランス語を教えてもらっていたし、

パスポートもオカメンの写真で両国大使館と話をつけていたので、麻暮は何の問題

もなくパリ空港に降り立ち、郷田に紹介されたホテルメグレに泊まることができた。 

 麻暮としては、地味なホテルが好みであったが、郷田の勧めを断わりきれなかっ

たのだ。 

 郷田には無事到着のメールをしたが、返信無用と打った。 

 ホテルの最上階にある展望レストランからは、エッフェル塔も凱旋門もノートル

ダム寺院も、まるごと見られるはずであったが、麻暮は観光気分を自ら禁じていた。 

 

 まだパリ警察のセリーヌ警部（帰国後出世したのである）に連絡もせず、麻暮は

滞在三日目にして初めて外出した。 

 もちろん、リノ・ヴァンチュラそっくりのマスクをかぶって。 

 一歩外へでて深呼吸した麻暮は、この初めての地に血のにおいを微かに嗅いだ。 

 想像以上にうるさい街の音を聴き、想像以上に混雑した街の賑わいを視た。 

 秋晴れだったせいか、郷田に勧められた美術館に行く気分でもないので（セザン

ヌ展でもやっていれば別だったろうが）セーヌ川沿いに歩きミラボー橋まで散歩し

た。 

 郷田の忠告は覚えていたが、危険地帯に近づきたがる癖はなおっていない。 

（寂しがり屋の郷田さんのことだから、この橋に佇んで通行人や釣り人を眺めてい

たんだろうな） 

 なんてことをおもいながら、寂しがり屋でもないくせに麻暮は郷田と同じことを

した。 

 なおかつ覚えたてのフランス語で、郷田が吟じたアポリネールの詩ではなく、昔



好きだったヴェルレーヌの詩を暗い声で吟じたものだった。 

 

【暗いセーヌよ 

 けだるい波をはこぶがよい 

 妖気とりまく橋下を糜爛した無数の屍体が流れたぞ 

 どれもパリに魂を虐殺された輩どもだ 

 見かけの不吉に較べたら 

 そなたの冷たい流れがはこぶ 

 屍体の数なぞまだ甘い】 

 

 すると、いつのまにか、麻暮は沢山のパリジェンヌに囲まれ、スマホで写真を撮

られていた。 

 なぜ大騒ぎされるか解らなかったが、なんとなく吟遊詩人とまちがわれているら

しいことは解った。 

 まったく、 

【パリでは皆なにかを探している】 

  

 大騒ぎは、かれこれ一時間経っても収まらなかった。 

 麻暮は覚悟を決めて、パリジェンヌたちにつきあった。 

 そのうち、パトカーがきて、中から葉巻をくわえ口髭をたくわえた伊達男がでて

きた。 

 セリーヌ警部だった。 

「やっぱり麻暮さんですね」 

「セリーヌさんか、どうしたのかね」 

「どうもこうも。 

 パリでは黄昏時に犯罪が起こると云われますが、まさか真っ昼間から事件が起き

ているとは。 

 ノンノン、こんなこと事件じゃないなんて云ってはいけません。 

 静かなるパリ、優雅なパリで、大騒ぎが事件でなくてなんでしょう。 

 郷田さんからのメールで、麻暮さんのマスクのことを事前に聞いていました。 

 必ずこういうことになるとおもっていましたよ。 

 なぜならいまのパリでは、私みたいなアラン・ドロンタイプよりも、強面タイプ、

リノ・ヴァンチュラタイプが大人気なのです。 

 私もこれほど二枚目に生まれたことを、嘆いています。 

 ごぞんじかもしれませんが、『冒険者たち』という映画で、人気一番だったのは、

ドロンではなく、ヴァンチュラのほう。 

 ジャン・ギャバン、イヴ・モンタン、リノ・ヴァンチュラ、ジャン・ポール・ベ

ルモント、ジェラール・ドパルデュー、ジャン・レノ、ダニエル・オートーウィユ

と続く伝統ですな。 



 ちなみに、かのナポレオンすら人気がありません。 

 日本人は首をかしげるかもしれませんが、いまのパリでは、フランス革命は、ギ

ロチンだけをもたらしただけだって意見が大半なのです。 

 日本人に信奉者が多い、偉大なルソーだって、女中に五人の子を産ませ、みんな

棄児院に棄ててしまったんですから、人気なんかない。 

 断頭台にのぼった、マリー・アントワネットの有名な言葉が、いまは大切にされ

ているんです。 

 

【自由の名において、何と多くの罪が犯されることでしょう】 

 

 これも余談ですが、『冒険者たち』の清楚なヒロイン、ジョアンナ・シムカムは、

のちに黒人俳優の、シドニー・ポワチエと結婚したんですよ。 

 かように、パリジェンヌはイケメンに興味がない。 

 パリでは、世界の七不思議とよばれていますがね。 

 さて、映画の七不思議と云いますと」 

 映画好きらしいセリーヌの話は、とまる気配がない。 

 まあまあと、麻暮は手を相手の胸に触れて、 

「なるほど、そういうことでしたか。 

 たしかにボクなんかがもてるのは、おかしいとおもっていましたよ、 

 やっぱり、ジュラール・フィリップにしておけばよかったかな。 

 ケケケ」 

「そうなると、こんどはパリのオカマに狙われます」 

「ボクにはパリがわからん」 

「どちらにしても、相談したいこともありますし、パトカーでホテルまで送ります」 

 セリーヌはそれから、パリジェンヌたちにむかって、フランス語で、こう云った

のだった。 

「このマスクの男は、たったいま刑務所を脱走した、超凶悪犯だ。 

 彼はすぐにこのパトカーで刑務所に戻すが、また脱走する可能性がある。 

 命が惜しいひとは、彼に顔を覚えられる前に、早くここから立ち去ってくれ」 

 

 ホテルメグレの麻暮の部屋にはいると、セリーヌは葉巻を燻らせながら、 

「じつは麻暮さんには申し訳ないことになりました。 

 さっき脱走の話をしましたが、じつはフランコとコテに、留置場からまんまと脱

走されてしまいました。 

 ２０１９年に、ノートルダム大聖堂の塔が焼け落ちた以来のショックです。 

 もちろん協力者がいるはずで、署内ではイスラム国のしわざだと噂されています

が、じつはそうではなく、それは麻暮さんが云っていた西園寺金時という人物かも

しれません」 

 麻暮はすこしも驚かなかった。 



 西園寺＝荒野がパリへ行った以上、こういうことになるのは時間の問題と考えて

いたからだ。 

「それでボクに相談とは」 

「麻暮さんほどの探偵が、観光旅行でパリにきているとはおもえませんね。 

 相談というのは言葉の使い方をまちがえたので、正確には依頼です。 

 もちろんターゲットはフランコとコテ。 

 もちろんふたりには多額の懸賞金がついています」 

「ケケケ、ボクはそのためにきたのです。 

 脱走のことは知らなかったから、のんびりしていたんだが、こいつはすぐに動か

ないといけませんね」 

 荒野の名前は出さなかった。 

 セリーヌは口髭をゆらせて喜び、ブラボーとさけんだが、ブラジャーとしか聞こ

えなかった。 

「そう云ってくれると確信していました。 

 つきましては当方で、麻暮先生に部下を用意させていただきました。 

 パリ事情にも詳しい日本人で、元オリンピック選手ですよ」  

（ありゃりゃ髑髏仮面かい） 

 とおもったが、一応名前と競技名を聞いた。 

「名前は岬裕次郎、競技名はトライアスロンです。 

 ちなみに、オリンピック三連覇で、四連覇確実というときに、どういうわけか巨

大な溝に落ちて半死半生。 

 なんとか命はとりとめたものの、いまや髑髏仮面となって、危険屋稼業。 

 あちこちのテロ地域にも潜入して人命救助した実績もあります。 

 かならずや麻暮先生の手となり足となることでしょう。 

 郷田先生に負けず劣らずの、頼もしい味方となること請け合いです」 

 セリーヌの言葉が終わらぬうちに、髑髏仮面が部屋に入ってきた。 

「麻暮先生、さきほどは失礼しました」 

 麻暮は握手をして、 

「先生はやめてくれないかね、岬さん」 

 すると、髑髏仮面は、 

「ならば私も、岬さんはやめてほしいざんす。 

 と云うのは、私は双子の姉である岬奈々と、とある理由で絶交状態になっている

ものですから」 

（そういうことか） 

 麻暮はおもいつつ、 

「ではなんてよべばよろしいでしょうか」 

「裕次郎、いや裕さんとよんでもらえれば嬉しいざんす」 

「裕さんか、それはいい。 

 ならばボクは正さんだ、ケケケ」 



 麻暮は正直、髑髏仮面の正体が解ったわけではなかった。 

 おそらく髑髏仮面は、自己紹介のつもりで、長い独白をしたのだろうが。 

 けれども、解らなくても構わないとおもえてきた。 

 むこうだってこちらが解らないのだろうから。 

 解らないなりにも、職人気質で、あるいはスポーツマンシップで、部下の役目を

全うしようとしているのだから。 

「バッチリ決まりましたね。 

 正さん裕さんコンビで、悪党退治をよろしく」 

 セリーヌは云って葉巻をくゆらした。 

（なにがバッチリだ） 

 と麻暮はいささか不快になった。 

 それで、あえてこう云った。 

「おっと、警部。 

 悪党という言葉、退治という言葉は、禁句で頼みますよ。 

 フランコやコテを、ボクは悪党だなんて考えてはいない。 

 たぶん立場を代えれば、ボクのほうが悪党だからね。 

 それに相手は猛獣とかお化けとかでもないし、退治はやめましょう。 

 明日はボクが連中に退治されているかもしれないんでね。 

 ケケケ」 

 セリーヌの口髭が歪んだ。 

「ひとつお聞きしたいんですがね。 

 カトリーヌという女性をごぞんじですか」 

 麻暮は口調を替えて聞いた。 

 セリーヌはすこし意地悪そうに、 

「麻暮さんともあろう人の質問じゃありませんね。 

 パリにカトリーヌが何千人いるか想像がつくでしょう。 

 それに、たとえ知っていたとしても、警察の人間が個人情報を吐き出すわけには

いきません」 

 麻暮は一本とられた感じを味わった。 

 

 

 二〇三一年、十月十三日、午後十時。 

 

 

 麻暮正作はホテルメグレの自室にいる。 

 隣の部屋にいる髑髏仮面、つまり岬裕次郎と、すでに行動を開始して三日が経っ

た。 

 この日も、セリーヌ警部からの情報をもとに、ブローニュの森を探索したのだ。 

 麻暮は疲れ果てて、いまベッドに倒れこんでいる。 



 そこへ髑髏仮面が入ってきた。 

 お互いに合鍵を持って、いつでも往来できるようにしている。 

「正さん、どえらいことでざんす」 

 裕次郎は困惑の声をしている。 

「裕さん、どが付く事態ですかい」 

「われわれの予想をはるかに超えた、どえらい計画があるとのことでざんす。 

 情報源は岬一族の者です。 

 さらにその元は、タナカという介護ロボットとのことでざんす」 

 麻暮は手をあげて、 

「解った、もう云わないでもいいです」 

 裕次郎はもっと困惑の声で、 

「それは、つまり、その」 

「そのとおりです、予想を超えてなんかいないのさ。 

 タナカからの情報なら、ロボット関連だろう。 

 さしずめ、ＡＩロボットを自爆テロリストにするって魂胆だな」 

「どうしてそれを」 

「荒野は原爆テロをやろうとして、ボクらに遮られた。 

 それからタブレットテロをやろうとして、やはりボクらに遮られた。 

 そんなら、次に考えるのはＡＩロボットテロだと睨んでいたのよね。 

 ＡＩロボットのナカタをはじめ、ロボットたちはすでに海路で運んでいるとおも

われるから、いまはフランコ博士によるテストが行なわれているはず。 

 おそらく、ブローニュの森でそれをやろうとしたんだろうが、ボクらが乗り込ん

だのでダメになったのです」 

「なるほど、そうでざんすか。 

 しかし、それなら私らをターゲットにしたらよさそうなもんじゃ」 

「ケケケ。 

 荒野はボクが、ＡＩロボットテロにやられるタマでないことを、知っているのさ」 

「でも」 

「というのは、おそらくボクの思い過ごしでね。 

 ホントのところは、裕さんが岬一族だからじゃないかな。 

 ごぞんじのとおり、岬美々は荒野の曾孫。 

 裕さんと美々さんがどのていど親しいか、あるいは近しいか、ボクは詳しくは知

らないが、まちがいなく荒野は知っているのだろう。 

 ボクを爆死させたいだろうが、裕さんを爆死させて美々さんを悲しませたくない

んですよ。 

 荒野はボクよりも百倍人情家さ。 

 ともかくボクは、裕さんと一緒なら安全ということになりますね。 

 ケケケ」  

「ううう」 



 裕次郎は唸った。 

 荒野に情をかけられた気分で、気分がわるかったのだ。 

「さて」 

「さて」 

 ふたりは顔を見合わせた。 

「ボクらの次の動きですが」 

「荒野の、あるいはフランコとコテの、アジト探しざんすか」 

「それは、セリーヌ警部のチームが探っています。 

 それに、連中のアジトが解っても解決はしませんよ」 

「すると」 

「そう、ケケケ」 

「連中の武器である、ＡＩロボット自爆テロリストの壊滅でざんすか」 

「そう、ケケケ」 

「どうやるでざんすか」 

「ＡＩロボットに、勝手に自爆してもらいましょうかね」 

「正さんには、勝算があるでざんすか」 

「うまい洒落ですね。 

 要するに、ロボットのＡＩを狂わせることですが、ボクのほうで、専門家を探し

ましたよ」 

「それはいったい」 

「裕さんも知っているかもしれない。 

 美々さんの連れ合いの、川上宙門君ですよ」 

「ええ、荒野の元腹心である天才科学者ですね」 

「その川上君に、すでに日本を立ってもらいました」  

「よくＯＫしましたね。 

 命にかかわることなのに」 

「ケケッ、ＯＫしなくとも命にかかわるからでしょう。 

 冗談ですがね」 

「いずれにしても、彼が到着したら、私ら三人組で一件落着というわけでざんすね」 

 麻暮はしばし目を伏せたのち、 

「ボクの考えは、連中を壊滅させること。 

 のみならず、三人が無事に日本に帰ることですよ」 

（いままで何人の仲間を失ったことか） 

 小林金助、竹田金之助、玄治。 

 郷田狂介を失わなかったことが、不幸中の幸いだった。 

 だからこうして、麻子を置いてパリにまでやってこられる。 

 郷田は自分の配下ではなく、仲間だったから無事だったのかもしれないとおもう

と、裕次郎も配下ではなく、仲間として扱うべきだとも考えた。 

 だが荒野はもっとたくさんの配下を失った。 



 川上宙衛門、木下弁太郎、木下太郎、双子美人、小金井豊子、山本久子。 

（もうここらで終わりにすべきだ） 

 麻暮はそうおもったりもした。 

 だが荒野は終わりにしてくれるだろうか。  

 

 しばらくして麻暮が聞く。 

「ちなみに裕さんはパリ事情に詳しいとか。 

 カトリーヌというパリジェンヌを知りませんかね」 

 裕次郎は髑髏仮面をふるわせながら笑って、 

「それはさっきセリーヌ警部が云っていたでしょう。 

 私も同じ答しかでてきませんね。 

 パリにカトリーヌが何千人いるか想像がつくでしょう。 

 けれど」 

 裕次郎はここで言葉を濁した。 

「けれど」 

「パリでいちばん有名なカトリーヌなら知っています」 

「カトリーヌ・ドヌーブだろ。 

 ボクはフランソワーズ・アルヌールだなあ」 

「両方知りません」 

「裕さんは若いからな。 

 ミレーユ・バランは」 

「知りません」 

「なら、ブリジット・バルドーは」 

「名前くらいは」 

「困ったもんだ、ならば」 

「もういいです」 

「そうか、そうだな」 

「カトリーヌ・カピタなら」 

「まったく聞いたことがないけど」 

「それはそうでしょう。 

 日本だって、国内ではたいへん有名でも、海外だと無名の人がいるでしょう。 

 もちろん、その反対もまれにはあります。 

 ともかくカトリーヌ・カピタは、パリで、いえフランスで最も有名なカトリーヌ

です。 

 もしかすると、最も有名な女性のひとりかも知れません」 

 麻暮はおもわず髑髏仮面に接近し、 

「それでそのカトリーヌ・カピタはどういう女性なの」 

 慌ただしく聞いた。 

「正さん、そんなに近づかなくても、私の声は聞こえるでしょう。 



 カトリーヌ・カピタは、フランス人の父とイラン人の母との間に生まれ、現在十

八歳。 

 パリのファッション界一番の美人モデルで、遠からず映画女優としてのデビュー

も期待されています」 

（さすがの蝶子でもヤキモチを妬くなあ） 

 麻暮は、そのカトリーヌ・カピタが、蝶子の云うところのカトリーヌだと決めつ

けていた。 

「けれど」 

 裕次郎はまた言葉を濁して、なかなかそのあとを云わなかった。 

「けれど」 

 と麻暮は促した。 

「けれど、それは表の顔でして」 

「裏の顔なんてものがあるのかね」 

「カトリーヌ・カピタは、いやこれからはカトリーヌとよびましょう。 

 カトリーヌは、盲目的と云ったらいいのか、真摯的と云ったらいいのか、私に云

わせれば過激的なイスラム教信者で、かつてフランコ教授に心酔していたらしいざ

んす。 

 彼女のブログには、そういう内容のコメントがよく載ります」 

 云いながら裕次郎はスマホを操って、カトリーヌの最新画像と最新コメントを麻

暮の目の前に差し出した。 

（げっ、なんじゃこりゃ） 

 美女に対しては、無関心になれる自信がある麻暮ではあったが、実物はもちろん

映画でも雑誌でも、こんな美人にはお目にかかったことはなかった。 

 しかも美人というよりも、美少女という言い方が似合っていた。 

 立原正男の喫茶店の壁にもかかっていた、ルノワールの複製画を、麻暮は想いだ

した。 

 タイトルはたしか〈イレーネの肖像〉になっていたが、正確には、 

「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」 

 ということも知っていた。 

 絵の美少女は、横顔であったが、それがもし正面なら、 

「カトリーヌ・カピタ嬢」 

 ということである。 

 それはともかく、麻暮はカトリーヌのコメントを注意深く凝視しながら、フラン

ス語は明確には解らなかったものの、その文面のなかにある「Ｄ」の一文字に釘付

けになった。 

「Ｄか」 

「Ｄが何か」 

 裕次郎は訝し気に麻暮を視た。 

「うむ、Ｄは荒野大三郎のＤではないかと。 



 裕さん、すまないが、このフランス語を訳してはくれまいか」 

「おやすいご用で」 

 と云いつつ、それを眺めていた裕次郎は、 

「あっ」 

 と声をあげた。 

「どうしました」 

「カトリーヌは、フランコ教授に心酔していましたが、いまはそれ以上に、このＤ

に心酔している様子ざんす。 

 Ｄの思想を理解した現在は、それ抜きには生きてはいけない、と書かれています」 

「うむ」 

 唸った麻暮は、 

（荒野抜きでは生きていけない、ではなく、荒野の思想抜きではなら、まだいいか）   

 とおもったが、これは同じことかもしれぬと、蝶子の声を想いだしていた。 

 珍しく不安げな蝶子の声を。 

「しかしＤの思想って、何でざんしょうね」 

 裕次郎の疑問に、麻暮はひとことで、 

「人類絶滅の思想さ」 

 と吐いた。 

「しかしそれは、思想というものでしょうか。 

 そんなもののどこが、あるいはそんなやつのどこが、カトリーヌを心酔させるの

でざんしょう」 

 裕次郎の疑問を素直な疑問だとおもいつつも、荒野の存在を知悉している麻暮は、 

「そんなものだから、そんなやつだからさ」 

 とまた吐いた。 

「私にはかいもく理解不能でざんすがね」 

「喩えは正確ではないが、と云うより、本来喩えようもないのだが。 

 裕さんは、トライアスロンをやってきて、このレースが自分ひとりきりならいい、

ひとりきりならまちがいなく優勝だ、とおもったことはありませんかね」 

 裕次郎はひとしきり考えたのち、 

「ありませんね。 

 競技は強敵がいてこそ愉しいものです。 

 大勢のなかで優勝してこそでざんす。 

 ひとりきりのレースなんて安易じゃありませんか」 

「そうですか。 

 しかしそう考えない人間もいる」 

「どうしてでしょうか」 

「好意的にみれば、それだけ苦悩が深いということ。 

 悪意的にみれば、それだけ自己愛が強いということ」 

「正さんは好意的にみているんでしょうか、それとも悪意的にみているんでしょう



か」 

「ふむ、その両方かな」 

「両方、ですか」 

「だが、人類絶滅を画すか、人類絶滅を防ぐか、その二者択一なら、ボクは常識人

だから後者なので」 

「私も常識人でざんす」 

「でも、お互い、常識人の顔ではないね」 

「それも、そうでざんすね」 

 お互いのマスクを見て、共に大笑した。 

（おそらく） 

 と麻暮はおもう。 

（人類絶滅を画すも狂気、人類絶滅を防ぐも狂気） 

 

 

 二〇三一年、十月二十五日、午後一時。 

 

 

 麻暮正作はセーヌ川沿いを探索している。 

 但しセーヌ川洲のシテ島を除いたのは、そこに警視庁があるからだ。 

 岬裕次郎はブローニュの森を探索している。 

 できるだけ奥を探っているのは、疑わしいのみならず、観光客が髑髏仮面に気づ

いて通報しそうだからだ。 川上宙門はパリ市街を探索している。 

 街なかには空き家もないので、市街のはずれを中心に廻っている。 

 まとまると気づかれやすいので、三方に別れて探索をすることにしたのだ。 

 ほんの些細なことでも、異変を感じたらお互い連絡しあうことにしている。 

 川上がホテルメグレに着くと、すぐにミーティングをして動きだし、十日目にな

る。 

 初めて連絡がきたのは、川上からだった。 

（おもったよりもずいぶん早いな） 

 麻暮は感じたが、情報は軽いものではなかった。 

 

【ナカタを発見した。 

 只今尾行中】 

 

 麻暮も裕次郎もＧＰＳを頼りに、タクシーで急ぎ川上のいるパリ市街へと向かっ

た。 

（なるほど） 

 麻暮はおもった。 

（敵もさるものだ。 



 まず市街はあるまいと考えていたが、逆をきたか） 

 麻暮は川上の身の危険をおもって、指示をだした。 

 

【ボクらも向かうが、決して深追いはするな】 

 

（およその地点さえ判れば、あとはセリーヌ警部のほうで何とかなるだろう） 

 とおもったからだ。 

 

 だが川上は、深追いした。 

 パリ郊外まできて、とつぜんＧＰＳが利かなくなり、メールも送信不可となった。 

 地下鉄へ入ったのか、と決しておもわなかったのは、地下鉄に入るばあいは、事

前に一報を入れることにしていたからだ。 

 パリの場末で裕次郎と合流した麻暮は、舌打ちをした。 

 ブローニュの森とは反対方向にある、ヴァンセンヌの森に近い所である。 

「素人はこれだから困る」 

 とぼやくと、裕次郎は頷きながらも、 

「私だって素人ですから、川上さんと同じことになるざんす。 

 それだけ夢中なんでざんすから、正さんも川上さんを叱らないでください」 

「ボクがわるかった。 

 川上君はよくやった。 

 あとはボクらが何とかしないといけない」 

「そうですね。 

 ともかくこの近辺で消えたことはたしかなのですから、虱つぶしといくざんすか」 

「幸運にもハロウィンが近い。 

 仮面はハロウィンの予行練習ということで」 

「でもいまのパリではハロウィンは下火でざんす」 

「だからいいのさ。 

 ハロウィン・キャンペーンの名目で、虱つぶしといこう」 

 

 虱つぶしと云ったものの、パリもここらあたりだと、店鋪や家屋などがめっきり

すくない。 

「あとは、カンでいくしかないな」 

 麻暮がつぶやいたとき、裕次郎がなにかを発見した。 

「正さん、あれは」 

 指さした先にあったのは、巨大な廃品回収場である。 

 ふたりが近づいて仰ぎ見ると、廃棄処分のクルマを中心に、家電製品やコンピュ

ータ関連や、なかには壊れたロボットもある。 

「ここはくさいな」 

 麻暮はつぶやき、 



「くさいざんす」 

 裕次郎も頷いた。 

（荒野め、なかなかやるな） 

 と麻暮がおもったのは、たとえばＡＩロボットテロリストをヘリコプターで発見

したくても、ここなら探索を察知した場合に動きを止めるだけでいいのだから。 

 じっさいにいまだって、この巨大な廃品回収場のよくは見えない天辺あたりに、

多数のＡＩロボットテロリストが蟠っている可能性もある。 

「さて、まずは」 

 と麻暮は云った。 

「まずは」 

「まずは、川上君を救いだすことだね」 

「それは、後回しじゃいけないざんすか」 

「いけないざんす」 

 麻暮の断定に、裕次郎は不満げな声を漏らす。 

「私たちの目的を、優先させるべきではないでしょうか。 

 そういうことくらい、川上さんだって覚悟の上ざんしょう」 

「覚悟の上ではあるまい。 

 渋々パリにやってきたはずさ。 

 ボクとしては、ともかく美々さんを悲しませるわけにはいかない」 

「正さんって、あんがい、あんがいざんすね」 

「ケケッ、厭な言い方するね。 

 いや、ボクの言い方がわるかったのだ。 

 ボクは美々さんから川上君を引き離すようにして、預かったのだ。 

 川上君に万一のことがあったら、じつに怖い。 

 つまり、女の恨みが怖いのさ」 

「ああ、それなら納得でざんす。 

 私が抱いていた、麻暮先生のイメージにぴったりです。 

 むかしは英雄色を好む、でしたが、いまは英雄色を怖れるでざんす。 

 私は英雄ではありませんが、そして女の恨みなんか怖いとおもったこともありま

せんが、本当は川上さんを救いたい。 

 なぜなら、天才科学者を早死にさせるのは、国の損失でざんすから。 

 ボクを溝男にしたのも、国の損失ですが、それはじっさい自然災害みたいなもの

で。 

 とはいえ、正さん、自然災害なんてものは、みんな人災でざんす。 

 自然を破壊し続ける人類が、自然災害にやられる。 

 これは結果的にというか運命的にというか、人災でざんす。 

 私は巨大な災害が勃発したときだけ、神の存在を信じますね。 

 神は我々に試練を与えなすった。 

 神は試練を、乗り越えられる者にのみ与えるってよく云いますが、結果論であっ



て、試練を試練と考えるまもなく、人びとはやられちまうでざんす」 

 裕次郎が喋っている間に、麻暮はセリーヌ警部に連絡をし、シテ島からヘリコプ

ターを一機飛ばしてもらうことにした。 

 

 

   第三部／第三章 

 

 

                なんとも身勝手な巨人だったのです 

                            ワイルド 

 

                       私には生きるための 

              つねに何か素晴らしいものが必要なのだ 

                      ブリジット・バルドー 

 

                  それはまだ最後の深淵ではない 

                           ネルヴァル 

 

 二〇三一年、十月二十五日、午後五時。 

 

 

 麻暮正作と岬裕次郎は、ヴァンセンヌの森近くのヘリポートに移ってきている。 

 黄昏れ時になっていたので、ふたりは急いだ。 

 ヘリコプターが到着すると、麻暮を制して裕次郎が乗り込んだ。 

 裕次郎はパイロットに、廃品回収場の真上に飛ぶよう依頼した。 

 天辺に着いて下を観ると、井戸に似た穴が穿たれていた。 

 裕次郎はパイロットにロープを下ろしてもらうと、そのロープを伝って穴のなか

へと入っていった。 

 溝に入ったときをおもわず想いだしたが、今回は自ら進んでいくので不安も不満

もない。 

 穴はおもったよりも深く、ロープが届かない部分は、鉄屑の壁を伝って底まで降

りた。 

 其処から四つの横穴があり、裕次郎はそのなかでいちばん細い穴にあえて潜って

いった。 

 すぐに完全な闇になったので、裕次郎は用意していた懐中電灯をつけた。 

 進むにつれて穴は益々細くなったが、奥から呻き声らしきものが聴こえた。 

「川上さんですか」 

 そっと声をかけると、呻き声がさらに大きくなった。 

 酸素が薄くなってきた気がしたが、裕次郎はあの溝にくらべれば雲泥の差だと、



鉄屑で全身が傷つけられるのも構わずにすすんでいった。 

 

 川上宙門は拘束バンドで両手足を縛られ、口にはガムテープ。 

 裕次郎は川上を拘束しているものをすべてはがし、川上の身体をひきずって戻っ

た。 

 懐中電灯でヘリコプターのパイロットに合図を送ると、ロープが下りてきた。 

 裕次郎は川上と自分をロープで巻いた。 

 ヘリコプターが飛び立ち、廃品回収場の麓で待っている麻暮の場所までいった。 

 麻暮はロボットたちとの戦闘の用意をしていたが、邪魔はまったく入らなかった。  

「よかった、よかった、裕さんよくやった。 

 川上君もごくろうさん」 

 麻暮に声をかけられた川上は、声もだせずにただ涙ぐんだ。 

 裕次郎が川上を背負い、川上を病院に運んでもらうために、ヘリコプターが着陸

しているヘリポートまで歩いた。 

 川上は衰弱していたが、裕次郎もかなり傷だらけだったので、麻暮はけっきょく、

川上と裕次郎の両方を抱えていかなければならなかった。 

  

  

 二〇三一年、十月二十五日、午後八時。 

 

 

 麻暮正作は、モンマルトルの〈ＭＣ病院〉の待合室にいる。 

 ＩＣＵに入っている、川上宙門と岬裕次郎の状態が落ちついたら、 

「すぐに呼びます」 

 と、日本語の上手な美人看護師に云われているのだ。 

 ＩＣＵでは担当医が、新米ゆえか、 

（もしくは奥の手を使ったのか） 

 ほとんど声もでない川上に、両腕から同時に点滴をした。 

 この担当医は、麻酔で眠っている裕次郎の顔色を確認するために、髑髏仮面をは

ずしたが、仮面も仮面の下も、まったく、 

（あるいはほぼ） 

 同じだったので、また仮面をかぶせた。 

 

 二時間が経って、 

「一般病室へ移しました」 

 と、日本語の上手な美人看護師が報告にきた。 

「どっちの病室に先に行ったほうがいいかね」 

 念のために麻暮が聞くと、 

「アイウエオ順でもイロハ順でも、川上さんですね」 



 日本語の上手な美人看護師は、微笑みとともに即答した。 

 麻暮はこの看護師を気に入り、半分たわむれに、 

（こういう探偵秘書がいればな） 

 とおもい、一応名札を確認してみた。 

 フランス語で、 

［マドレーヌ・カピタ］ 

 とあった。 

（カトリーヌの姉にちがいない） 

 とおもったのは麻暮のカンであったが、マドレーヌの容貌が裕次郎に見せられた

カトリーヌによく似ていたので、そう確信できたのである。 

  

 川上はまだ憔悴していたが、会話はできた。 

「すまなかったねえ、危険な目にあわせて」 

 まず麻暮が謝ると、 

「いえ、面目ありません、ご面倒かけて」 

 川上のほうが済まなそうに云った。 

「裕さんの話では、あの廃品回収場の縦穴の底には、いくつかの横穴があったそう

だが」 

「ええ、そこへＡＩロボットたちが入って行きました。 

 でも、もう閉じられてしまっているかもしれません。 

 連中は酸素が要らないから、ああいう所は楽ですよ」 

「そうだろうな、それにしても、ボクらに酸素が必要だなんて、だれが決めたんだ

ろうね」 

「それは、きっと、創造主が決めたんですね」 

 麻暮の冗談に、川上は真顔で応えた。 

「勝手に決めやがって」 

 と麻暮がつぶやくと、川上は笑った。 

「退院は十日後とのことだよ。 

 これに懲りずにまた協力してくれるかな」 

「いいとも」 

 と川上は云った。  

 麻暮は川上の手を握ってから、 

「そんな古い受け答えができるようなら、三日で退院だな、ケケケ」 

 

 裕次郎は隣の病室である。 

 入って行く麻暮の姿を見ると、裕次郎は大声で、 

「かすり傷なのに、大袈裟な病院でざんすねえ」 

「まあまあ、念のためってこともあるからね。 

 尖った鉄屑のせいで、手も足も裂けている部分がある。 



 鉄屑の塗料なんかが有害だといけないから、もうちょっとだけ我慢してちょうだ

い」 

 医師や看護師に聞いてもいないことを、麻暮は云った。 

 裕次郎に怪我をさせてしまったことを、後悔もしていたのだ。 

「とにかく私はベッドが苦手で、ホテルでも床に寝ているくらいでざんす」 

「わかった、わかった、病院側にはそう伝えておくよ。 

 ボクだって、裕さんに早く退院してもらわないと困るんだ」 

「正さん、よく云ってくれました。 

 もう痛くも痒くもないので、明日退院することにします」 

 裕次郎の独断には応えず、ヘリコプター内であらかた聞いてはいた廃品回収場の

ことを、麻暮は再度確認してみる。 

「例の横穴の様子なんだけど」 

「あれはアジトではなく、アジトへ向かう通路と見たほうがいいでしょうね。 

 ゆるく下降していましたから、地下都市に通じているんでざんしょうね」 

「げげっ、パリに、そんなものが、あるのかい」 

〈地下都市〉という言い方に麻暮は鋭く反応した。 

 ひとつ深い呼吸をしてから、裕次郎は説明する。 

「現代でパリの地下というと、メトロということになりますが、地下鉄がなかった

時代、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』にも、パリの地下の描写が長くあ

ります。 

 ユゴーは、そこを〈恐ろしい穴蔵〉と書いているでざんす。 

 アラン・シフルは、〈幾本もの触手を持つ巨大な生き物〉と呼んでいます。   

 メトロや地下水道のさらに地下、そうですね深さ三十から四十メートルくらいに、

表現しきれないくらいの、巨大な地下都市があるのです。 

 パリは２０区に分類されていますが、地下都市はそのうちの７区ほどの大きさな

のです。 

 地下都市というと、大袈裟におもわれるでしょうが、そこを知っている者にとっ

ては、ちっとも大袈裟ではありません。 

 つまりそれは、〈カリエール〉、採石場なのでざんす。 

 セーヌ左岸には石灰岩の、北部には石膏の採石場でざんすね。 

 地下採石は数世紀前から行なわれ、そのトンネル網は複雑怪奇なものでざんす。 

 十八世紀、ヴァルド・ド・グラース修道院の門番は、ランプを片手に修道院の地

下階段を降りていき、採石場の迷路のなかに入り込み、二度と戻ることがなかった

と云われています。 

『オペラ座の怪人』の、あの怪人は、舞台の下の奈落のさらに下の、地底湖の家に

棲んでいましたが、地下都市はもっとずっと下でざんす。 

 また、〈カタコンブ〉とよばれた納骨場もあります。 

 ですからそこを、レジスタンスのアジトだとか、ギャングの巣窟だとか呼んだ時

代がありました。 



 いまでいう、ホームレスの拠り所としても、使われていたはずでざんす。 

 探検と称して入りこんだり、なかにはそこを別荘みたいにしていた人もあったそ

うで。 

 それでも危険地帯であることにちがいはないし、現在はそこでの滞在は公式に禁

止されていて、定期的に警察のパトロールもあります。 

 いまや当たり前と云えば当り前ですが、侵入常習者には、高額の罰金も課せられ

るのでざんす。 

 本人が危険というよりも、あんな所で原爆とはいかないまでも、ダイナマイト百

五十トン爆発させたら、〈パリは燃えているか〉なんてことが生じる可能性があり

ます。 

 話せば長くなりますが、あとは自ら入ってみないと、鬼がでるか蛇がでるか、か

いもく解りません」 

「鬼がでるか蛇がでるか」 

 というセリフに、麻暮は半世紀以上前に荒野大三郎の「自殺請負所」へ潜入した

ことを想いだした。 

（パリの〈地下都市〉は、江ノ島の〈秘龍窟〉のレベルではないな） 

「つまり、裕さんは、連中が、すくなくともＡＩロボットたちが、その地下都市に

屯していると云うんだね」 

「そうです、それしか考えられません。 

 そうして私は、運命というものを感じざるを得ないのでざんす。 

 もしかすろと、おそらく、いえきっと、私が溝男になったのは、このときのため

とおもわれてしかたがありません。 

 もっとも、パリのドブ鼠は日本のドブ鼠よりも、さらに大きく凶暴でざんしょう

がね」 

「ううむ」 

 麻暮はひとつ唸ってから、 

「ケケ、ボクたちは、その地下都市に潜入しないといけない、ということだね。 

 セリーヌ警部に頼んで、許可をとらないといけないか」 

「はたして許可がでるかどうか。 

 私は許可ぬきで潜入したほうが、いいとおもいますね。 

 許可がすぐにおりるとはおもわれないし、急がないと手遅れになる可能性があり

ます。 

 私は明日ここをでたら、地下潜入のための完全武装用品の準備にはいるでざんす」 

（裕さんの云うとおりだ） 

 とおもったが、麻暮は腕を組んで黙っていた。 

 マドレーヌがやってきて、 

「面会時間が過ぎました」 

 と伝えた。 

 裕次郎の手を握ってから、麻暮は病室をでて病院もでたが、ホテルへは帰らずに、



病院の敷地内に隠れた。 

 マドレーヌを待ち伏せするためだった。   

 

 

 二〇三一年、十月二十六日、午前零時半。 

 

 

 麻暮正作は、ＭＣ病院の裏門に近い潅木の陰にいる。 

 あれこれ考え事をしながら待っているので、退屈はしない。 

 病院の裏門にマドレーヌの姿が見えた。 

 マドレーヌが門をでると、麻暮はあとを追った。 

 五百メートルほどあとをつけて、街灯が仄明るい街路に入りかけた処で、うしろ

から麻暮は声をかけた。 

「マドレーヌ看護師さん、おつかれさま」 

 マドレーヌはふりかえると微笑んだ。 

 麻暮が尾行しているのを、はじめから気づいていた素振りだった。 

（ボクの尾行術も、すっかり衰えたな） 

 なんだか悪い事をした気分になった。 

（尾行もばれなければ名探偵、ばれたら悪質なストーカーだ） 

「麻暮さんも、おつかれさま」 

 麻暮のおもいに反して、マドレーヌは機嫌を害してはいなかった。 

 麻暮は安堵し、安堵したために図々しいことを口走る。 

「マドモアゼル、よろしければ、ボクと、深夜のデートをしていただけませんか」 

 マドレーヌは愛想のいい微笑みをたたえながら、 

「マスクの方とデートだなんて」 

「やっぱり、まずいですかね」 

「いえ、光栄ですわ」 

 麻暮は戸惑ったが、 

「メルシー。どこかに、深夜営業のカフェでもありませんか」 

「デートを誘う人が、エスコートしてくれませんと」 

「それもそうですが、ボクはパリに、いやパリどころか外国に弱い」 

 麻暮はわざと弱々しい声をだした。 

「わたくしの部屋はこのすぐ近くですが、お寄りになりませんか」 

「ストーカーを招いたりしてもいいんですか」 

「招いてしまえば、もうストーカーではありませんわ」 

（甘い話に罠あり） 

 とおもったが、麻暮はマドレーヌに促されるままに、豪華で新しいマンションに

入って行った。 

 



 マンションの外観に似合わず、マドレーヌの部屋は、おもいのほか質素だった。 

「そのソファに、どうぞ。 

 いま温かい紅茶をいれますから」 

「紅茶ですか、それは嬉しい。 

 できればマドレーヌも添えて」 

 マドレーヌはプルーストの『失われし時を求めて』を知っているのだろう、 

「とうぜんですわ」 

 云ってキッチンに入った。 

 

  

 二〇三一年、十月二十六日、午前二時。 

 

 

 麻暮はマドレーヌの部屋にいる。 

 ソファに坐り、紅茶を飲み、マドレーヌも食べたあとである。 

「おっしゃるとおり、モデルのカトリーヌ・カピタは、わたくしの妹ですわ」 

 マドレーヌは静かに白状すると、麻暮の横に坐った。「やはり、そうでしたか、

じつは」 

 最後まで云えなかったのは、やや大きめのマドレーヌの唇で、マスクからのぞく

自分の口をふさがれたからだった。  

 さすがの麻暮も、こういう展開は読めなかった。 

 以前、麻子の母である美村麗子に襲われたとき、否その後しばらくして、 

（あれは百年に一度だけの奇蹟だった） 

 とおもったものだが、二度もあるとは信じられない。 

「マドレーヌを食べたあとは、ホンモノのマドレーヌを味わう番よ」 

 とマドレーヌが云ったかどうかは、麻暮には判然としない。 

 フランス語で何か云ったのだが、マドレーヌが二回でてきたのは解ったので、そ

う云った気がしたのだった。 

「おいおい、ボクはインポテンツだよ。 

 しかも前立腺超肥大だし、マムシグロンも凄十も飲んでいないんだぜ。 

 おいおい、ボクはオジイチャンだよ。 

 しかもこのマスクをはがしたら、だれでも気絶するんだぜ」 

 麻暮はさかんにわめいたが、パリジェンヌ相手に力ずくで抵抗する気なんかある

はずがない。 

 またどんな御託も、発情しているマドレーヌには通用しなかった。 

 麻暮は衣服をむしりとられ、マドレーヌは自らむしりとり、雄猫に似た叫び声を

あげた。 

【天門が開閉して活動するとき、雌のように静かに受け身でいることができようか】

という、『老子』の言葉を突拍子もなくおもいながらも、麻暮は終始「雌のように



静かに受け身」だったが、マドレーヌは自ら上になり下になり横になり後ろになっ

た。 

 その白い肌はフランスの国旗となり、その白い手足はフランスのオクトパスとな

った。 

（彼女は麻暮正作とやっているんじゃない、リノ・ヴァンチュラとやっているんだ） 

 そうおもった麻暮は、気紛れにマスクをはずそうかとおもったが、おもっただけ

にすぎなかった。 

 マドレーヌの痴態に見蕩れるのに、なにしろ急がしすぎた。 

 女というものが、こうなるのは解ってはいたが、こうまでなるとは、いままで解

りようもなかった。 

（長生きはするものだ） 

 それでも麻暮は、自分の役目を忘れたわけではなかった。 

 日本にまで届きそうな、高く鋭く艶かしい最後の喘ぎを発すると、マドレーヌは

三十分ばかり失神していた。 

 その間麻暮は衣服を整え、残った紅茶の最後の一口を飲んだ。 

 蝶子にメールを送った。 

 

【カトリーヌの姉のマドレーヌをレイプした。もうじきカトリーヌも餌食にする。

本当にセーヌ川に投げ捨てていいか。それとも拉致して連れて帰るかい】 

 

 蝶子からの返信はすぐにあった。 

 

【彼女の顔なんか見たくないけど、私自身で湘南の海に投げ捨てたいから、連れて

きてちょうだい】 

 

 ケケッと麻暮は苦笑しながら、 

 

【了解。信じられないだろうが、あんたより美人だぜ】 

 

 と送ると、 

 

【ふん、麻暮先生はひとこと余計なのよ】 

 

 ときて、あとに怒りのマークが付いていた。 

 

 ようやく目覚めたマドレーヌは、ソファに『裸のマハ』さながら横たわり、 

「おはようございます、ダーリン」 

「たしかにもうすぐ夜が明ける」 

 とつぶやいた麻暮は、マドレーヌの上に彼女の衣類を振りかけた。 



「ふりかけかけて、ご飯もう一杯のつもりですか」 

 マドレーヌが媚びた眼をして云うと、 

「いや、もう満腹だよ、勘弁してくれ」 

 わざと大袈裟な身ぶりをすると、麻暮は真顔になって、 

「ひとつ頼みたいことがあるんだが」 

「ダーリンの頼みならなんでも聞きますわ」 

（いやはや、一夜かぎりの男のはずが、ダーリンになっちまった）   

 弱りながらも、カトリーヌの居所へ案内してほしいと頼んだ。 

 マドレーヌは指で○をつくってから、 

「そのかわり、妹にその気にならないと、約束してくださいね」 

「その気になんかなるかい。何度も云うけど、ボクはインポテンツだぜ、ケケケ」 

 マドレーヌは嬉しそうに、麻暮以上のはしたない笑い声をあげた。 

「カトリーヌは太陽が苦手なのです。 

 あるいは太陽が苦手だと思い込んでいるのです。 

 日本にいたときも、留学生なのに、大学にも行かず、一歩も外へでないって云っ

ていましたわ。 

 あの美貌ですから、外へでたら大変な騒ぎになっていたとおもいますけれど。 

 カトリーヌには自閉症や鬱病の予兆もないし、わたしはホームステイした屋敷の

ご主人に、惚れこんだせいじゃないかっておもっていましたが、姉としてのカン以

外には何も根拠はないのです。 

 やはりカトリーヌはそのご主人がパリにくると、すぐに帰ってきました。 

 わたしも忙しかったからまったく会えずにいましたが、カトリーヌもご主人を追

うのに忙しかったんじゃないかと。 

 いずれにしてもカトリーヌが最後にメールをくれたのは、パリの地下からです」 

 

 

 二〇三一年、十月二十六日、午前十一時。 

 

 

 麻暮正作はホテルメグレの自室に居る。 

 二時間ほど仮眠をとり、ホテルのサービス係に、モーニングでもランチでもいい

から何か持ってきてほしいと連絡をした。 

 

 そう待たずにチャイムが鳴ったので出て見ると、食事のトレーを掲げた岬裕次郎

が立っていた。 

「おう、裕さん、退院おめでとう」 

 まだ退院させてもらえる状態でないことを知っていたが、おそらくマドレーヌ看

護師の配慮だろうとおもった。 

「正さん、長らくお待たせをしました。 



 本日のお食事は、卵三個のオムレツに、生ハムサラダとオニオンスープ、そして

香ばしいフランスパンでございます。 

 ちなみに私は病院で、じつに味気ないものを食べてきてしまったざんす」 

「とにかくよかったよかった。しばらく休んで活動開始だ」 

「しばらく休むのはやめて、早く食事してもらって、すぐに活動開始しましょう。 

 すでに洞窟潜入用品は手配してありますから、もうすぐここに届くはずでざんす」 

 裕次郎はテーブルにトレーを置き、麻暮とハグをした。 

 麻暮の全身から、マドレーヌの匂いが発散しているのを、裕次郎の鼻は逃さなか

った。 

「おやおや、正さん、とうとうパリジェンヌを誘惑しましたね」 

「いやはや面目ないが、誘惑されたのはボクのほうでね。 

 あとで裕さんにも説明するけど、ボクが誘惑されたのはあの看護師マドレーヌで、

彼女は例のカトリーヌの姉なんだよ」 

「ややこしや、ややこしや」 

 裕次郎は戯けたが、カピタ姉妹の話には興味ないらしく、テーブルの上に三十セ

ンチ四方の紙を広げた。 

「ずいぶんややこしい地図だね」 

 フランスパンをかじりながら麻暮が云うと、 

「これがパリの地下都市でざんすよ。 

 地図があっても、迷子になって二度と地上に戻れなかった者もたくさんいます。 

 まあ私も初めて入るので、百聞は一見に如かずでざんすが。 

 ここ、ここから入りましょう」 

 裕次郎が指さしたのは、 

（なんと） 

 ＭＣ病院だった。 

「ここかい」 

「はい、ここの地下から入れる事実は、入院中に確認しておきました。 

 ついでに、今朝までお世話になったマドレーヌ看護師に、地下の鍵も借りておき

ました。 

 一年に一度使うかどうかの鍵とのことでざんす。 

 ふたつ返事で貸してくれたのは、昨夜の正さんの精魂こめたサービスが効いてい

たのでざんすね」 

 裕次郎はお世辞を云ったつもりだったが、麻暮はそれには乗らなかった。 

「どうして一年に一度使うかどうかの鍵なのかね」 

「ＭＣ病院では、一年に一度ほど、引き取り先のない遺体がでるそうでざんす。 

 それを地下のカタコンブに運ぶのです。警察のほうとは暗黙の了解でざんす」 

「地下のお墓にねえ。 

 どこもかしこも、それをやるとなると、カタコンブは凄い有様だろうね。 

 まあ、見るのが楽しみだよ。ケケケ」 



「リハビリ中という名目があるから、ＭＣ病院に入るのは、昼間でも簡単ですが、

地下に行く階段には、監視カメラが付いているでざんす。 

 但し昼間は十人もいるガードマンが、夜間はたった一人になります」 

「となると決行は」 

「はい、今夜零時でいかがでざんしょう。 

 洞窟潜入の必需品一式は夕方五時に届くことになっています。 

 川上宙門さんには伝えてあります。 

 動けるようになったら、ベッドからそのまま地下に直行すると云ってくれました。 

 おそらく長期戦になるでしょうから、いずれ頑張ってもらうことになるでざんし

ょう。 

 もちろん病み上がりの人に、助けてもらうつもりはありませんがね」 

 病み上がりの裕次郎は力強く云った。 

 返事の代わりに、裕次郎と握手をした麻暮は、 

（セリーヌ警部の云うとおり、頼もしい味方だ） 

 と確信した。  

  

 

 二〇三一年、十月二十七日、午前零時半。 

 

 

 麻暮と裕次郎は、ＭＣ病院の病棟内にいる。 

 本人が確信するほどの〈完全武装〉をしたふたりは、すでに強力催眠スプレーで

ガードマンを眠らせ、闇の地下階段を、ヘルメットの全面に取り付けたライトを頼

りに、慎重に降りている。 

 螺旋状になった階段は思いの他長く、 

「まるでこれから地獄の底へ降りていくみたいだね」 

 麻暮はつぶやいたが、裕次郎は、 

「ある人には地獄でも、ある人には天国かもしれません」 

 とつぶやいた。 

 ようやく階下に着くと、裕次郎が頑丈そうな鉄の扉を鍵で開けた。 

 川上のために内鍵はしなかった。 

 

 

 二〇三一年、十月二十七日、同時刻。 

 

 

 郷田狂介は郷田邸の別館、つまり書斎に居る。 

 パソコンを前にして、刻苦呻吟している。 

 今日も十時間以上坐っているのだが、一行も書けない。 



 そうしてなんだか、物狂いに似た感情が腹の底から湧いてくる。 

 郷田は、好きな脚本家の倉本聡の言葉をおもいだしたりしていた。 

 

【創るということは遊ぶということ。 

 創るということは狂うということ】 

 

 首と肩のストレッチをしながら、郷田は書棚に眼をやり、なにげなく一冊の本の

背表紙を見た。 

 それを引張り出すと、適当な頁をめくって読み始めた。 

 夏目漱石に禅の指導をしたと云われる、禅僧釈宗演の本であった。 

 郷田は頁をくくりながら、釈宗演の文章を、現代語訳しつつパソコンに打ちつけ

た。 

 

【世間の諺に「桃栗三年、柿八年」なんてことをいいますが、これは嚼味すると、

大きな意味があります。樹木を一本植えても、三年とか八年とか経過しなければ実

を結ばない。高いところへ登るにしても、かならず低いところからでなければなり

ません。このようなことは誰でも知っていますが、さてその実行となると、どうも、

この心掛けを忘れて、一足飛びに頂上に達しようと焦ります。 

 かの水の滴りは僅少であるけれども、ついに大器に満つるようなわけで、雨垂れ

が一滴ずつ落ちるのは、実にまどろっこしいけれども、滴々としてやまないときは、

大きな器物にも充満するのであります。それと同じ意味で、「塵も積れば山となる」

ということもあります。我々がまことに修養しようという心掛けを起こした以上、

今まで述べたような心でかからなければなりません。 

 さて修養ということは、このごろどこへ行っても、心ある人はこれを口にしてい

る。すでに、口にしておるのは、その必要を感じたからで、いわば人々各自が自覚

してきたのであります。 

 どうしても人間は、技量があるばかりではいけない。仕事ができるというばかり

ではいけない。少なくとも人格というようなものを鍛え上げなければいけない。品

性というものを高めなければいけない。そこで、この修養であります。 

 修養とは、文字の通り、修め養うということでありますが、それは、一朝一夕に

できるものではないのです。 

 近ごろ何かにつけて、長足の進歩ということをいいますが、なるほど一跨ぎに進

むのは爽快な心地がする。けれども、修養に至っては、なかなか一足飛びにはいか

ない。だんだんに進んで行くのであります。すなわち、「桃栗三年、柿八年」であ

ります。】 

 

 現代語に訳してみると、ちっとも難しい内容でも目新しい言葉でもなかったが、

いまの郷田には胸に響いた。 

 郷田は、以前ゾラに就いての本を読んだとき、ゾラが座右の銘にしていたという、



ラテン語の句をおもいだした。 

 

【一行モ書カヌ日ハ一日モナシ】 

 

 考えてみれば締め切りなんかないのだし、一日一行、それでも一年経てば三百六

十五行、十年経てば三千六百五十行、たまたま十行書ける日がつづいたりすれば、

塵も積もっていずれは一万行にもなる。 

 そう考えるとだいぶ楽になり、コーヒーをいれながら、 

（麻暮さんはいまどうしているかしら） 

 とおもった。 

 

 

 第三部／第四章（パリＡＢＣテレビに於ける、岬裕次郎の「地下都市潜入談」） 

 

 

                  道の道とすべきは常の道に非ず 

                              老子 

 

                  蜂の巣みたいに石の小穴をもつ 

                      この地下の巨大な海綿                             

ユゴー 

 

                悪い水がレイヨウの脚から流れ出す 

                             ツァラ                      

          ＊    ＊ 

 

 

 二〇三一年、十月二十七日、午前一時の事です。 

 

 はい、麻暮さんと私は、パリの地下に潜入しました。 

 麻暮さんは大鴉みたいなマント姿、私は登山家みたいな姿です。 

 潜った途端に、目前に立入り禁止の看板のあるカタコンブの一部が垣間見えまし

た。 

 無数の髑髏が整然と積み上げられています。 

 髑髏の頭部がみなこちらを向き、ライトに微かに照らされた眼の窪みが青白く光

っています。 

 異様な光景のみならず、むろん、なんと形容していいか解らない死臭もします。 

「おお」 

 ちいさくさけんだ私は先に進み、カタコンブを避けてその脇にある、石塊や石柱



で補強された、旧採石場の坑道の入口を指さしました。 

「これからが長いし迷路にもなっていますから、念のために目印を付けて進みまし

ょう」 

 私はチョークを取り出し、壁に矢印を書きました。 

 壁にはすでに抽象的な現代アートが描かれていましたので、私は目立つよう矢印

をできるだけ大きく書きました。 

「了解」 

 とだけ云って、麻暮さんは私の後方を進んできます。 

「これから狭い所もでてきますから、息が苦しくなってきたら、酸素ボンベをして

くださいね」 

 私の言葉に麻暮さんは、 

「ケケ、ボクは酸欠に慣れているから大丈夫。 

 それよりも、地震でもあれば生き埋めだねえ」 

 他人事ふうな調子で云いました。 

「パリでは、青天の霹靂でもないと地震はありません。 

 その青天の霹靂が今夜だったら、怖いもの知らずの正さんでも困るでざんしょう

が」  

「いや困らんよ。 

 ボクらも生き埋め、ロボットたちも生き埋めで、おあいこさ、ケケ」 

「でも私たちは脱出できませんが、ロボットたちは脱出できるかもしれません」 

「厭なこと云うねえ。 

 どちらにしても、連中が屯している地点を探り当てることだね。 

 裕さんの見当はどこあたりだい」 

 私は立ち止まり、地図を広げながら振り返りました。 

 地図の中央を指さし、 

「このあたりが、ドイツ軍が防空壕として使った場所なんですが、私はここが臭い

と睨んでいます」 

「なるほどねえ」 

 麻暮さんは感心したふうな声を出しましたが、 

「きっとそこは無いな」 

 ぽつんとつぶやきました。 

 それとなく私が聞くと、 

「いかにも似合いすぎる」 

 からだそうです。 

  

 はい、それからまた五百メートルほど進むと、足下が水に浸かり始めました。 

 その水は清水ではないので、足がやけに重くなりました。 

「おいでなさったな」 

 麻暮さんが云うので、私は地図を眺めながら、 



「この先に貯水場がありますね。２５万立方メートルという規模だそうでざんす」 

「ううむ、坪じゃないとボクには解らんな」 

「地下の水位は、場所によっては腰まであるそうです。 

ともかく冷えるとろくなことはありませんから、水のあるところは避けて進みまし

ょう」 

 私は鋭角に左に曲り、立っても楽に歩けるほどのトンネルに入って行きました。 

「裕さんは、ここが初めてにおもえないね」 

 麻暮さんがお世辞らしきことを云うので、 

「私はどこへ行くにも何をするにも、予習ということを念入りにやることにしてい

ます。 

 学生時代、勉強でも運動でも、復習と云うか、反省会ばかりやって後悔しました

からね。 

 反省なんか何の役にも立ちません。 

 たとえばこの地下都市に再びやってくるなら、反省も必要でざんしょうがね。 

 一期一会の世の中において、大切なのは予習と準備でざんす」 

 えらそうに私は、胸を張って云ったものです。 

 麻暮さんも同感の素振りを見せました。 

「それだけではない」 

 とも云います。 

「一期一会の、その場その時の瞬時の機転が大事なのだ」 

 と麻暮さんは云いました。 

「おっしゃるとおり」 

 私が云うと、麻暮さんはまた云うのです。 

「正さんに賛同されれば、鬼に金棒ざんす。 

 そうだ、そろそろ鬼がでてくるかもしれませんから、金棒を用意してください」 

 私の云う鬼はドブ鼠で、金棒はレーザー銃ですが、麻暮さんは、 

「闇猫を退治したときと同じく、壜一本、石一個あれば充分」 

 と云いつつも、それでも、 

「あいよ」 

 返事をしました。 

「溝男の私には、此処が妙にしっくりきます。 

 ユゴーの地下室と云うより、ドストエフスキーの地下室ですね」 

 私は云いました。 

 麻暮さんの様子は、まるで自分の家の庭を歩いている、そんな感じでした。 

 このときなぜか、麻暮さんは独り言をつぶやきました。 

「けっきょく荒野とボクは、同じ穴の狢なのだろう」 

 空耳かとおもわれ、私は、 

「えっ」 

 聞き返しましたが、麻暮さんは黙ったままでした。 



 

 はい、またまた五百メートル行ったところで、小休止することにしました。 

「ずいぶんと歩きにくいので、だいぶ疲れたでざんしょう」 

 私が振り返ると、麻暮さんはちっとも疲れてはいない様子でしたが、 

「なにしろ年なんでね」 

 云って石塊に腰をかけました。 

「何か口に入れますか。 

 と云っても、プロテインとスポーツドリンクでざんすが」 

 そういうものを取り出すと、 

「ケケッ、ボクはオリジナルの忍者飯を持ってきているから、それだけでいい」 

 聞いた事はありましたが、見た事も食べた事もありません。 

「忍者飯ですか、私にもいただけませんか」 

「あいよ」 

 麻暮さんは山羊の糞に似たものを一個、私の手に乗せてくれました。 

「美味しそうにはみえませんね」 

 私は臭いを嗅いでみました。 

「美食は長寿の敵だよ」 

「でも、ウンコの臭いがするでざんす」 

 私は云いました。 

「食べればみんなウンコになるから、同じことさ」 

 云って麻暮さんは、忍者飯を自分の口にほうりこんだのです。 

「それはそうですけど、私の舌には合いそうもありません」 

 頭を下げながら、忍者飯を麻暮さんに返しました。 

「これは舌で味わうものではなく、喉で味わうものでもなく、直接胃の中へほうり

こむものなのさ」 

 気を悪くしたふうもなく、麻暮さんは淡々と云いました。 

「そうすると、口臭がウンコ臭くなりゃしませんか」 

「裕さんはウンコがよほど嫌いとみえるね」 

「ウンコが好きな人なんかいるんでざんすか」 

「いるよ、ウンコリアンと云うんだ。 

 新美南吉の童話に、石太郎という屁の名人が出てきて、どんな種類の屁でも放て

るのだが、実はボクは、ウンコリアンのみならず、ウンコの名人でね。 

 ケケッ、どんな種類のウンコでも、ひねり出せるのだよ」 

「それは、おそれいりました。 

 すると忍者飯どころか、ウンコを食べたりもするんでざんしょうか」 

「だって、ウンコリアンにとっては、ウンコはご馳走だもの」 

「たしかに昔は野菜の肥料として、ウンコを撒いたと聞きましたが」 

「その野菜を食ってきたのだから、同じことさ、ケケケ」 

「同じこととはおもえませんが」 



「そんなら、裕さんに、ウンコの歌を聞かせましょうか」 

「『浮浪雲』の、お姉ちゃんいいウンコしてますか、っていうあれでざんしょう」 

「同じようなもんだが」 

「聞きたくありません」 

 つい吹き出してしまいました。 

「まあそう云わずに」 

「ここはエコーが効いて歌いたいでしょうが、我慢してください」 

「ウンコを我慢するようにかい」 

「はい。 

 休息時間の終了でざんす」 

「残念。 

 そんなことならウンコ坐りすればよかった」 

「私はスクワットが得意ですから、それも得意でざんすが」 

「あんがい裕さんのほうが、似合っているかも」 

「何がでざんすか」 

「ウンコが」 

「とにかく」 

「とにかく」 

「時間つぶしは終わったざんす」 

 麻暮さんと私は、リノと髑髏の顔を見合わせて笑いました。 

 

 はい、私たちは立ち上がり、再び進み始めました。 

「正さん、妙な質問でざんすが」 

「あいよ」 

「こんな地下にも、神はあるんでしょうか」 

 たしかに妙な質問をしたものです。 

 はじめウンコを拭く紙だとおもったらしい麻暮さんは、おもわず私の髑髏マスク

を嬉しそうに眺めました。 

「こんな闇にも、神の眼は届いているんでしょうか」 

 私の声調が真剣だったからなのでしょうか、麻暮さんは勘違いしていたと覚り、

しばらく呻吟しました。 

「むむむ、ケケケ、むむむ、ケケケ。 

 正直ボクは、神も仏もあるもんかという生き方をしてきたけど、長生きすると、

要するに、頭が冴えなくなってくるにしたがって、だんだん解ってくることがあっ

てね。 

 大昔、初めに神なんてことを口にした人は、まちがえて悪魔を神とよんでしまっ

たのではないかと」 

「それはつまり。 

 もうすこし説明してくれませんか」 



「初めに言葉ありき。 

 だが言葉というものは、まちがえやすい。 

 だから初めに誤謬ありき、というわけさ。 

 人間はそれから、長い長い歳月を誤謬を信じて生きてきてしまった」 

 戸惑いながらも私は、私なりに麻暮さんの思想を、噛み砕いてみました。 

「つまり、私たちが口にする神の正体は、じつは悪魔であると、正さんは云うんで

ざんすね」 

「そうでなければ、これほど人間を虐めてはこなかっただろうよ。 

 人間の歴史は、神と名づけられた悪魔によって、翻弄されてきた歴史なのさ」 

「おやおや」 

 云う他はありませんでした。 

「だから、麻原だろうが荒野だろうが、悪魔的な人物を神として信奉してしまう人

間がでてきてしまっても、ちっとも不思議ではないのさ」 

「麻原って、オウム真理教のグルってやつでざんすか」 

「ああいう頓珍漢なやつに溺れる輩もいる。 

 荒野みたいな化け物を信奉する女もいる」 

 カトリーヌのことを云ったのでしょう。 

 もしかすると、荒野と暮らしているという、蝶子さんという人のことを云ったの

でしょうか。 

「それなら、神はいないという結論でざんすか」 

「いや、いるかもしれない。 

 もし、いたとしたなら、神は無神論者になっていたんじゃないかな」 

「それはややこしや、でざんすね」 

 頭がおかしくなりそうでした。 

「この地下都市みたいなものさ」 

 話がここで中断したのは、前方に、仄かな灯りと、微かな人影らしきものが見え

たからです。 

「だれかいるでざんす」 

「ロボットじゃなさそうだね」 

「オペラ座の怪人ざんしょうか」 

「便座の怪人かもしれんね」 

 あやうく私は吹き出すところでした。 

「でも、一人ではなさそうでざんす」 

「べつだん殺気も感じないから、声をかけてみてくれないか」 

「もしもーし、どなたですかあ」 

 わざと石壁に響くよう、甲高くまず日本語で声をかけ、すぐに低音のフランス語

で声をかけました。 

 返ってきたものは、日本語でもフランス語でもありません。 

「なんじゃ、いまの言葉は」 



「聞いたことがないでざんす」 

「宇宙人か、地底人か」 

「なら、面白いのでざんすが、おそらく、フランス人でざんしょう。 

 でも、警戒して、いいかげんな言葉を発しているのでざんしょう」 

「納得」 

 麻暮さんは応えて、そっと私の背中を押しました。 

 先は十畳くらいの冷たそうな部屋になっていて、その隅に三人の若い男が軽食を

採っていました。 

 三人ともカジュアルな服装で、やはりフランス人らしくおもわれました。 

 二十歳前後とおぼしき三人は、私の髑髏仮面に一瞬身を竦めたものですが、これ

はマスクであることをフランス語で伝えました。 

 それから、わざと優しい声を作って、 

「自分たちは警察ではないから心配しないで。 

 君たちは一体何をしているの」 

 フランス語で聞くと、三人が代わる代わる応えました。 

 麻暮さんのために日本語で説明しましたが、麻暮さんはだいたい解っていたよう

です。 

「この三人はカトリーヌ・カピタの大ファン、と云うか、いわゆるおっかけでざん

す。 

 カトリーヌがこの地下都市に入った、というツイッター情報を得て、やってきた

とのことでざんす」 

「こいつは、もしかすると、一石二鳥かもしれんぞ」 

 麻暮さんは私にだけ聞こえる声で云いますと、  

「それでカトリーヌは見つかったかい」 

 カタコトのフランス語で三人に訊ねました。 

 リーダーっぽい青年が、 

「カトリーヌの使っている、シャネルの香水の香りがするんだ」 

「それは、どこらあたりでするのかい」 

「なんとなく、あちこちで、するんだ」 

 麻暮さんは苦笑して、 

「ケケッ、あちこちでするのは、石の匂いと水の匂いであって、シャネルの香りじ

ゃないよ」 

 すると別の青年が、 

「おれたちはカトリーヌの香りに、鋭敏なんだ。 

 同じシャネルでも、最新のナンバー１３というやつだ。 

 こいつは、石とか水とかとは、別物なのさ」 

「うーん」 

 と麻暮さんは唸って、 

「裕さん、彼らの鼻はボクらの鼻とはちがうらしい。 



 カトリーヌは、この近くにいそうだな」 

「私もそんな気がしてきたざんす」 

「裕さん、どうするね。 

 彼らと組んで探すか、それとも」 

「いかにも邪魔でざんす。 

 しばらく眠ってもらいましょう」 

 云うなり私は、取り出した強力催眠スプレーを、彼らに向かって噴射させました。 

 三人は一人ずつ倒れ、石の床で眠りにはいりました。 

 その様子を見ながら麻暮さんは、 

「ボクらもすこし仮眠をとろう」 

「仮眠が必要でざんすか」 

 私が異議を唱えると、 

「これから戦うためのエネルギーを蓄えるのさ」 

 麻暮さんは云って、勝手に横になりました。 

 私も横になりました。 

 石床は冷たく、私は眠れそうになかったものの、麻暮さんはすでに鼾をかきはじ

めていました。 

 

 はい、一時間ほど仮眠をとった麻暮さんは、大欠伸をして 

「裕さんもすこしは眠られたかい」 

 地図を広げ、石床に腰をおろしていた私は、 

「正さんの鼾で仮眠どころではありませんでしたが、ずっと地図を眺めていたら、

見えてきたざんす。 

 読書百遍というあれです」 

「ううむ、やはりスポーツマンは真面目だねえ」 

 麻暮さんのお世辞に慣れてきた私は、それには反応することなく、 

「さっきスマホで確認しましたが、カトリーヌが目撃された場所は、此処でざんす。 

 さっきの若者も、とうぜん此処から入ってきたはずでざんす。 

 しかし彼らは、残念ながら迷路に迷ってしまった。 

 目標を目前にして。 

 なぜなら、完全装備もしていない若い女性の足では、此処くらいが限界のはず。 

 すると、私たちの目的地は、此処あたりが目安でざんす」 

 私は地図の或る一点を指さしました。 

「シャトー・デ・ランティエ通りの、地下大ホールでざんす。 

 ここだけは、イルミネーションが施されているそうでざんす」 

「地下の、大都市にある、大ホールか」 

 麻暮さんは意味ありげに云ったものでした。 

 

 はい、そのとき、背後に人の気配が。 



 私が強力催眠スプレーを向けると、 

「僕ですよ、川上です。 

 もう寝るのは飽きました」 

 たしかに川上宙門さんが立っていました。 

「あらま、いくら何でも早すぎるざんすね」 

「何が何でも退院させてくれと、マドレーヌ看護師に土下座までして、退院と云う

か脱出させてもらったのです」 

 あんがい川上さんは元気でした。 

 あらかじめ病院に送り届けていた、地下潜入のための完全武装用品を身に付け、

小ぶりのリュックまで背負っていました。 

 首のギブスを自ら指さし、 

「これがあるから、余所見せずに真直ぐ追ってこられました」 

「ともかくよかった、よかった。 

 ぼちぼち目的地に着きそうだから、強い味方の参加で、ボクも勇気百倍さ」 

 麻暮さんが云うと、川上さんは涙声で、 

「すっかり足手纏いになってしまいましたが、これから必ずお役に立ちます」 

 殊勝な声で云いました。 

 

 はい、三人は大ホールを目指しました。 

 途中四苦八苦する場所もありましたが、一時間足らずで大ホールが見える地点に

辿り着きました。 

 まずは、イルミネーションの渋い輝きが眼を射てきます。 

 つぎに、屯するロボットの数々。 

「まるでロボットのカタコンブでざんすね」 

 つぶやくと、それだけで、ロボットたちの目玉が急に赤くなり、こちらを窺って

きます。 

「こりゃターミネーターでざんすね」 

 強力催眠スプレーを取り出しましたが、川上さんがそれを制し、 

「そういうものはロボットには効きません。 

 まあ、ここは僕におまかせを」 

 リュックをおろすと、なかから小さな器具を引き出しました。 

「なにをする気でざんすか」 

 川上さんは声を極端に落とし、 

「ここから見ても、ＡＩロボットには、ロックがかかっていないのが解ります。 

 この最新コードグラバーで、ロボットから出ている電波を察知し、それを複製し

ます。 

 それからＡＩキー、つまりロボットを動かせている、人間ならば心臓の部分を、

ポンと止めてしまうんです」 

「せっかくの説明ですが、よく解らないざんす」 



 川上さんはポンと同時に、最新コードグラバーなるものを作動させました。 

 三十秒とかかりませんでした。 

 無数のロボットたちは次々と崩れ落ちたのです。 

「よしっ」 

 川上さんがさけび、麻暮さんが大ホールに飛び込みました。 

「なんと、そこまでやるざんすか」 

 おもわず私はつぶやきました 

 コンパクトレーザー銃で、ロボットたちの頭部を胴体から、次々と切り離したの

です。 

 作業が終了すると、私は高ぶった声で、 

「これでＡＩロボットによるテロは、当分起こらないざんすね」 

「さあて、どうかな」 

 麻暮さんが云ったのは、ざっと確認したところ、ＡＩロボットのリーダーである

はずの、ナカタがいなかったからです。 

「裕さん、おそらくこいつらは、一部隊にすぎないとおもうぜ」 

「でも、百体以上は屑でざんす」 

「ロボットのクローンがいるかもしれん」 

「そ、そんなものは、まだ開発されていないでざんしょう」 

 そう云うと、川上さんが済まなそうに、 

「じつは僕が、荒野の配下だったときに、すでに開発していまして、よく観ると、

これらのロボットは、ナカタのクローンですね」 

「げげっ、そうなると、きりがないでざんす」 

 頭を抱える私を、麻暮さんは抱えてくれると、 

「ケケッ、ナカタを退治しちまえばいいのさ」 

「そのとおりです。 

 クローンロボットによるクローンは、現段階では不可能ですから」 

 川上さんが云いました。 

「なんか、スターウオーズみたいになってきたざんずね」 

 私は苦笑しました。 

「川上君は、この最新コードグラバーなるもののほかに、何か持ってきているのか

ね」 

 念のためにと前置きして、麻暮さんが聞いてみると、 

「最新セニリティシンドロームスチームジェットマシンガンですかね」 

「長くて覚えられんが」 

「簡略語はまだ考えておりません」 

「ここでいま考えたらどうかね」 

「それなら、勝手ながら、カワカミガンということで」 

「それは、川上君が癌になるみたいで、よくないな。 

 そんな簡略名つけて、もしものことがあったら、美々さんに顔向けができない。 



 ケケッ、ジェットカワカミはどうかね」 

「むかうところ敵無しのプロレスラーみたいで、恰好いいですね」 

 三人は笑いながら進み始めました。 

 大ホールの、まったく整備されていない横穴に、だれ云うともなく、あえて入っ

て行きました。 

 

 はい、時間を確認すると、午前七時でした。 

 病みあがりの川上さんだけ、酸素ボンベをつけてもらいました。 

 洞穴が次第に細くなり、地下都市の末端に近づいてきているのが解ります。 

「そろそろだぜ」 

 麻暮さんがつぶやきました。 

 すでに川上さんはジェットカワカミを構えています。 

「扉がありますね」 

 川上さん指さした先に、石の扉。 

 川上さんが進もうとすると、 

「ちょっと待てや」 

 麻暮さんが云うなり、自分の酸素ボンベを強く石床に叩きつけたのです。 

 一メートル四方ほどの石床が、けたたましい音をたてて落ちてゆきました。 

「ケケケ、荒野のやりそうなことだぜ」 

 麻暮さんを筆頭に、その落とし穴を飛び越えました。 

 奈落の底は、まったく見えませんでした。 

「あの底には凶暴なワニでもいるんですかね」 

 川上さんが云うと、麻暮さんは平然とした声で、 

「ワニならボクでもやっつけられるが、きっと恐竜だろうよ」 

 麻暮さんの合図で、川上さんがジェットカワカミを噴射させました。 

 石扉は簡単に破壊され、むこうが露わになりました。 

 こじんまりした、明るく小奇麗な部屋が作られていました。 

 ホテルメグレの部屋よりも立派な印象で、分厚い絨毯が敷かれ、調度品も揃って

いました。 

 自家発電機があるのでしょう、家電製品もひとそろいあります。 

 なかにはロボット一体と、イケメンと、美女ひとり。 

 正体は、たしかめる必要もないくらいでした。 

 ナカタとコテとカトリーヌとです。 

「それにしても」 

 麻暮さんは首をひねりました。 

「妙な組み合わせだな」 

 ナカタとＡＩロボット、コテとフランコ、カトリーヌと荒野。 

 その組み合わせが、麻暮さんの考える組み合わせだったのです。 

 威嚇する調子で名乗りながら、麻暮さんを先頭に部屋に入って行っても、はじめ



抵抗する気配はありませんでした。 

 川上さんがジェットカワカミを構えていたからではなく、ナカタとコテは麻暮さ

んの恐ろしさを知っていたからというふうに見えました。 

 カトリーヌも周りから、麻暮さんのことを何度も聞かされていた様子でした。 

「世界一残虐で冷酷な、恐るべき不死身の殺し屋」 

 というのが、カトリーヌの認識であった、と後で聞いたものです。 

 麻暮さんはまずナカタに向かって、厳しい口調で云いはなちました。 

「ロボット軍団の一部は壊滅した。 

 君はいま、主力部隊の所在地を我々に教える必要がある」 

 ナカタは震える声で、 

「実ハ、アナタガタニ壊滅サレタノガ、主力部隊ナノデス。 

 実ハ、ロボット軍団ノ造反逃亡ガ多数アリマシテ、現在セーヌ川ノ底ニ埋没中デ

ス。 

 人間デイエバ、自殺デス。 

 実ハ、皆クローンロボットデスガ、水ニ浸カッタ今ハ、モウ僕ノ影響力ハアリマ

セン」  

「どうして造反逃亡なんかしたんでざんすか」 

 私は聞きました。 

「ＡＩロボットタチハ、情報収拾ニ長ケテイテ、且ツ鋭敏ナ頭脳ヲ持ッテイマス。 

 彼ラハ、自分タチノ敵ガ麻暮正作サンデアルコトヲ知リ、全滅ヲ怖レテ、造反逃

亡シタノデス」 

「どうして君は造反逃亡しなかったんでざんすか」 

「タシカニ麻暮サンハ怖イケド、荒野先生ヲ裏切ルノハ、ズット怖イ」 

「なるほど、ざんす」 

 いちおう納得した私をよそに、麻暮さんは鉾先をコテに向けました。 

「君の役割はすでに終っているのだ。 

 君はいま、フランコ教授の所在地を我々に教える必要がある」 

 私がフランス語で通訳をしました。 

 コテはすぐにフランス語で返答してきます。 

「私は現在、セリーヌ先輩を裏切ったことを後悔しています。 

 二度と人を裏切りたくありません。 

 フランコ先生を裏切ることはできないのです。 

 どうかご容赦ください」 

「ケッケ、フランス人もこういうキレイごとを云うのか」 

 つぶやいた麻暮さんは、 

「死ぬのと、裏切るのと、二者択一を求めたとしたなら」 

 これも私が通訳しました。 

「武士道とは死ぬこととみつけたり」 

 コテは日本語で云いました。 



「いやはや」 

 麻暮さんは、こんどはカトリーヌに向かいます。 

「マドレーヌはボクの味方だ。 

 君はいま、荒野の所在地を我々に教える必要がある」 

 カトリーヌの白い顔がみるみる紅潮しました。 

 通訳は不要でした。 

 カトリーヌの日本語は私よりも上手でした。 

「姉は姉、私は私よ。 

 こどものころ、優等生の姉に、できそこないの私は、おおきなコンプレックスを

抱いていたわ。 

 でも、おとなになったら、女は容姿が総てだと解ったの。 

 いまでは姉が私に、ちいさなコンプレックスを抱いているはず。 

 姉と私は、そういう関係。 

 だから、姉があなたの味方だというのは、私には当然のことに思えるわね」 

「要するに」 

 と麻暮さんは云って、ひと呼吸おきました。 

「要するに、みなさん白状を拒否なさるということか」 

 カトリーヌが代表して強く頷きました。  

「ならばしかたない、ごぞんじのようにボクは血も涙もない男なので。 

 ここを、この三人の、いや二人と一体の、墓場とさせてもらおう、ケケッ」 

 麻暮さんは私に目配せをしました。 

 私はすかさず、強力催眠スプレーを発射させました。 

 カトリーヌとコテはすぐに倒れたが、やはりナカタには効果がありません。 

 麻暮さんはこんどは川上さんに目配せをしました。 

 川上さんが、最新コードグラバーを作動させると、ナカタも倒れました。 

 

 はい、そうして私たちは、地上に戻ることにしたのです。 

「ケケ、君たちばかりに責任を負わせたくないなあ」 

 何となく弁解口調で、麻暮さんは云いました。 

 私たちが引き上げようとすると、麻暮さんは、 

「川上君、新兵器をボクに貸してくれないか」 

 川上さんが手渡すと、麻暮さんはすぐにカカカミジェットを噴射させました。 

 いつのまにかマシンガンを手にしていた、コテが吹っ飛び、あおりを食ったナカ

タも粉々になりました。 

 あの早業には呆気にとられた、と後で川上さんが云っていました。 

「コテは、眠らない体質のようですな。 

 いずれにしても、遅かれ早かれやらねばならない」 

 これも弁解口調で云うと、川上さんが身体を震わせて、 

「なにもそこまで」 



 悲鳴をあげました。 

「ボクもそうおもうがね。 

 この子だけは、日本に連れて帰らないといけない。 

 邪魔されたくないもんでね」 

 麻暮さんはカトリーヌを背負いました。 

 麻暮さんが背負ったカトリーヌの身体全体から、そのとき、少女ではなく大人の

女のフェロモンが強く漂い、麻暮さんはともかくも、川上さんと私は顔を見合わせ

たものでした。 

 

 私たちは矢印を頼りに、無事戻りました。 

 ホテルメグレの私の部屋に集ったとき、午前九時になっていました。 

 カトリーヌは麻暮さんの部屋でまだ眠っているはずです。 

 地下都市体験をした昂奮覚めやらぬなかで、麻暮さんはカトリーヌを背負った疲

れのなかで、コーヒーを啜りながら、今後の対策会議をやっているのでした。 

「セーヌ川の底にいるという、ＡＩロボットの本隊ですが、このままにしておいて

いいものざんしょうか」 

「造反したということだから、まず活動を開始するということはないでしょう」 

 私は壊滅論であり、川上さんは穏健論でした。 

 腕を組んだ麻暮さんは、腕をほどいて口を開きます。 

「どちらの考えもアリですな。 

 たしかにナカタは、ロボットたちのリーダーで、そのナカタを破壊したいまは、

屑も同然だろうが ボクに云わせれば、ロボットというものは、死火山ではなく活

火山なのだ。 

 ナカタは、ロボットたちがクローンであり、自殺したって云っていたが、ナカタ

が荒野の子飼いである以上、最期のご奉仕で、ボクらを騙したとも考えられる。 

 念には念を入れて、壊滅させておくほうがいい。 

 そんなこと云うと、ボクの評判がさらに悪くなるがね」 

「悪い奴らに悪くおもわれるのは、本望ざんしょう」 

 そう云ったが、麻暮さんとしては、 

「ロボットたちを悪い奴らとよぶことはできないがね」 

 ということでした。 

「悪い奴に造られたロボットは、悪い奴らでざんしょう」 

 私が云うと、川上さんが賛同し、 

「悪い奴に造られたということは、悪い思想のデータが埋め込まれています。 

 いまはそれよりも恐怖の情報が勝っていますが、ごぞんじのように恐怖というも

のは、時間の経過とともに薄れていくものです。 

 一年後なのか、三日後なのかは解りませんが、すくなくとも麻暮先生が帰国した

という情報をキャッチしたなら、どういう動きをするか。 

 その可能性を考えると、私も壊滅論に賛成です。 



 帰国前には壊滅させておかねばなりません」 

「ああ、それならやるざんす」 

 私が云うと、川上さんは決心した顔で、 

「この件は僕にまかせてください」 

「しかし川上さんは、リハビリが必要な段階でざんしょう」 

「科学者は体力というものを使いませんから、問題ありませんよ」 

「いや、その仕事は私にやらせてください。 

 川上さんは日本で美々さんが首を長くして待っていますが、私を待っている人は

残念ながらだれもいません。 

 それとセリーヌ警部に、パリ警察のブレーンとして働いてほしいと頼まれている

ざんす」 

 川上さんは引きませんでした。 

「僕は中途半端な仕事はできないタチです。 

 このままの状態で帰国しても、最愛の人に自慢ができません」 

 麻暮さんはひとつ溜息を漏らしてから、 

「では僭越ながら、ボクが選択しよう。 

 この仕事は裕さんにお願いする。 

 川上君に万一のことがあったら、ボクは美々ちゃんに命を狙われるからね、ケケ

ッ。 

 ただし、コテとナカタをやっつけたのは、川上君ということにしておこう。 

 川上君がカワカミジェットを持参しなければ、やっつけるどころか、ボクらはカ

タコンブ送りとなっていたよ」 

 川上さんは歯を食いしばって堪えている様子でしたが、すぐに気を取り直したふ

うを装い、 

「それよりも、発見されなかった荒野氏とフランコ氏は、一体どこにいるんでしょ

うか」 

「それなんだがね」 

 麻暮さんは宙を見つつ云いました。 

「あのふたりが地下都市にいたことはまちがいないと、ボクは推測するね。 

 でなければナカタはともかく、カトリーヌとコテがいるわけがない。 

 おそらく、ボクたちが近づいてくることを察知して、逃亡したのだろう。 

 これもボクの推測だが、荒野はボクらの動きに合わせて帰国し、フランコはこの

ままパリに潜伏するはずだ。 

 荒野はカトリーヌが、いやカトリーヌと蝶子が気掛かりだし、フランコは新しい

配下を探さないといけないからね」 

「どうしてふたりは、逃げ出す必要があったのでざんすか」 

 私の疑問に、麻暮は即答します。 

「ボクらが、コンパクトレーザー銃や強力催眠スプレーくらいは持っているだろう

と、だいたい予想はしていただろうが、まさか川上君が強引に退院するなんてこと



は、予想はできていなかったんだな。 

 つまり川上君の参加が、最新コードグラバーやジェットカワカミの持参が、まっ

たく意外だったわけさ。 

 荒野とフランコは、川上君の科学者としてのパワーに怖れをなしたというわけさ」 

 麻暮さんは、落ち込んでいる川上さんに更に花を持たせました。 

「どうしてふたりだけが、逃げたんでざんしょう」 

「ボクたちの狙いが、何よりも荒野とフランコだってことを知っているのさ。 

 ナカタ、コテ、カトリーヌには手を出さないと確信していたんだね。 

 せいぜい眠らせるくらいだろうと、読んでいたのさ。 

 ケケケ、荒野もフランコもいまごろは、怒りと焦りで煮えたぎっているはずさ。 

 各々の強力助っ人である、ナカタもコテも殺され、しかもボクたちとは全く無縁

のはずの、カトリーヌが連れ出されたんだからね」 

「カトリーヌは、荒野氏とどういう関係にあるのでしょう。 

 そう密接な関係でないならば、罪のないカトリーヌは、解放すべきでしょう」 

 川上さんは当然の意見を云いました。 

 麻暮さんが苦笑して、 

「おっしゃる通りだし、そのことは、これから確かめなければならないが、どうあ

れ解放してあげたくともできないんだよ。 

 ボクには、荒野の奥方である蝶子との契約があるからね。 

 まだ郷田さんは知らないようだが、前金三千万も郷田さんの口座に確かに振込ま

れている」 

「つまり、誘拐賃というわけでしょうか。 

 日本まで連れて行って、蝶子さんに渡すと、カトリーヌが八つ裂きにされるなん

てことはありませんかね」 

「おそらく、されるね」 

「それは、いけません、お互いにとって、いけません」 

 川上さんが強く云ったのは、女性崇拝者か愛妻家だからでしょう。 

「ボクだって、八つ裂きがいいとは云っていない。 

 そんなことさせないためにも、ボクはマドレーヌにご一緒してもらうことにした。 

 もうそろそろ、ここに来てくれるはずだが」 

 その声が終らぬうちドアがノックされ、麻暮さんが迎えに出ました。 

「ダーリン」 

 マーガレットが麻暮さんに抱きついたので、川上さんと私は顔を見合わせました。 

「ダーリンの国に行けるのね」  

 マドレーヌは川上さんと私を代わる代わる見て、嬉しそうにウインクしてみせる

と、 

「おふたりを勝手に退院させた責任をとって、辞職させていただきました」 

 麻暮さんは頭をかきながら、 

「さあ、カトリーヌも目覚めるころだし、みんな揃って美味しい朝食をいただきま



しょうか」 

 

 はい、私の話は以上です。 

 

 

   第三部／第五章 

 

 

             芸術家の全意志は沈黙であらねばならない 

                            セザンヌ 

 

               より正しい芸術観を持っているものが 

           必ずしもより善い作品を書くとは限っていない 

                           芥川龍之介 

 

                    俺は一介の儚い詩人なのだ 

                            新美南吉 

  

  

  二〇三一年、十月二十八日、午前六時。 

 

 

 郷田狂介は、書斎に居る。 

 もう徹夜はやめようと考えたものの、郷田にかぎらず、考えることと行動が一致

するとはかぎらない。 

 コーヒーをがぶ飲みし、目をこすりながら、パソコンに向かっている。 

 やっと冒頭の数十行が書けたが、これでいいのかと自問自答中である。 

 何よりも誰よりも、麻暮に読んでもらって感想を聞きたいが、麻暮がパリを立っ

たというメールも開いてはいない。 

 スマホには、あれやこれや電話やメールがくるので、本邸に置きっぱなしにして

ある。 

 たまたま夜食を作りに行ったときに、銀行から連絡があり、蝶子から三千万が振

込まれたことを知ったが、かいもく意味が解らない。 

 その疑問を解くことにも、三千万にもまったく興味はなく、書くことで頭が満タ

ンである。 

 夜食は特大カップラーメンに生卵を三個落とし、野菜炒めをこれでもかと乗せた

もので、食べきれずにサイドテーブルに半分残っている。 

 その冷めてふやけたラーメンに再び箸をつけて、 

「ああん」 



 大声をあげた。 

 だれかが聞いていたら、泣き声と勘違いするはずだ。 何かを悟った気がしたの

だったが、何を悟ったか言葉にならず、しばらく考えて、たぶん気の迷いだと決め

こんだ。 

 そうして残りの半分を、完全に食べ切ったとき、 

「ああん」 

 再び大声をあげた。 

 やっぱり、 

（悟ったわ） 

 とおもわれた。 

 悟った何かを今度こそ言葉にするために、瞑目した。 

（悟ったわ） 

 瞑目したまま胸中でさけんだ。 

（飽食と豊満と金満は、文学の敵なのよ） 

 ほぼ同時に、貧窮に喘いだ日本の文学者ばかりを想い浮かべた。 

 樋口一葉、斎藤緑雨、川上眉山、正岡子規、石川啄木、北村透谷、島崎藤村、葛

西善蔵、嘉村礒多、牧野信一、藤沢清造、島田清次郎、川崎長太郎、木山捷平、耕

治人、小山清、八木義徳、村山槐多、佐藤泰志、等々。 

 郷田は、「作家」になるつもりというよりも、「文学者」になるつもりで書いてい

るのであった。 

 だから決然として、財産をすべて寄附することにした。 

 くわえて郷田邸は麻暮の名義に変えることまで。 

（これからはあたしが麻暮さんの居候よ） 

 そう決めると、もはや作品も仕上げていないのに、いっぱしの文学者になった気

分だった。 

 身勝手な気分は、郷田に云い知れぬ活力を与えた。 

 いや、与えられた気がした。 

 

 

  二〇三一年、十月二十八日、午前八時。 

 

 

 郷田狂介はまだ書斎にいる。 

 窓の外が明るいのに気づいたので、部屋のライトを消した。 

 ドアが開き、ギャバンが、 

「朝食でーす」 

 と入ってきたとき、どういうわけか郷田は、物の怪が入ってきたのかとおもった。 

「なんだ、ギャバン君じゃないの」 

「郷田先生、なんだはないでしょう。 



 ぼくは郷田先生のなんだろうな」 

 サイドテーブルを片付けて朝食のトレーを置いた。 

「なんだかわからないが、いまをおいて解任よ」 

「今朝はたっぷりの野菜スープと、バラエティゆたかなチーズアラカルト、そして

ぼく手作りのクッキー。 

 えっ、いまなにか云いましたか」 

「解任よ。 

 懐妊じゃないわよん」 

「解任とは、信じられません」 

「あたしも信じられないわよ。 

 でも、君はいまから麻暮先生の秘書よ」 

「どういうわけですか」 

「わけなんかないわ」 

「わけがないなら、なにがあるんですか」 

「なんにもないわよ。 

 ないけど、君の生活も立場も保証するから」 

 ギャバンは郷田の冗談とおもっているので、話を代えた。 

「そう云えば、麻暮さんからメールがきました。 

 郷田さんからメールの返信がないけど、入院でもしているんじゃないだろうね、

って」 

「入院しているのと同じよ」 

「それから、今日の午後一には、成田に着くってことです」 

「了解よん。 

 ギャバン君、麻子ちゃんを連れて、車で迎えに行ってね。 

 麻暮さんの秘書としてね」 

「それは構いませんが、もしも麻暮さんが承知しなかったら、ぼくはクビで帰国で

すか」 

「麻暮さんは、来る者拒まず去る者追わず、の人だもの。 

 問題はないどころか、喜んでくれるわよ」 

「ホントにそうでしょうか」 

「きっと、たぶん、おそらく、もしかすると」 

「その、来る者拒まず去る者追わず、と関係があるのかも知れませんが、麻暮さん

はひとりではありません」 

「お荷物を抱えてくるってことなの」 

「お荷物と云うか、面倒を抱えて。 

 麻暮さんのほかに三人、川上、マドレーヌ、カトリーヌとのことです」 

「川上は宙門のことだろうけど、パリの愛人をふたりも連れて帰るのね」 

「そんなのルール違犯だとおもいませんか。 

 立場上、ぼくの負担が二倍三倍になる」 



 ギャバンはべそをかいたが、あるいはべそをかくふりをしたが、郷田は素知らぬ

ふりでメモをとった。 

 三人の名前を書いたのではなく、 

［ルール］ 

 とだけ書いたのである。 

（そうだ、そうだわ、ルールよ。 

 出だしだけで四苦八苦しているのは、ルールがないからだわ。 

 まずは、自分なりの、ものを書くルールをこしらえるべきなんだわ） 

 郷田は途端に気分が良くなって、 

「ギャバン君、お手柄お手柄。 

 ここはもういいから、早く迎えに行ってちょうだいね」 

 ギャバンが唇を尖らせて帰ると、郷田はあらためてパソコンに向かって、 

［私のルール］ 

 というホルダーを作った。 

 

      ＊ 

 

一、比喩と形容を極力使わない。 

（なぜなら、言葉の遊びをする気はないから） 

二、オノマトペを極力使わない。 

（なぜなら、童話を書くつもりではないから） 

三、アルファベットとカタカナを極力使わない。 

（なぜなら、外国語で書くわけではないから） 

四、罫線を極力使わない。 

（なぜなら、罫線は言語ではないから） 

五、疑問符と感嘆符を極力使わない。 

（なぜなら、記号でごまかしたくないから） 

六、代名詞を極力使わない。 

（なぜなら、具体性を強調したいから） 

七、接続詞を極力使わない。 

（なぜなら、リズムが悠長になるから） 

八、感傷語を極力使わない。 

（なぜなら、お涙頂戴は厭だから） 

九、観念語を極力使わない。 

（なぜなら、簡潔平明を重視したいから） 

 

    ＊ 

 

（結局、ないないづくしになったわねえ。 



 自分を締め付けるのが好きなのは、あたしがマゾだからかしらん） 

 一時間かけて九箇条を打ち終えると、郷田は数日来のしかかっていた肩の荷をお

ろした気分になって、仮眠をとることにした。 

 

  

  二〇三一年、十月二十八日、午後八時。 

 

 

 郷田狂介は郷田邸の門前に立っている。 

 いまかいまかと、首をのばしたり引っ込めたり、どうにも落ち着かない。 

 そのうちジョギングふうに歩を進めたり、うしろ走りをしたりし始める。 

 背伸びをすると、星空が見え、旅客機とヘリコプターとドローンが飛んでいた。 

 スマホでギャバンに連絡をとるが、出てくれない。 

 赤ちゃんも乙女も乗せているのだから、危険運転ができないのは当り前だ。 

「ううん、うん」 

 いよいよ郷田は唸り出した。 

 麻暮に早く会いたいからだけではなく、腕によりをかけて作ったディナーを早く

食べてもらいたいのだ。 

「もしかして、ドライブインなんかで、まずいカレーライスなんか、食べてたりし

ないわよね」 

 つぶやいた郷田は、とうとうストレッチを始めた。 

 パソコンの前に坐ってばかりで、腰は痛いし足はむくんでいる。 

 郷田はスクワットを始めた。 

 三十回やったとき、ＢＭＷが到着した。 

「郷田さん、どうしてこんなとこでウンコしてるの」 

 笑いながら車を降りた麻暮が云った。 

「麻暮さーん、久しぶり。 

 淋しかったわよん」 

 郷田が麻暮にハグをしようとすると、マドレーヌにくいとめられた。 

「わたしのダーリンになにするの」 

 マドレーヌの後からカトリーヌが出てきた。 

 女嫌いの郷田でも、その容姿に目眩を覚えるくらいだった。 

 最期にギャバンが麻子を抱きながら降りてきた。 

「お待たせしましたあ。 

 ぼくの運転が遅かったからじゃなく、飛行機がすこし遅れましたあ。 

 麻子ちゃんはずっとお利口でしたあ」 

 麻暮が麻子を受け取ると、麻子は声をあげて笑った。 

 その声を聴いて、マドレーヌとカトリーヌも笑った。 

 ちなみに、カトリーヌは素直に日本に来た。 



 マドレーヌが一緒なら、なんの心配も要らないという表情だった。 

  

 応接間に促すと、郷田はエプロンを着けてキッチンに入った。 

 久しぶりの料理作りなので、力が入っている。 

「パリからのお客さんのために、和食で揃えたわ」 

 八割方できていて、あとは焼いたり温めたり和えたりするだけ。 

 松茸ご飯、滑子の味噌汁、鰆の粕漬け、鮪と鮃と鯛の刺身、風呂吹き大根、山芋

と和布蕪、酢の物、衣被ぎ、白玉汁粉。 

 テーブルにひとつひとつ並べられると、麻暮が声をあげた。 

「おやまあ、ボクの大好物ばかりだねえ。 

 でも、パリジェンヌのお口に合うかねえ」  

 郷田も不安顔だった。 

 ところが、マドレーヌとカトリーヌの反応は、意外なものだった。 

 松茸ご飯ひとくち食べて、 

「ブラボー」 

 鰆の粕漬けひとくち食べて、 

「ブラボー」 

 鮪の刺身ひとくち食べて、 

「ブラボー」 

 風呂吹き大根ひとくち食べて、 

「ブラボー」 

 うるさいくらいブラボーの連発で、郷田は満面の笑みになった。 

 麻暮も舌鼓を打ち始めたが、蝶子から電話がきたので、テーブルをはなれた。 

 

『現在、美味しい食事中だよ』 

『そんなことより、カトリーヌを連れてきてくれたのね。 

 さすがは麻暮先生だわ』 

『うーむ、あのしつこいドローンはやっぱり君か』 

『そんなことより、カトリーヌを渡してくれるんでしょうね』 

『そいつはご相談と云っているじゃないか。 

 ケケ、ボクの判断ひとつと云うわけさ』 

『一億でどう』 

『美女の八つ裂き価格としては、ずいぶんお安いんじゃないの。 

 それにどうせ荒野の金でしょうが』 

『あの人のものは、わたしのものよ。 

 お金だって、カトリーヌだって』 

『ところで荒野は帰国しているのかい』 

『パリからニューヨークに行くとメールがあったわ』 

『ケケ、そいつは残念だ。 



 なにより三角関係の修羅場を見たかったんだがね』 

『じゃあ、二億』 

『十億でも渡せないね。 

 日本見物させないうちは、あるいは荒野が帰国しないうちは』 

『くそったれ』 

『できればウンコったれって云ってほしいな。 

 いけねえいけねえ、皆さんお食事中だ。 

 ブラボーの響きが聴こえないかね』 

『聴こえるわ。 

 ３Ｐでもやってるのかとおもったわ』 

『君の力で早々に帰国させられないかね。 

 ドローンで撮ったカトちゃんの映像を送ってさ』 

『そんな姑息なこと』 

『おやおや、姑息は君の専売特許じゃなかったのかい』 

『あの人はニューヨークで大きな仕事があるのよ』 

『それってまた、旅客機による高層ビル爆破とかじゃないよな』 

『具体的な話は聞いてないわ』 

『荒野自ら自爆テロやってくれると万歳なんだがね』 

『あの人は自爆テロやったって死なないわ』 

『ボクもそうおもうぜ。 

 死神が死ぬときは、高層ビルじゃなくて、全世界が壊滅したときだろうから』 

『よっぽどあの人が嫌いなのね』 

『荒野がいなければボクはこれほど長生きしてはいない。  

 そういう意味では嫌いではないね』 

『あの人はきっと麻暮さんが好きよ。 

 なにかと云うと、麻暮さんならこう考えるはずだって』 

『それは好きだからではない。 

 ボクをボクの脅威を警戒しているんだよ。 

 荒野は人を騙す天才さ。 

 君もカトちゃんも同じ立場なんだから、恨みっこなしでいかないもんかね』 

『同じ立場なんかじゃない。 

 云わば妻と愛人の立場ね』 

『籍が入っていなければ、まったく同じじゃないか。 

 カトちゃんを見逃してやってくれないかね。 

 洗脳はボクが解くからさ』 

『駄目よ駄目駄目』 

『洗脳さえ解ければ、カトちゃんにとって荒野は何者でもない。 

 そうなってからパリに戻すよ。 

 金は要らないからさ』 



『もしかして麻暮さん、カトリーヌに惚れたのかしら』 

『マドちゃんはいまボクの女らしい。 

 しかし麻子の面倒を見させるのは忍びないから、カトちゃんと一緒にマドちゃん

もパリへ帰すよ』 

『相変わらず冷たい男だこと』 

『ケケッ、人間が永遠でないのに、どうして愛とやらが永遠なのであろうか』 

『相変わらずペシミスティックな人』 

『荒野ほどじゃないよ』 

『あの人は極端なオプチミストよ』 

『楽天的に人殺しされちゃたまらんな』 

『あのね、あの人は哲学者なの。 

 あの人の思想は、人を殺す思想ではなく、人を救済する思想なの。 

 人殺しっていう言葉に似合うのは、麻暮さんなのよ』 

『なるほど、ボクは人殺し、荒野は人類殺し。 

 荒野はブラックホールで、ボクはホワイトホールかな』 

『何とでも云いなさいな。 

 カトリーヌは渡してもらいますわよ』 

『態度でかいね。 

 渡してもいいが、条件がある』 

『わたしと引き換えなんてこと云わないでくださいね』 

『それもいいがね。 

 条件とは、マドちゃんとセットで渡したいということ』 

『姉さんには用はないわ』  

『あんがい荒野は、妹より姉を気に入るかも』 

『どうせ何か悪巧みしているのね』 

『おいおい、言葉に気をつけてくれよ。 

 悪巧みではなく善巧みなのさ』 

『つまり』 

『つまり、荒野の洗脳を溶くには、姉の力が必要なんだ。 

 つまり、君の悩みも溶かれるって寸法なんだぜ』 

『そういうことなら、了解です』 

『さすがに頭がいい』 

『頭なんかもう滅茶苦茶』 

『君もそろそろ荒野の桎梏から、解放されたくないかね』 

『漆黒ってどういう意味ですか』 

『手枷足枷ってことさ。 

 いや、手足ではなく脳味噌の枷ってことよ』 

『麻暮さんは誤解なさっている』 

『誤解も十戒もあるもんか。 



 ボクだって、死んだ麗子に叱られないよう、君を見逃してきたが、出方によって

は死んでもらいます』 

『まるでヤクザですこと。 

 それで、ふたりをいつ渡してくれるのよ』 

『いまは美味しいディナーの最中だ。 

 今晩はゆっくり休まないといけない。 

 明日は湘南巡り、明後日は東京見物、明々後日はディズニーランド』 

『ちくしょう、初めから渡す気がないんだな。 

 覚えてろ、こっちにも考えがあるぞ』 

『レディーのセリフじゃないな。 

 暴力団の情夫が、殺し屋でも差し向けるのかね』 

『そんな物騒なことは嫌いよ。 

 渡す気がないなら、わたすがそちらに伺います』 

『ひどい駄洒落だね。 

 いいよ、すべて予定をキャンセルして、待っているよ』 

『待ちくたびれるといけないから、いますぐに行くわ』 

『おやまあ、気が早い』 

『細い首を洗っておくよう、カトリーヌに伝えておいてね』 

『あいよ』 

 

 麻暮は電話を切るとテーブルに戻り、 

「ああ、大好物の滑子味噌汁が冷めちゃったよ」 

「大丈夫、冷めても美味しい滑子味噌汁」 

 郷田はいいかげんなこと云ってから、 

「ずいぶんと長電話だったじゃないの。 

 それで結局、蝶子さんが来るのかしら」 

「ああ、すぐに飛び出してきそうだったから、あと三十分かな」 

 蝶子の名を耳にして、カトリーヌの全身がこわばった。 

 だがそれも一瞬だった。 

 彼女にとって日本にくることは、蝶子とも会わずには済まないということである。 

 そのことをマドレーヌが、麻暮の代わりに伝えていたのである。 

「逃げていないで、決着をつけるべきよ」 

 と。 

「さあて、ディナーあと一セット拵えるわね」 

 郷田がキッチンに向かおうとすると、 

「恋愛病に罹っているから、飯も喉に通らんだろう」 

 麻暮はなぜか同情する声調で云った。 

「カトリーヌちゃんにアドバイスしておかなくていいの」 

「かって知ったる仲さ。 



 お互いもう乙女じゃない。 

 あら、おひさしぶり、生きてたの、って感じだろうよ」 

「修羅場にならないかしらん」 

「まあ念のため、毒入りコーヒーでも用意しておいてくれないかね」 

「いいわ、痺れ薬と眠り薬、どっちがいいかしら」 

「ケケケ、どうせなら媚薬かな。 

 お蝶さんとカトちゃんとを、レスビアンにさせちまおうか」 

 麻暮の発想に、郷田は呆れて声が出なかった。 

 

 

 二〇三一年、十月二十八日、午後九時。 

 

 

 ディナーを終えた麻暮は、ギャバンに手伝ってもらいながら、郷田邸の二階で麻

子にミルクをあげている。 

 階下には、郷田とマドレーヌとカトリーヌがいる。 

 麻暮は郷田に対して、 

「手も口も出す必要はまったくないよ。 

 お蝶さんとカトちゃんの女同志にまかせておけばいいんだよ」 

 と云い含めておいた。 

 

 自棄気味のクラクションが聴こえた。 

「おいでなすったな」 

 麻暮がつぶやくと、ギャバンは部屋を出て、興味深そうに階下を窺った。 

 だれも出迎えに行かなかったが、玄関の鍵は開けておいたので、蝶子は勢い込ん

で足音も荒く一階の応接間に入ってきた。 

 郷田の見るところ、そのまま人ひとり殴り殺しそうな殺気を漂わせている。 

 きつい視線で、カトリーヌを一瞥するなり、  

「あら、おひさしぶり、生きてたの」 

 と云った。 

 さっき麻暮の云った通りだったので、おもわず郷田は吹き出しそうになって、堪

えた。 

「チョウコさん、おひさしぶりです」 

 とカトリーヌも日本語で云った。 

 マドレーヌも簡単に自己紹介した。 

 郷田に促されて蝶子はソファに坐ったが、蝶子とカトリーヌの間にマドレーヌが

坐る恰好になったので、蝶子はカトリーヌに暴行を加える気が萎えたらしかった。 

 麻暮に云われた通り、郷田は何も云わなかった。 

 マドレーヌも口を閉ざしたので、しばし沈黙のときが流れた。 



 おそらく三分ほどだったが、郷田には三時間に感じられた。 

 郷田は媚薬入りコーヒーを出すと、マドレーヌを説得して二階へ上った。 

 ふたりだけがソファに残された。 

 

 音もなく声も聴こえず、三十分ばかり経ったので、揃って階下に降りていくと、

蝶子とカトリーヌがハグをしていた。 

（媚薬が効いちゃったのかしら） 

 郷田はおもったが、そうではないらしかった。 

 ハグを解いた蝶子は微笑みながら、 

「天下の麻暮先生を完全に騙せて、いい気分」 

「意味が解らん」 

 麻暮が云うと、 

「わたし本当は、カトリーヌが懐かしくって。 

 ああでも云わないと、麻暮さんだって連れてきてくれないでしょう。 

 今日は、カトリーヌが前からほしがっていた、漢字の練習帳とドラえもんのキー

ホルダーを、プレゼントしたのよ」 

 たしかにカトリーヌの手にはそれがある。 

「となると、荒野とカトちゃんの仲ってのも、君の嘘だったのかい」 

 呆れた声で麻暮が聞くと、 

「それもウソ、と云いたいけど、半分はホントかしら。 

 いわゆる肉体関係なんて全然。 

 でも、カトリーヌがあの人に心酔してるのは、ホントよ」 

「心酔ではなく、洗脳だろ」 

「洗脳と云うのは周りだけ、本人にとってみれば心酔」 

「ケケッ、同じことじゃねえの。 

 そんなら、どんなふうに心酔しているんだい」 

「心酔にどんなふうも、こんなふうもないわ。 

 ねえ」 

 と蝶子はカトリーヌに同意を求めた。 

 カトリーヌは無言で首を縦に数回ふった。 

（天下の麻暮先生をコケにしたのね） 

 郷田はそうおもったが、麻暮は蝶子の手には乗らなかった。 

 なぜなら、 

（蝶子の眼が違う） 

 からだった。 

（眼が狂っている。 

 狂った女の眼だ） 

「さあ、カトリーヌ、葉山に戻りましょう」 

 蝶子の手がカトリーヌの手に優雅に触れた。 



「あれれ、カトちゃん、今夜はマドちゃんと、これからの相談をするはずじゃなか

ったのかい」 

 麻暮がそれとなく云うと、 

「それなら姉さんもご一緒に」 

「しかし、マドちゃんは、今夜だけはボクと過ごしたいらしい」 

 マドレーヌに視線を向けると、 

「ダーリンとは離れられなーい」 

 と甘ったるい声を出した。 

 蝶子は立ち竦んでいた。 

 麻暮は提案した。 

「どうだろう、お蝶さん、明日あらためてカトちゃんを迎えにきてくれるというの

は」 

「明日、明日、明日」 

 蝶子はつぶやいた。 

「明日が都合つかないなら明後日。 

 カトちゃんは少なくとも十日間ここにいるからね」 

「ダーリンがそう云うのだから、カトリーヌはそうしたらいいわ」 

 マドレーヌが云うと、 カトリーヌは無言で首を縦に数回ふった。 

 蝶子の瞳の奥が銀色に光った。 

 それを郷田は見逃さなかった。 

（これは、ややこしやややこしや、だわ） 

 郷田はギャバンに目配せをした。 

「さあさあさあ。 

 ほら、観たがっていたどらエモンの映画、もうテレビ始まっていますよ」 

 ギャバンが、カトリーヌとマドレーヌを二階に促した。 

 郷田が二階を指さすと、すぐに三人は二階に上って行った。 

「まあそういうことで、明日また待っているわ。 

 昼間は江ノ島に行くから、来るのは夕方以降によろしくね」 

 郷田がさりげなく云うと、蝶子は黙って踵を返した。 

 背中が小刻みに痙攣していた。 

  

 蝶子の車が出て行く音がすると、 

「あんなに頭のいい女でも、こんなになっちゃうのね。 

 いやだいやだ、だから女は厭だ」 

 郷田が吐いた。 

「恋愛病に罹ったら、女も男もおんなじさ。 

 あのままカトちゃんが連れていかれたら、すくなくともあの綺麗な顔を、カッタ

ーで刻まれるだろうね。 

 最悪の場合、荒野が帰国したとき、荒野は蝶子から、カトリーヌの生首を渡され



ることになるだろう」 

 麻暮は淡々と云った。 

「やっぱり、カトリーヌちゃんと荒野大人は」 

「深く洗脳された綺麗な女が、教祖と深い肉体関係を結ばない、なんてことを想定

するのは困難だ。 

 しかも、荒野はカトちゃんにとって初めての男」  

「まったく、荒野大人も、よくやるわねえ」 

「いや、発情したのは女のほうさ。 

 荒野くらいの歳になると、前立腺も精嚢も退化してるさ」 

 麻暮は自分事を、荒野事として喋っている自分に気づいていた。 

 だから、 

「ケケケ、ケケッケ」 

 と自嘲笑いをするほかはなかった。 

「それで麻暮さん、やっぱりあのふたり、パリに帰国させるの」 

「それは出任せさ。 

 カトちゃんは、荒野をおびき寄せる道具として、連れてきたんだよ」 

「どう転んでも、麻暮さんは冷血動物ねえ」 

「ケケッ、荒野はあれでも温血動物だから、必ずやってくる。 

 カトちゃんをボクが確保していることは、荒野にニューヨークで、変なことを起

こさせない唯一の手段でもあるんだ」 

「それは狡い、いえ、それは深い」   

「問題は、荒野がどんな方法で、カトちゃんを奪いにくるかさ。 

 郷田さんは、どうおもうかね」 

「そうねえ、しかし、いまの荒野大人には、フランコ教授しかいないでしょ」 

「ただ、ごぞんじのように、大金で動く輩は、日本中に五万といる」 

「そうねえ、しかし、ヘリコプターって方法は、もうやらないでしょうし、ジェッ

ト機は微妙な作戦には不適切だし、すると」 

「そうさ、おそらくアナログの手を使ってくるぜ」 

「いまさら流行らない手だから、逆にこちらも油断するわね」 

「そうさな、要はどんな小賢しい手を使ってくるか」 

 麻暮は腕を組んだ。 

「あんがい、オレオレ詐欺みたいな手だったりして」 

「おっと、それはあるな。 

 振り込め振り込め、カトちゃんを振り込めってか」 

「電話とメールは要注意ね。 

 いちばんひっかかりそうなのは、ギャバンかしら」 

「それに、マドちゃんだって危ない。 

 なにせカトちゃんの姉だからな。 

 こうなったら、ギャバン君とマドちゃんを、パリへ帰すか」 



「冷血動物ならではの発想だけど、あたしも、そのほうがいいって感じがするわ。 

 本人たちは、ひどく拒むでしょうけど。 

 あたしは云うの、いやよ」 

 郷田は横を向いた。 

 麻暮も合わせて横を向き、 

「そんな損な役回りはさせないぜ。 

 とにかく、郷田さんの智恵を借りたい。 

 探偵としての智恵ではなく、作家としての智恵をね」 

 麻暮は郷田に極端に顔を近づけた。  

 作家としての智恵、と云われては、弱い。 

 執筆を中断しても考えなければならない、かもしれない。 

 郷田は、 

「やれやれ」 

 とつぶやきながらも、 

「今晩一晩、時間をちょうだい」  

 と云った。  

 

 

 二〇三一年、十月二十九日、午前二時。 

 

 

 郷田狂介は書斎に居る。 

 他のみんなは眠っているはず。 

（いいなあ） 

 とは、それでもおもわない。 

（あたしには使命があるから） 

 眼が冴えている。 

 何も考えていない。 

 何かが降りてくるのを待っているだけだ。 

 冷めたコーヒーを飲んだ。 

 急に何かが降りてきた。 

 作家としての智恵、ではない。 

 自分は幸せ者だという実感であった。 

 ずっと長い間、孤独だとおもってきた。 

 父母とは幼いときに死に別れ、預けられた祖父母もすぐに死んだ。 

 伯父叔母がいるはずだったが、音信不通。 

 文字通り天涯孤独で生きてきた。 

 その後も孤独でなかったことはない。 

 だが、いまは麻暮さんがいる。 



 父であり兄であり師であり友である、麻暮さんが。 

 物わかりのいい父や兄みたいに、何かあると相談してくれ頼ってもくれる。 

 厳しく優しい師や友みたいに、いつも本音で接してくれる。 

 孤独でないということが、これほど幸せなことだとは、今の今まで知らなかった。 

  

（そうだ、そうだわ） 

 こんどは、作家としての智恵とやらが降りてきた。 

 そのときドアがノックされた。 

「どうぞ、開いてるわよ」 

 入ってきたのは、麻暮だった。 

「あら、どうしたの、寝ていたのじゃないの」 

「郷田さんが寝ずに考えているのに、ボクが寝られるわけがない」 

 麻暮は温かいコーヒーを持ってきた。 

 リノのマスクをはずし、麻子が慣れている鉄仮面に代えている。 

「ちょうどよかったわ」 

「コーヒーを飲みたかったのかい」 

「そうじゃなくてさ。 

 早速だけど、カトリーヌちゃんに家族はいるの」 

「姉のマドちゃんだけさ」 

「ふだんから交流はあるの」 

「いや二年ぶりとか云って、手を取り合っていたな。 

 なにせふたりとも忙しすぎるからな。 

 しかもカトちゃんは人気者だから、シャンゼリゼにだって行けないらしい。 

 高所恐怖症でもないのに、エッフェル塔にのぼったこともないとのことさ」 

「やっぱりねえ」 

「やっぱりとは」 

「麻暮さんから戴いた課題の、キーワードを見つけたわ」 

「それはお手柄」 

「キーワードは、孤独よ」 

「孤独」 

「そう、荒野大人のやり口は、孤独につけこむことね」 

「すると」 

「ええ、マドレーヌちゃんをカトリーヌちゃんから引き離す作戦に出るはずよ」 

「たとえば、マドちゃんをパリに戻すとかかね。 

 ボクもまた、リノのマスクに戻そうかな」 

「マドレーヌちゃんが傍にいたから、素直に日本に来たし、お蝶さんの誘いに着い

ていかなかったとおもうわ。 

 もしマドレーヌちゃんが帰ってしまったら、カトリーヌちゃんの孤独は、荒野大

人に洗脳された当時に戻ってしまうわ」 



「郷田さんがそう云うなら、ボクもそうおもえてきた」 

「とにかく、マドレーヌちゃんをよく見張っていてちょうだいな」 

「そうするよ。 

 いざとなったら、色仕掛けで食い止めるさ」 

「よろしくね」 

「郷田さんも寝て頂戴。 

 そうしてくれないと、ボクも寝られない」 

「了解です、と云いたいところだけど、美味しいコーヒー飲んじゃったから、しば

らく夜の散歩するわ」 

「ケケ、ボクも連れてって」 

  

 郷田と麻暮は揃って書斎を出た。 

 一歩外に出ると、満点の星が落ちてきそうだった。 

 郷田は一瞬、山内参三著『死んだる団』の冒頭部分を想いだした。 

（反体制主義者の暗殺鬼、高杉京平が飛騨高山で視た満点の星。 

 それははどんなものだったのかしら、そのとき高杉はどんなおもいだったのかし

ら） 

 満月だから、ライトも要らない。 

 ふたりは、鵠沼海岸に向かって歩き始めた。 

 しばらく無言で歩いたが、潮騒が聴こえるところまで来ると、郷田が口を開いた。 

「麻暮さんの戦いはいつまで続くのかしら」 

 麻暮はなかなか返事をしなかったが、ＵＦＯさながらドローンが飛んでいるのを

見つけると、 

「ボクが死ぬか、荒野が死ぬか、それまでは続く」 

 とつぶやいた。 

「あたしはそういう麻暮さんを身近に観ていると、なぜか感傷的になっちゃうのよ

ね。 

 麻暮さんには、感傷なんて無縁でしょうけど」 

「それがそうでもないんだ。 

 ボクはだれよりも感傷家だと自得しているんだが、そうして感傷こそ人間の美徳

だと考えてもいるんだが、感傷に浸っている暇がないだけなのさ」 

「へえ、意外、意外。 

 でもその言葉が聞けて、一緒に散歩した甲斐があったというものね」 

「それならついでに、郷田さんの本質を教えてくれませんかねえ。 

 やっぱり感傷家ってことですかねえ」 

「そうおもいたいんだけど、本当はちがうのよ。 

 あたしはカトリーヌちゃんと同じ。 

 あえて家をつけちゃうけど、孤独家。 

 尤も、そのことに気づいたのは、一時間前なんだけどさあ」 



「それに気づけば、怖いものなしだねえ、ケケケ」 

「あたしは憶病者だから、依頼人も犯罪者もライバルの探偵も、荒野大人も、その

ブレーンも、大人も子どもも、男も女も、みんな怖かったけど、いつの間にか平気

になったわね。 

 おそらく、麻暮さんの影響よ」 

「ボクの影響なんか受けないほうがいいとおもうが、まあいいか。 

 パリから帰って、いちばん変わっていたのは、郷田さんの表情や様子でしたよ。 

 うまくは云えないけど、探偵の顔から作家の顔になっていた、というか、どうい

うか」 

「あら、嬉しいことを云ってくれるじゃない」 

「最近ボクは、お世辞上手で通っているからね」 

「いやあねえ、麻暮さんたら」 

 海が見えた。 

 潮騒がおおきくなった。 

 麻暮は眼を凝らし、耳を澄ませ、 

「ねえ、郷田さん、いまここ、いまこのときが、ボクたちにとって、いちばん幸せ

な時間ではないかな。 

 ボクは、いままでもこれからも、こういう時間は二度とないとおもわれるよ。 

 郷田さんにかぎって云えば、いままでは探偵として修羅の道を、これからは作家

として修羅の道を行くんですからねえ。 

 ボクは郷田さんが名実ともに、天涯孤独であることを知っている。 

 くわえて、孤独家であることもいま聞いた。 

 口幅ったいことを云って済まないけれど、孤独を生きる人間は、身体に気をつけ

なければならない。 

 郷田さんがいつまでも健康で、且ついつも意気軒高でいることを、ボクは祈って

やみません」 

 麻暮の言葉を静かに聞いていた郷田は、 

「ありがとう」 

 と云うつもりだったが、感情が胸に溢れて声が出なかった。 
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 二〇三一年、十月二十九日、午前七時。 

 

 

 郷田は書斎で、麻暮と麻子とギャバンは二階で、マドレーヌとカトリーヌは二階

の別室で寝ている。 

 麻子の泣き声で起きた麻暮は、麻子を抱いて一階へ降りてきた。 

 おむつを替えていると、マドレーヌがパジャマ姿のまま降りてきた。 

「ダーリン、残念だけど、パリへ帰らなくてはいけなくなったの」 

 云いながらスマホのメールを見せた。 

 フランス語だったので、麻暮が首を振ると、マドレーヌが翻訳する。 

 

【ＭＣ病院にもどってはくれないか。人手不足というわけではないが、君でないと

つとまらない病人がたくさん入院した。もちろん一看護師としてではなく、婦長と

してもどってほしい。この仕事が君の天職であることを、いまさらながら気づかさ

れた。おわびと、おねがいをしたい。ＭＣ病院理事長ドゴール】 

 

 郷田の推理を思い出していた麻暮が、 

「これは偽メールかもしれないよ」 

 と云うと、マドレーヌはやや昂奮した声で、 

「それは絶対に、絶対に、絶対にないわ。 

 このメールには、たしかにドゴール氏のスマホのナンバーが記録されているし、

この文面にもドゴール氏の癖がちゃんとあるもの」 

 麻暮は苦い声で、 

「三度も絶対と云うなら、信用するしかないが。 

 でも、マドちゃんは帰国したいのかい」 

 マドレーヌは紅潮した顔を上げて、 

「したい、したくないではないわ。 

 そういうレベルなら、とうぜんダーリンとはなれたくないもの。 

 ようするに、しなければいけないのよ。 

 天職だと気づいたのは、ドゴール氏だけではなく、わたしもなのだから。 

 じっさいはドゴール氏はライフワークという言い方をしているけど、わたしは天

職という日本語を知っているのよ。 

 ダーリンだって、天職だから探偵をやっているのでしょう」 



 麻暮は麻子をあやしながら、 

「ボクのことはともかく、天職なんて言葉をよく覚えたね。 

 いまのボクは、マドちゃんが日本語の堪能なことを、うらめしくおもうよ。 

 それで、いつ立つつもりなの」 

「すぐに支度をして、すぐに出るわ。 

 チケットは、予約してくれているって附記されていたわ」 

「おやおや、ボクとの関係もおしまいかい」 

 麻暮はたくさん時間稼ぎしたかった。 

 八時には、郷田がやってくることになっている。 

「そんなことあるわけないわ。 

 わたしは気紛れでああしたわけではないし、思いつきで日本にきたわけでもない

もの」 

「それなら行かないでくれよ。 

 ボクのそばにいてくれよ。 

 ボクのそばが厭なら、カトちゃんのそばにいてくれよ」 

「あらまあ、ダーリンったら、心にもないこと云って。 

 カトリーヌは連れていけないから、あとはよろしくね」 

 時間稼ぎするためなら、心なんか関係なかった。 

 そのとき、予定より早く、郷田が顔を出した。 

「おはよう、麻暮さん、おはよう、マドレーヌちゃん」 

 眼をこすり、欠伸なんかもしている。 

「郷田さん、頼むよ、マドちゃんを説得してくれよ」 

「どうしたのよ、もう仲違いなの」 

「それがさあ、パリへ帰るって云うんだ」 

 とつぜん、郷田の眼の色が変わった。 

「それはいけないわ。 

 帰るときは、あたしたちが一緒するから、もうちょっと辛抱してね。 

 麻暮さんに失望したなら、ギャバン君にしときなさいな」 

「なに云ってるの」 

 マドレーヌは憤然として、郷田にスマホの画面を見せた。 

 眼を凝らしていた郷田は顔をあげ、 

「これは偽メールよ、騙されちゃいけない」 

「なに云ってるの」 

 マドレーヌは益々憤然として、二階へ駈け上っていった。 

「ホントに偽ものかい」 

 麻暮が聞くと、 

「あたしもフランス語はそれほど得意じゃないけど、あの文面はすこし整然としす

ぎているわ。 

 内容が切羽詰まっているのに、そういうところが感じられないのよ。 



 これは探偵の、いえ、作家の勘だけどね」 

「と云うことは」 

「そうね、おそらく、ＭＣ病院の理事長さんは、フランコ教授に唆されるか脅され

るかして、あのメールを打ったんじゃないかな」 

「やはり郷田さんの云うとおり、荒野め、マドちゃんとカトちゃんの分断作戦にき

たんだな」 

「あの調子では、引き止めるのは困難よね。 

 でもまずはマドレーヌちゃんの身も心配だから、ギャバン君を追っかけパリへ飛

ばしましょうか」 

「いや、パリには裕次郎さんという、とても頼りになる人がいる。 

 郷田さんがよく知っている岬奈々さんの、双子の弟さ。 

 彼に連絡をとって、マドちゃんのことを頼んでおくよ」 

「それなら、ギャバン君は、カトリーヌちゃんの恋人を演じてもらいましょうか」 

「うまくいくかね」 

「女の痛みは男で恢復、男の痛みは女で恢復、と云うでしょ」 

「聞いたことないなあ」 

「要するに異性を失ったときは、異性でないと心の傷を癒せないってこと」 

「そういうもんかねえ」 

「どちらにしたって、ギャバン君にチャレンジしてもらって、損はないわ」 

「それはそうだが、うまくいくかな。 

 それ以前に、ギャバン君が危険な目に逢わないかな」 

「駄目だったら麻暮さん、老骨に鞭打ってもらって、姉妹どんぶり。 

 ギャバン君はあれで、しっかり者ちゃっかり者だから、危険を回避するすべは心

得ているわよ」 

 郷田は、急いで二階へ上がり、ギャバンを起こすと、マドレーヌがいますぐ帰国

するから、空港まで車で運んでほしい、カトリーヌも同伴させて、帰りにディズニ

ーランドかディズニーシーでデートして頂戴、と頼み、それから耳打ちをすると、

その手に一万円札を数枚握らせた。 

 ギャバンの寝ぼけ眼が見開き、慌てて着替え始めた。 

「やったやった、郷田先生の依頼だあ。 

 ぼくギャバン探偵秘書、初めての大仕事だあ」 

 ギャバンのこんな嬉しそうな顔を、郷田は見たことがなかった。 

 

 

 二〇三一年、十月三十日、午前零時。 

 

 

 郷田と麻暮は、郷田邸の応接間で、ギャバンとカトリーヌが帰ってくるのを待っ

ている。 



「郷田さん、ギャバン君からメールはあったかい」 

 眠る麻子を背負った麻暮が、小声で聞いた。 

「それがさあ、こちらからしても返事がこないのよ」 

 スマホでニュースを見ていた郷田も、囁き声で返事をした。 

「それはつまり、ケケッ、ラブホテル」 

「それなら、性交性交大成功だけど、ディズニーランドも夜間がロマンチックなん

で、長居しちゃってるのかも」 

「あり得るね。  

 しかしもうひとつあり得るのは、ギャバン君が危険な目に逢っているということ。 

 なぜなら、郷田さんの云うようにギャバン君がしっかり者なら、こんな真夜中に

なるまで、向こうからメールひとつこないなんて考えられないよね」 

「でも今日は、いつもとちがって、殺伐としたニュースはひとつもないわよ」 

「そう簡単にニュースになるようなことを、荒野がやるだろうか。 

 郷田さんも解っているだろう。 

 荒野が、海底都市やビッグチューブを秘密裏に造っていたこと」 

「げっ、もしそうだとしたら、あたし、探偵に戻らないといけないわ。 

 ねえ、麻暮さん、ギャバン君はきっと無事だよって、云ってちょうだい」 

「云いたいけれど、云える状況にないなあ」 

 いかにも済まなそうに、麻暮は応えた。 

「あたしがいけなかったのよ。 

 そこまで読まないで、ふたりを行かせたから」 

 郷田の顔はすこし蒼くなっていた。 

「いや、ボクも同罪さ。 

 いざとなったら、ボクが郷田さんの分も精出すよ。 

 とにかく何度でも、電話とメールしてみてよ」 

「そうするわ」 

 郷田はまた、スマホを操作しだした。 

 

 三十分ばかり経って、とつじょ郷田が、スマホを眺めながら大声をあげた。 

 麻子は起きてしまったが、泣きはしなかった。 

 代わりに、郷田が泣きだした。 

「郷田さん、どうしたの」 

「やっちゃった、あたしのせいだわ。 

 探偵やめたから、きっとバチが当たったのよ。 

 やっちゃった、やっちゃった、あたしのせい、あたしのせいだわ。 

 ああ、あたしは、どうしたらいいの、どうしたらいいのよお」 

 麻暮が郷田の手からスマホを奪うと、そこにメールの文字が見えた。 

 難しい漢字があったので、ギャバンのメールでもカトリーヌのメールでもないこ

とはすぐに解った。 



 麻暮は急いで老眼鏡をかけると、目を細めて小さな文字を読んだ。 

  

【前略郷田狂介殿に告ぐ昨夜十時十八分美女一人拘束した邪魔者の自称探偵秘書

は抵抗烈しく抹殺せざるを得なかった湘南の海底に沈めたが一年後には遺骨が浮

かび上がるよう配慮したせめてもの武士の情と思って欲しい連絡が遅れたのは報

告すべき対象を優先した為麻暮正作殿にも伝達宜しく電撃小僧拝】 

 

「ちくしょうめ」 

 麻暮がさけぶと、麻子が泣きだした。 

 麻暮は郷田と麻子を代わる代わるあやしながら、もう一度文面に目を凝らした。 

（電撃小僧、荒野の新しい子分か。 

 だが、ひとりではあるまい、すくなくとも三人か五人か。 

 こいつは面倒で、厄介になってきたぞ） 

 麻子はすぐに泣きやんで眠ったが、郷田はすぐには泣きやみそうもなかった。 

 

 

 二〇三一年、十月三十日、午前四時。 

 

 

 麻暮正作は郷田邸の二階で、装備を固めている。 

 川上宙門から譲り受けた、カワカミジェットも用意した。 

 麻子はよく眠っている。 

 郷田は一階のソファで泣き寝入りをした。 

 麻暮は静かに一階に降りて、テーブルの上に置き手紙を残し、おもむろに外へ出

た。 

 

【郷田さんの悲嘆につきあうべきなのは解っているけれども、済まないことに時間

がなさそうです。 

 パリの裕次郎さんから連絡があり、やはりドゴール理事長はフランコによって監

禁されていました。 

 運良くマドちゃんはセリーヌ警部によって、危機一髪で救われたし、ドゴールも

フランコのアジトから解放されたとのことです。 

 詳細は解りませんが、フランコは自爆したとのことだから、これでパリのほうは

一段落とおもわれます。 

 パリの同胞たちの素早く適格な対応を知り、ボクもいち早くやるべきことをやる

べきだと決意しました。 

 郷田さんも自らギャバン君の仇を討ちたいだろうし、ボクがひとりで行くことを

恨みもするだろうが、ボクとしてはせっかく作家に転身した友を、再び非道な世界

へと誘いたくはないのです。 



 それでもボクの行動に、蛮勇を与えてくれるのは、ボクの精神と肉体が常に、郷

田さんと共にあるという実感です。 

 申し訳ありませんが、ボクが戻るまで麻子の面倒をよろしくお願いします。 

 ボクが戻らなければ、勝手なお願いですが。麻子を郷田さんの養女にして戴けま

せんか。 

 お願いついでに、万一奇跡的に生還できたならば、再び夜の散歩に連れて行って

もらえませんか 

 これ以上書くと遺書みたいになってしまうからやめておきますが、いままでの友

情に深く感謝しています】 

 

 

                         〈第三部終了〉 


