
  腐食 

                              畠山 拓 

          一 

 中田文彦は冷蔵庫のドアに張り付けてあるメモを見た。 

そのままアパートを出た。霧雨が降り始めている。文彦は傘を持たずに出た。

濡れるまま歩いた。首吊り自殺未遂をした歌手の家の前を通った。何時ものよ

うに門は暗く閉ざされている。 

 コンビニに入った。何を買おうとしていたのか、思い浮かばない。しばらく、

商品棚を眺め歩き、粘着テープをひとつ買った。 

 店を出て、商店街を歩き出した。雨足は徐徐に強くなるようだ。 

 空腹な気がして、目に入った牛丼屋のドアを押した。 

注文してから、腹がすいていないのに気付いた。しきりに眠い。寝ようとす

ると眠られないかも知れないが。身体の何処かが狂っている。味の感じない飯

を食って、店を出た。手元には百円玉が二個になった。 

 古本屋の前を通りかかった。立ち止まって、店頭に並んだ本の一冊を手に取

った。「ナチス追撃」。ヒットラーに関するものらしい。興味があったわけでは

ない。素早く、本をポケットに隠すと、歩き出す。 

 何故、盗んでしまったのか解らない。本降りになりそうだったが、雨は何時

の間にか、あがっていた。 

 文彦は駅前の商店街を歩いていた。パチンコをして稼ごうかと考えた。所持

金が無い。資本は大切だ。資本主義という言葉が浮かんだ。笑いたくなって、

一人笑いをした。文彦は近所の公園に行った。木立の道を彷徨した。 

 冷蔵庫のメモを思い出して、家に戻った。 

           二 

 珍しく、綾子は家に帰っていた。メモにあったように何時もより早い。 

「仕事、休みだったの」 

「そうじやない。早く帰らしてもらったの、アルバイトだから」 

 綾子に言われるまで、文彦は自分の誕生日に気がつかなかった。綾子はケー

キを用意し、唐揚げをつくり、赤飯を炊いてくれた。 

 蝋燭を立て、明かりを消す。ふたりの影が、アパートの一間の壁に大きく写

る。綾子の顔が白く浮かび上がる。 

 綾子は昼も夜も働いている。今日は夜の仕事は無いのか。 

「学校は上手くいっているの」 

 綾子の言葉に思わず、文彦は反応してしまう。 

「やめるよ。やめて働く」 



 綾子の顔に血がのぼってくるのが文彦に解った。目が空ろになり、文彦の顔

を不思議なものでも見るように見詰めた。 

「どうしてなの」綾子の声はかすれていた。 

 文彦は久しぶりに綾子の涙を見た。気持が萎えて、来るのが解った。誕生日

の料理も、安くないケーキの味も、感じなくなりそうだ。 

 綾子が悲嘆するのは、解っていた。解らないのは、今、自分が言ってしまっ

た言葉だ。 

          三 

 文彦は夢を見た。牛丼屋に入り、丼に顔を突っ込んでいた。壁に「自衛官募

集」のポスターが見える。ポスターのモデルの顔は龍治だった。溌剌とした制

服姿で笑っている。少年の顔ではない。龍治は既に死んでいる。幼い頃、事故

死したのだ。 

 龍治に会いたいと思った。逢うには自衛隊に入隊すれば良い。短絡的な思考

だった。何の根拠も無い。夢で幼友達の顔が現われただけだ。 

 何故、夢を見たか解らない。牛丼は不味かった。公園の森の藪にもどしてし

まった。吐いた物に虫が集まって来るだろう。 

 むかつきに耐えながら、雨の森を歩き回った。サルトルの「嘔吐」を読んだ

事がある。少しも心に響いてこなかった。木の根っこか。詰まらないと、思っ

た。 

（待ちぼうけ、待ちぼうけ。ころり転がる木の根っこ）と、心の中で歌った。 

「もう少し考えてみるよ」 

「そうして。大丈夫だから、将来の事もあるし」 

 綾子は金のことを言っている。専門学校の学費の事、兄弟ふたりの生活費の

事。を心配するなといっているのだ。 

 姉は何もわかっていないな、と思う。金や生活のためだけではない。 

「龍治の夢を見たよ」 

「龍ちゃんの」 

 綾子は不思議そうに言った。綾子は龍治の事を覚えているだろうか。あのこ

ろ、龍治は言った。 

「お前の、お姉さん可愛いな」 

           四 

 新宿駅で下車して、地下道を進み学校の構内に入った。文彦は事務の窓口の

前を通り、エレベーターに乗った。教室のある階で降りた。エレベーターが開

いた。親友の龍治が立っていた。 

「よお。しばらく」 

「何だ。おまえか」 



 文彦の数少ない友の一人だった。龍治は大柄で体格も良い。華奢な文彦に比

べ、一回りも、大きかった。笑い顔の心地良い好青年だ。 

 幼い頃、なくした仲良しの少年と同じ名前だった。知り合いになり、付き合

いが深まった理由だった。文彦は龍治に幼い頃の龍治の事を話してはいない。

亡くなった幼なじみと、同じ名前なのだ。不吉な気がする。過去の龍治は悲惨

な事件で命を落としているのだ。初対面の時、文彦は強く龍治を意識した。 

「話したいことがある」 

 龍治からのメールは二三日無かった。 

 文彦は外食店、サイゼリアで、待っていた。明るくて、安い店だ。キューピ

ットが天井一面に描かれている。ふたりはパスタを注文した。食べ終わってか

ら、文彦は静かに話す。 

「はっきり、反対だな」 

「もう。決めている」 

 学校をやめるのは解らないでもないが、自衛隊に飛び込むのは考えられない。 

 文彦は穏やかな性格だけれど、頑固なところがある。 

「お前が言い出したらきかないからな」と、龍治は言う。 

「何故反対なんだ」 

「あんなところにいくなんて。お前わかっているのか」 

           五 

 しばらく、口も利いてくれなかった、綾子が微笑みながらにじり寄って来た。

文彦は綾子の香りを微かに感じる。 

「話したいことがあるの」 

「なんだよ」 

 テーブルの前に招かれた。改まって何か。文彦は少し緊張して、姿勢を正し

た。自衛隊入隊に龍治があんなに反対するとは思っていなかった。親友の言葉

なので、無碍には出来ない。もう一度考えようとしていた。綾子も反対してい

る。 

 綾子は弟の前に見慣れないものを置いた。一万円札の札束だった。 

「どうしたの。こんな大金」 

 帯封をした札束が五つあった。 

「これを使うから、授業料や生活費の事は心配しないで」 

 文彦はしばらく札束を眺めていた。驚いたというのではない。金は田舎の家

を売ったものだ。両親からの遺産だ。土地と家の処分の計画は綾子から聞いて

いる。綾子が一人で進めていたのだ。 

 家族は信州の長野に住んでいた。四人家族で父親は地方公務員。平穏な幼年

期、少年期を文彦は過ごした。 



 両親を交通事故で失い、ふたりの境遇が様変わった。ふたりは東京に来た。

姉の綾子は仕事を得た。文彦は専門学校に通っている。 

 金欠は単なる理由付けだ。学校を放擲し、別の人生を生きる決心をしたのは

金に困っているからだけではない。金は無いのは確かだ。綾子に苦労をかけて

いるのも確かだ。綾子が納得する理由を考えた。姉を悲しませるのを承知で言

い出したのだ。 

「これは俺のものじゃない」 

「ふたりのものよ。文彦にも使う権利はある」 

 田舎に残された小さな家が、遺産の全てだった。父親が生きている間、子供

達は貧乏を感じた事は無い。両親の不慮の事故で、孤独と貧困が襲ってきた。 

 家の処分に伴って、見つけ出されたものがあった。白鞘の日本刀だった。軍

刀ではないようだ。所々に錆びが浮いている。家系図なども無いようだった。

ふたりとも骨董品に関心は無かった。両親も其のたぐいの話をする人間ではな

かった。家系について、ふたりには知識が無かった。日本刀には所持許可証が

付いていた。 

            六 

 狭いアパートだった。ふたりはお互いの息遣いを聞くようにして生活してい

る。並んで蒲団に横たわっていた。何時もはどちらかが、寝息を立てている。 

「学校を続けてくれたら・・・」 

 夢うつつの中で綾子の声を聞いた。 

「あの人と別れる」 

 呟くように言う。あの人とは誰の事だ。文彦は姉の秘密を知っていた。驚く

事も疑問を抱く事も、無いはずだ。綾子が出してきた交換条件は奇妙とも言え

る。あの男を嫌っている事は確かだ。綾子は弟の気持を知っている。それにし

ても交換条件などになるのか。綾子はいつ、弟の気持に気がついたのか。 

 綾子と男との関係を文彦が知ったのは、数ヶ月ほど前だ。 

 文彦の通っている学校の側、老舗ホテルの前を歩いていた。ガラス越しの窓

からレストランが見える。豊かな雰囲気がのぞめる。文彦は入った事は一度も

無い。空腹を覚えた。サンドイッチとコーヒーが浮かんだ。 

 何とかなる値段だろう。ここに来る事ももう無いような気がした。何かの記

憶をつくりたい気持がした。 

 シティーホテルの通路にはお菓子屋などが並んでいた。広い通路の向こうに

見覚えのある後ろ姿だ。姉の綾子だった。横に綾子と上背が変わらない、小柄

な男の姿があった。連れである事はすぐに解った。 

 綾子が勤めている店の客だろうか。文彦は咳払いをしていた。 

男と姉が逢う店を見つけ、抱き合うホテルを確認し、当日の化粧や衣装に注



意を払った。男が姉に金を渡している事も解った。 

 綾子が男の存在を文彦に明らかにしていない。 

            七 

「飲もうか」 

「いいね」 

 文彦と龍治は巣鴨の駅前の居酒屋に入った。 

「マジで自衛隊に入る積りか」 

 文彦と龍治は数ヶ月で二十歳になる。焼酎の水割りを飲んでいる。焼き鳥も

注文した。ネギマやボンジリが美味い店だ。 

「自衛隊は軍隊だぞ」 

「当然だよ。国を守るのだから」 

 龍治は信じられないという表情を浮かべて文彦を見た。今まで、友人達との

間で政治的な話はした事が無い。一般的な傾向だろう。龍治も突然の話は意外

だった。同時に文彦は何を考えているのか、解らないところもある。 

「人を殺す事にもなるかも知れない」 

「国には力が、必要さ。俺は力が欲しいんだ」 

「ニーチェか」 

 龍治がどれほど哲学者を理解しているのか解らなかった。文彦の考えを解り

たいと思っていることは、確かだ。 

 文彦は突然、幼なじみだった龍治の事を思い出した。 

目の前の龍治に話したくなった。 

幼い少年のふたりは故郷の谷川で岩魚を捕っている。水が光っている。桑

の実を食べた。姉の綾子もいた。桑の実の果汁で唇が青く染まった綾子の顔が

浮かぶ。 

 アルコールで少し高揚してきた頭に、色々な考えが交差した。 

姉のためなのだ、と文彦は思った。 

龍治に「姉のため」と言った。そうではなかった。文彦は綾子を捨てたかっ

た。綾子がどのような恋愛をし、どのような男と付き合おうと、どうでも良い

事、どうしようもない事だ。 

文彦は逃げたかったと同時に、強くなりたかった。弱い自分を嫌悪した。強

い組織に入り、組織の強さを自分の精神や肉体に染み込ませ、取り込みたかっ

た。 

「今の生き方を良いとは思っていない」 

 仕方なかったと、思っていたのだろう。文彦は思う。弟を育てるために、自

分自身を犠牲にしている。犠牲という思いが、可笑しくもあった。 

            八 



「考え直してくれたでしょ」 

 今朝の綾子は機嫌がよい。昨夜は帰りが早かった。よく眠ったためかも知れ

ない。 

「別れたのかい。別れてくれたのか」 

 綾子は声を上げて笑う。芝居じみている。 

「はじめから、何も無いわよ」 

「言ったじゃないか」 

「カラカッタの」 

「嘘だね。俺が出て行けば。姉さんは何でも自由にできる」 

 綾子は真顔になって、文彦を正面から見詰める。 

「どんなところか、知らないから。それこそ自由はないのよ」 

「それが組織だ。しかし、自由を守る組織だ」 

「誰の自由」 

「皆のだよ。国民の幸せを守る」 

 綾子は三百万円を文彦に渡している。文彦は無造作に勉強机の引出しにしま

っている。しばらくは学費も生活費も困らないだろう。この間まで、自衛隊の

入隊の決心は金が主な理由だった。 

自衛隊に入り、給料を得れば、姉の水商売もやめることができる。事務や販

売員など、正社員の硬い仕事につける。 

 今の気持の方が、純粋なのだと文彦は考えた。 

            九 

 文彦は男の後をつけた。男は背広姿で、華奢な体格だ。鼻の下に髭がある。

似合わないとは言わないが、男の虚勢のようなものを感じる。 

 男の名は松平夏雄。文彦は姉のスポンサーらしい男の住い、仕事を調べ上げ

ていた。 

 男は帝国ホテルのラウンジで、派手な背広の大男としばらく話し込んでいる。

やがて男は立ち去った。 

「松平さんですね。中田文彦です」 

「誰だね、君は」 

「中田綾子の弟です」 

 男は驚きの表情を一瞬浮かべたが、素早く笑顔を作る。 

「似ているね。お姉さんと。偶然ではないね。私も逢いたいと思っていた」 

 姉のことがなれば、文彦は松平夏雄の魅力を認めたかもしれない。少し甲高

い声だが、巧みな会話だ。 

「時間はあるだろう。一緒に来て欲しい」 

 タクシーで心積もりの場所に案内されるのだ。文彦は想像できなかった。松



平の家は世田谷、会社は大田区にある。向かっているのは都内ではないらしい。 

 川崎の多摩川の辺だった。男が道場を構えている。塾と呼ばれているものら

しい。 

            十 

 文彦が松平の道場に通いだして、数ヶ月がたつ。道場通いについて、誰にも

話していない。綾子と松平は親しいのだから、綾子は知っているかもしれない。

松平が黙っている事も考えられる。松平の塾は十代から二十代の若者が多い。

塾生の総数を文彦は知らなかった。何時も二三十人の男達が畳に正座した。 

 塾の内容は松平夏雄の講話と武道の稽古だ。心身を鍛練する。 

 後になって、龍治が知る事となった。 

「お前のやる事は解らないな。自衛隊に入るかと言い出すし、今度は塾だ」 

「俺にもわからないさ」 

「右翼の道場だろう。どんな連中がいるのかい」 

「普通に良いやつらだよ」 

 松平は雄弁だった。声も落ち着いて、知性的だ。言葉の意味が解らないとこ

ろでも、声だけが心地よく響き渡った。重厚な音楽を聴いているように、直接

感情を揺すぶられた。 

「お前が何かを求めている事は解るよ」 

「自分でもわからない」 

 龍治は神妙な顔をした。次に「ラーメンでも食いに行こう」と、文彦を誘う

だろう。今は、龍治より金回りの良い事は確かだ。金の事は黙っている。いず

れ、姉に返す積りだ。使わないようにしている。 

「一度、道場を見せてくれないか」 

「興味があるのか」 

「そう言うわけでもないが」と、真面目な顔だ。 

             十一 

 松平夏雄は新宿のとある焼鳥屋に文彦を誘った。店の構えは文彦が入った事

の無い焼鳥屋とは思えない立派なつくりだ。客で賑わっている。 

「どうだい。私の講義は」 

 焼鳥は驚くほど美味しかった。口の中で甘く弾ける。文彦は松平に出会った

時より、緊張している。ホテルでは攻撃心に満ちていた。松平夏雄を知れば知

るほど、説明できにくい感情に縛られる。男の謎が深まっていく。最初は敵だ

った。今では解らなくなった。 

「感動しています。難しいところもあります。正直なにを言っているのか」 

 松平は薄く笑ったようだった。講話の時の熱っぽい口調ではなく、ものに諦

めた口調だ。 



「学校とは違うはずだ。心と体を同時に鍛える。正しい心身を得てこそ、世界

を改革できる」 

 専門学校は辞める積りだった。もともと自衛隊を希望していた。今は、意欲

は消えかかっている。より正しい道を探し当てた気持ちだ。 

 松平が、囁いた。文彦は鼓動が激しくなった。焼鳥の鳥皮の味がわからなく

なった。「君に期待しているのだ」 

 文彦は聞いても良いかと思った。姉の事をどのように、考えているのか。松

平は、心を開いている。今なら、真実を掴める気がした。 

「先生の講義は音楽のようです」 

「音楽か。私もワーグナーは好きだが」 

「カラヤン指揮のワーグナーは好きです」 

 松平は髭を震わせて甲高く笑った。 

             十二 

 上気した綾子の顔は酔いのためかもしれない。 

「行っているのだって。私に黙っていたのね」 

「同じ事だろう」 

 綾子はどうせ、松平とは別れていない。嘘をついているのだ。最近は綾子に

対する反撥も弱くなったように感じる。人には、もっと大切な事がある。遺産

も入っている。姉は弟のために犠牲になっているわけではない。文彦の負い目

は軽くなっていた。軽くなったと思いたかった。 

「どう。思っているの」 

「先生の事かい」 

 綾子の目は綺麗だ。光を発している目で見詰められると、文彦は狼狽する。 

「塾で頑張る。もう、お姉さんに心配かけないよ」 

「そんなに急にいい子になれるかしら」と、綾子は歌いだしそうに言った。 

「許しているわけじゃないからな」 

「解っているわ」 

 綾子と文彦のふたりは、土産の鮨を食べた。真夜中のアパートは雨音に包ま

れていた。 

「何か言ったかい」 

「何も」 

             十三 

 文彦は真夜中に目を覚ます。雨はやんでいるのか、静かだ。隣で綾子は深く

眠っているのだ。何か夢に脅されて目が覚めた。もう、夢の形は無い。 

 手洗いに立とうか、このまま眠りに沈もうか考えた。薄暗がりの中で、綾子

の蒲団が膨らんでいる。はじめて見た、情景のように思えた。百年でも千年で



も、自分達ふたりは並んで眠る。宿命であり、刑罰なのだ。涙が溢れてくる理

由が文彦には解らなかった。文彦は両親の死に責任を感じていた。 

 松平の話を反芻してみた。全く詰まらないものに思えた。男は偽善者なのだ。

何故、憎んでいる人物に忠実になろうとしているのか、自分自身が不可解だ。 

 綾子と夏雄がどのように愛し合うのか。つまらないふたりに関わる事は止め

よう。考え出すと、目が冴えだした。 

「苦しいんだ」 

 半ば独り言だった。 

「何か言ったの」と、綾子は眠りの向こう岸で返事をした。 

「何でもない。眠ってよ」 

「眠るわ。お馬鹿さんね」と、寝返りを打つ気配がした。 

           十四 

「どんな話をするのだ。塾長は」と、龍治は言った。 

「食い物の話とか、親の話とか」と、文彦は答える。 

 龍治は納得できない顔をする。講義の中身は多岐にわたるのだ。政治や歴史

の話もあり、哲学の講話もある。 

「格闘技もある。俺はそっちに興味がある」と、龍治は言う。 

「苦手だが、やらないわけには行かない」 

 龍治はつぎつぎに質問を浴びせる。友人の選択に興味がある。興味以上の何

か不安もある。 

「塾の最終目的は何なのだ」 

 文彦は解らないと答える。親友をごまかそうとは考えていない。幾つもの偶

然が重なって次第に渦の中に引き込まれていく。拒絶したいが、快感もある。 

「洗脳されないように」 

「こんな風に、か」 

 文彦は舌を突き出し、目をむいた。ふたりは笑った。 

「ヤマグチ・オトヤにはなるなよ」 

 自分にそんな勇気があるはずはない。文彦は家にある日本刀を思い出した。

龍治には言わなかった。腐食した、所々錆が浮いた日本刀。 

            十五 

 山手線の新橋駅で文彦は下車する。改札を出ると、銀座の方に進む。華やか

な匂いがする街の風が吹いてくる。金の匂いかも知れない。 

 文彦は建物に入る。エレベーターに乗る。六階で降りると「ベルサイユ」と

金文字で表示されている店に入る。クロークの女の視線が注がれる。 

 黒服のボーイが現われた。文彦は緊張していたが、うろたえては居なかった。 

 綾子は文彦を見ても驚いた風ではなかった。きちんと化粧し、髪型も今朝と



は違っている。文彦は姉を見て、綺麗だと思った。 

「どうしたの」 

「いいだろう。一度来てみたかった」 

「ビールのむでしょう」 

 ボーイが酒のつまみを並べだす。綾子は制して、ガラスの皿を下げさせた。 

「こんなところに来ては駄目。高いのよ」 

「金は持っているさ」 

「馬鹿言わないで」 

 綾子は弟を眼でしかりつける。ふっと笑う。 

「文彦、あなた若いのに、似合っているわよ」 

 柔らかく軽い身のこなしで立ち上がると、向こうに消えた。 

 文彦は店内を改めて、眺め回す。やはり上ずっていたのだ。周りが見えてい

なかった。明るい照明と、和服姿やドレスの若い女達が大勢居る。アールデコ

の調度が設えられた店内に客たちがつくろいで居る。顔を光らせて満足そうだ。

若い者も居たが、大抵が中年や老年だ。 

 綾子が和服姿の中年女と現われた。 

「お世話になっています。姉がいつも」 

「ハンサムボーイね。お姉さんにそっくりね」 

 帰りに金を払う必要は無かった。綾子の借金になるのだ。「早く帰りなさいね」

綾子に命令されて、エレベーターに乗った。エレベーターに若いホステスが二

三人乗っていた。客を外まで送った帰りだ。 

            十六 

「おまえの、道場を一度見たいな」 

 文彦は友人の願いを松平に伝えた。簡単に許可を得る積りだった。却下され

てうろたえた。 

「道場は駄目だ。栃木県の施設なら良いそうだ」 

 文彦も知らなかったが、栃木県の那須郡に施設はあるらしい。体験したけれ

ば、自費で行かなければならない。地方の山奥だ。 

 新宿駅のバスターミナルから、高速バス、二時間ほどで施設のある湯本にた

どり着く。 

 牧場のような草原に、迷彩服の青年達が軍事練習をしている。確かに軍事訓

練といって良いだろう。草地をはいずり、木登りをし、谷川に飛び込む。 

巨大な箱を伏せたような殺風景な建物がある。一昔前の工場に見える。 

 案内の男は無愛想だった。 

予め連絡を受けていたらしい。黙って、ふたりを案内した。広いフローリン

グの床の道場には多くの男女が、瞑想の訓練中らしかった。息の音一つしない、



静寂が凍り付いている。同時に熱い霧に覆われているようでもあった。 

「俺はとても駄目だな。この雰囲気は。東京もそうなのか」 

 異様に目の据わった若い男の講義が始まった。講義の中身は松平のものと変

わりが無い。龍治は退屈そうにしていた。 

文彦も感じるところは無かった。話し手によるのだろう。松平と違う。熱風

のようなものが無い。 

            十七 

 ふたりは金も無いのでキャンプをする事に決めた。近くにキャンプ場があり、

貸し出しのテントなどがあることを文彦は知っていた。 

 コンビニの弁当と水道の水で腹を満たした。 

 肌寒いが、星の輝きはかくべつだ。ふたりは夜空を眺めながら、並んで寝そ

べる。 

「俺の十歳の頃に龍治という友達が居たよ」 

 文彦は唐突に話し出した。龍治は「同じ名前か。どう書くの」 

「龍治は死んだ。殺された。一人、家で留守番をしていた」 

「犯人は誰だった。信じられないな」 

「解らずしまいさ。今でも不思議だ。捜査は続いているらしいが」 

 文彦は心が痛んだ。何故こんな話を、と後悔した。 

「誰か守って上げられなかったのか」 

「守られる者が居る。守るものが居る」 

 松平の言葉を口に出していた。 

「敵を討ちたいとは思わないか」 

「時時、夢を見ることがあるよ」 

            十八 

 松平が施設に現われた。不思議な事ではなかった。文彦は緊張した。 

「すまないが帰り、送ってはくれまいか」 

 国産の高級車、センチュリーのハンドルを握る。 

「君はこちらにどうですか」 

 助手席に乗ろうとしていた龍治は松平に誘われ、後部座席についた。龍治も

松平に興味がありそうだった。 

 ふたりがどんな話をしているのか、全部は聞き取る事が出来ない。しだいに、

龍治は挑戦的な物言いになっているらしかった。 

「人を殺して良いのですか」 

「否定すべきだ」 

「軍事訓練は何のために」 

「命を守るためだよ」 



 ハンドルを握りながら、文彦はふたりの会話に耳を傾けていた。ところどこ

ろ聞き取れないところもある。 

「私の友人は幼い頃、強盗に殺されました」 

「犯人は誰だったの」 

「解りません。捕まっていないのです」 

「個人の欲望による殺人は罪だが、兵士によるその行為は別の意味がある」 

「そうでしょうか。良い殺人と、悪い殺人が在ると言うことですか」 

 遠慮の無い龍治の物言いに、松平は落ち着いて答えているのだろうか。文彦

は不安だった。 

            十九 

 松平の家は世田谷の祖師谷にあった。大きな和風建築の屋敷だった。 

「少し寄っていきたまえ」と、文彦は誘われた。 

「私は帰ります」と、龍治は言った。文彦一人、屋敷に入った。 

 広い座敷に案内された。襖に水墨画が描かれていた。しばらく、正座して待

ったが、足がしびれてきた。 

 松平が音も無く入ってきたので、慌てて正座した。 

「腹がすいていないか、何か運ばせる」 

「お話は何でしょうか」 

 松平はゆっくりと、文彦の顔をながめていた。柔和な表情だ。 

「龍治君を塾に誘ってみないか」 

「彼を、ですか」 

「なかなか面白い青年だ」 

 女が盆を運んできた。簡単な食事が乗っていた。空腹な文彦にはありがたか

った。松平も、向かい合って同じ物を食べた。 

           二十 

「ねえ。行きましょう」 

 綾子は文彦を誘う。能楽の鑑賞に、渋っている弟を誘う。興味が無いが、綾

子の誘いは珍しい事だ。能楽堂には一度も足を運んだ事は無い。 

 綾子の勤め先の客に誘われたのだという。どんな人物か知らないが、文彦の

存在を喜ぶはずは無い。 

「そうじゃないの。文彦の職場を将来考えてくれるかも知れない。逢って見た

いのよ。貴方に」 

 男は興味のある女に甘い餌をちらつかせている。綾子の弱みを見透かしてい

る。気は進まなかったが、姉を落胆させたくなかった。新しい男の正体も知り

たい。新しい男なのか。松平との関係も曖昧なままだ。綾子が複数の男と交際

しているとは思えない。思いたくない。 



 能楽堂のり入り口で、男と逢った。男は想像しているより若い。大柄である。 

「真理子さんには何時もお世話になっている。良く出来た人だ」 

 店では真理子といっている。源氏名だ。男は本名を知っていて言っているの

か。知らないのか。知らないふりをしているのか。 

 能は理解できなかった。文彦は眠気を堪えていた。狂言のほうがわかりやす

い。狂言の演目は「釣狐」だった。物語はいたって簡素なものだ。狐が罠に掛

かってしまう。罠に仕掛けられた餌の誘惑に負ける。何とか罠から逃げ出し、

猟師が追いかける。化けの皮が剥がれた狐の欲望が面白おかしく演じられる。 

            二十一 

 能楽堂で姉から紹介された男は佐藤尚志。中小企業の社長らしかった。能楽

堂の売店で買った、簡単な弁当を摘みながら、三人はロビーの隅で話した。 

「松平夏雄といえば、ある方面では有名な人物だ。彼の塾生なのか。文彦さん

は」 

「私には何も話してくれないのです」 

 綾子は上目遣いで佐藤尚志の顔を見たようだ。 

 綾子は嘘を言っているのだ。姉には塾の事は確かに何も話していない。姉は

松平の事は、自分よりはるかに知っているはずだ。関係もあった。或るはずな

のだが、白を切っている。今でも深い関係なのは間違いない。 

 佐藤は綾子に興味があるに違いない。姉は弟を仕事に利用しようとしている

のか。佐藤の方が、利益をちらつかせているのか。 

「こんな人間ですが、社長、どうか宜しくお願いします」 

「何かあったら、私に直接連絡をくれたまえ」 

 佐藤は名刺を文彦に手渡して、笑顔を造った。 

「たいていの事は相談に乗るよ。お姉さんに内緒というわけではないが」 

 佐藤は声を上げて笑った。 

            二十二 

 荷造りをしている。綾子は旅行鞄をつくっていた。 

「何処か旅行なの」と、文彦は言った。 

「明日、那須の温泉に、店の人たちと。留守にするね」 

 文彦は顔に血が上るように感じた。 

「俺に嘘は言わないで欲しいな。松平と一緒なのだろう」 

 綾子は一瞬沈黙した。諦めたように言う。「仕方ないのよ」 

「何が仕方ないのか、俺にはわからない」 

 旅行鞄を乱暴に姉から奪い取る。中身を部屋に撒き散らした。綾子は黙って

みている。無表情で放心しているようだ。 

「一緒に来て。私を見届けて」 



「何を見届ける」 

「文彦の前ではっきり言います。貴方が証人よ。それなら良いでしょう」 

「何故そんな事を・・・」 

 綾子は泣き出した。嗚咽と言葉が交じり合い、見えない血のようなものが狭

いアパートの部屋に広がった。 

            二十三 

 学校の食堂は明るいが、殺風景だ。それでも若者達の胃を満たす、食事は安

くて、量もあった。 

「塾長は興味があるらしい」 

 ハンバーグ定食に箸を入れながら言う。 

「俺は無いな。おまえには悪いけれど」 

「そんなことはない」 

「立場悪くしないか」 

 龍治は早食いの頬を膨らませながら言う。 

「それはない」 

 松平の言いつけで、文彦は龍治を塾に勧誘している。どうやら、駄目らしい。

文彦はどちらとも決めていない。龍治を誘いたい気持も強いわけではない。友

人の気持を尊重したい。確かに松平は並みの人間ではない。魅力ある人物だ。

講話を聴いていると、睡眠術にかかったような、心地になる。巧みな話術でか

たられる理論が体の隅々まで染み渡る。精神が覚醒する。 

 姉との関係を疑わなかったら、松平夏雄という人物を知ることは無かった。

塾に入る事も無かった。学校を辞め、自衛隊に入隊していただろう。 

「おまえに言っては悪いと思うが、危険な気がするのだ」と、龍治は言う。 

「何が危険なのだ」 

「感じだけだし、一度しか会っていない。ネットでも調べてみた」 

「おまえを信用している。何でも言って欲しい」 

            二十四 

 松平夏雄の正体は、これ以上知りようが無い。あるとすれば、彼の側に仕え

ることだろう。師匠と弟子の関係になる事だ。側近になる事だ。文彦は考える

と気分が悪くなる。身の回りの世話をしながら、狙うという方法もある。綾子

を解放する為の手段を思いつくかもしれない。 

 今の文彦のやることは、佐藤尚志の身元を調べる事だ。 

名刺を頼りに、足立区の会社を訪ねた。機械加工のメーカーである事は確認

していた。受付の女に話し掛けた。 

 自分は「就職活動をしていて、御社に興味あり、担当者のお話を聞きたい」

と、言った。受付の女は愛想が良かった。 



「あいにく担当のものが不在です。こちらから連絡させていただきます」 

 差し出された用紙に名前と電話番号を記入した。 

「佐藤社長さんも、こちらにおられるのですか」 

「担当のものがご連絡いたします」 

「それはお願いします、社長には先日お会いしたものですから」 

 受付の女の態度がさらに柔らかく変わった。目に興味の色が濃くなり、文彦

を観察している視線が強くなった。 

            二十五 

「文彦も食べるでしょう」 

 マンゴーの黄色い実から甘い香りがする。綾子は文彦を促す。高価な果物は

客からの贈り物だろう。 

「美味しいでしょう」 

「姉さんは、あそこに就職してもらいたいのか」 

「そうではない。貴方が良ければ」 

「ただの客ではないのか」 

「そういうことはいちいち言わないのよ。貴方とは関係ないもの」 

 しばらく、ふたりとも黙って食べていた。 

「私の男関係がそんなに気になるの」 

 文彦の身体の血が膨れ上がる。 

「悪いのか」 

「ふたりだけなの。解っているでしょう」 

「仕事は辞めて欲しい」 

 姉が現在の仕事に満足しているのか。ふたりの生活を維持するための手段な

のかわからない。収入の低い、昼のアルバイトは辞めた。辞める事情があった

のかもしれない。 

            二十六 

 文彦は何かを考えるために辻公園に来ていた。公園は夕暮れだ。紫の光に覆

われている。子供の頃を思い出しそうだ。 

 木製のベンチに腰掛けて、うな垂れた。自分が誰なのか分からなくなりそう

だ。何もかもが、自分の意志とは無関係に動いている。 

龍治も、姉の綾子も、佐藤尚志も、松平夏雄も、身近な人間が、何者かわか

らなくなりそうだった、中田文彦という自分など、大勢の中の一人に過ぎない。

自分が思っているほど、他人は中田文彦という人間の事など考えていない。自

分が無価値な人間に思われた。 

 黄昏の中で消えてしまいそうに感じた。自分は誰からも理解されていない。 

 理解される事が、必要なのか。はたして、理解などできるのか。自己の信じ



るままに進むしかない。何処へ向かえばいいのか。解らない。 

 辺りは暗くなり、公園のブランコの影が白く浮き上がっている。 

ブランコは独りで動き出しそうだ。動き出すのを望んでいる気がした。何か

が起こってくれれば良い。起こらなければ、自分で起こさなければならない。 

            二十七 

 佐藤尚志から誘いを受けた。文彦は意外だった。採用担当者ならわかる。嬉

しいというより、当惑に近かった。 

 渋谷の居酒屋で待ち合わせをした。佐藤の指定だった。文彦には初めての店

だったが、チェーン店は知っていた。約束より早く着いた。佐藤は来ていた。

遅れたのかと、少し緊張した。 

「日本酒は飲みますか。私はそうだが、君は何にします」 

「それでは、ウーロンハイを頂きます」 

 佐藤の話は、文彦の就職活動の件だった。 

姉の綾子が店のなじみに弟の就職活動を話していた。弟を宜しく、と綾子は

言ったのだろうか。 

「まだ、決めていません。全力で出来る事が見付かれば、とは思います。社会

経験も無いですし。探せるかは自信ありません」 

「私の会社も研究のひとつにしてくれたまえ。お姉さんに頼まれたから、じゃ

ないが」 

 温和な感じがする。物言いが丁寧だ。料理の注文も、気を使ってくれている

のが、文彦に解った。好物をぴたりと言い当てる。まさか、綾子からの知識で

はないだろう。 

「お姉さんから聞いたのだが、塾に入っているとか」 

 佐藤は塾と言った。政治塾とも、宗教塾とも言っていない。どのように理解

しているのか。佐藤は松平の塾の正体を文彦以上に深く理解しているらしい。 

             二十八 

「姉さんは、佐藤さんのところに、就職させたいのか」と、文彦は言った。 

「そんなことはない。話を聴いていると、良い会社のような気がするから、候

補のひとつとして」 

 佐藤尚志は松平の塾に通っている事には反対のようだ。自社の社員を塾に勧

誘される事を用心しているのだろう。 

「それより、文彦が塾にはいった事が不思議」 

 綾子は惚けているのか。松平夏雄から何もかもを聞いているに違いない。松

平との関係は切れていない。もしかすると、文彦は松平の人質のようなものか

も知れない。兄弟ともに松平夏雄に絡め捕られている。 

「煩く言わないで欲しい。自分の事は自分で決める」 



「勿論、そうして。私は何も言う積りは無い。貴方の自由よ」 

 綾子には隠された計算があるのだろうか。文彦は綾子の言葉の裏を覗こうと

する。 

「塾も何時までも居る積りは無い」 

「何故なの」 

「松平夏雄が信じられない」 

 信じられないというのは嘘だった。側に居ると、松平という男の黒い渦のよ

うなものに巻き込まれそうだった。手遅れかも知れないが。 

            二十九 

「何かやらなければ」 

 文彦の声の響きは奇異だった。龍治は文彦の顔を改めて見る。目の周りにク

マが出来ている。寝不足の証拠だ。文彦の心を追い詰めているものは何だろう。 

「どうしたのだ。大丈夫か」 

「おまえは、塾に入らなくて良かった」 

「何か問題でもあるのか。あそこに」 

 文彦はそれ以上、語らなかった。 

「何かあったのなら、直ぐに辞めたほうが良いな。おまえの判断が正しいと思

うよ」 

 文彦の言葉には別の意味が含まれてもいそうだった。何でも語りあえるはず

の、ふたりの間に、目に見えない壁が存在している。 

「俺の言う事ではないが、松平という塾長は信用できないな。一度話した印象

だけれど」 

「塾長の事を言っているのではない」 

「そうなのか」 

「自分自身の問題なのだ。生き方、死に方の問題だ」 

 龍治は言葉を飲んだ。青臭い文彦の言葉遣いだ。龍治には好ましく思えた。

唐突だけれど、自然だ。 

            三十 

 今夜しかない。文彦は決心した。 

 人目につくことを恐れて、タクシーを二回乗り換えた。電車には乗れない。

祖師谷の松平屋敷のだいぶ手前で降りた。しばらく歩いた。 

 門は当然、堅く閉じている。家の周りを一周したが、潜り込めそうなところ

は無い。しばらく考えた。 

 呼び鈴を押す。暗い夜の中に時が流れた。インターホンから男の声がした。

やがて潜り戸の内で人が動いたらしい。 

「先生はおられますか。中田文彦です。こんな時間にすみません」 



「なんですか」と、ぶっきらぼうな声だった。 

「先生に呼ばれてきました」 

 塾で見かけたことがある気がした。若い男が出てきた。名前は何というのか。

文彦よりは古い弟子だろうが、名前は知らない。 

 その夜の出来ことが、現実に起こったことなのか、夢なのか文彦には解らな

くなりそうだった。何度も記憶を反芻する。 

 包装紙に包んでもってき。電車に乗るのを憚った。錆びの浮いた古い日本刀

を松平夏雄の目の前で抜いた。座敷のほの暗い明かりの中で、男の顔は無表情

だった。髭が動いたようにも思った。 

「何のまねだ。小僧が」 

 男の声は低かったが、鋭かった。 

 刀を突き出すと、和服の胸の辺りに切り込んだらしかった。手ごたえがあっ

た。文彦の全身は震えた。 

 立ち上がると、膝頭が笑っていた。殺したのだ、と思った。障子を開け、廊

下に出ると、玄関に進む。どうにか靴を履き、屋敷の外に出る。 

 家の中はひっそりとして、何の音も声もしない。夜の闇がそっと文彦を包む

らしかった。 

           三十一 

 姉の綾子の素振りにも変わったところがない。報道も無い。殺人事件なら、

傷害事件としても、ニュースが無いのは変である。警察に届けられていないの

か。文彦の顔は確かに確認されている。松平からの何の動きも無い。どういう

ことなのか。 

 文彦は夢を見ていたのか。何も起こらないことが、不安だった。松平夏雄の

家に侵入し、日本刀で切り付けて、逃走した。間違いない、記憶がそうである

のに、何事も起こった風ではない。 

 文彦は恐ろしくて、塾に行く気にはなれなかった。行けば何か分かるかもし

れない。迷いながら数日を過ごした。 

 日本刀で松平に切りつけた時の記憶は無いのだ。自分の行いは理解している。

場面の記憶は、白い強烈な光に包まれている。松平の顔も、自分の叫んだ言葉

も、記憶から消えてしまっている。 

 起こったことには違いないが、我が事とは思えないのだ。 

           三十二 

「何処へ行くの。旅行なの」 

 綾子はボストンバックに衣類を詰め込んでいる弟に言う。 

「龍治に誘われた。近くだけれど旅行してくる」 

「何処なの」 



「那須高原。龍治が塾の見学をしたいといっている」 

「また、行くの。熱心ね」 

「そうでもないが」 

「佐藤社長に会ったのですって。なかなか良い青年と誉めていた。嬉しかった」 

 やはり姉は知っていた。何もかもが綾子の思惑なのか。綾子の考えどおりに

進んでいる。文彦は同時に激しく否定する。自分は行動したのだ。自分の意志

でやった事だ。後戻りは出来ない。 

「松平夏雄とは会っているのかい」 

 文彦は注意深く綾子の表情を観察している。顔に動揺の小波は無い。 

「別れたといったでしょう。私を疑うの」 

「俺も塾を辞める」 

「貴方の自由よ」 

三十三 

 文彦は夢を見た。 

 綾子を犯す夢だ。夢の中では姉を姉として意識はしていない。艶かしい、女

が居る。女を愛しいと思っている。同時に憎んでも居る。綾子は艶かしいのだ

が、金属のように冷たくもある。 

 草むらで、故郷らしい。文彦は故郷に若い女を訪ねてきたのだ。女は文彦を

呼ぶらしい。立派な屋敷が山の頂上に建っている。松平夏雄の屋敷らしい。 

 小さな部屋に姉に似た女と居る。手にした、粘着テープを広げて、女の手を

縛り上げる。何をすればいいのか、わかっている。誰かが耳元で囁く。 

「良いのよ。好きにしなさい」 

             三十四 

 逢ってくれるとは、思わなかった。佐藤尚志社長は忙しいだろう。たとえ、

恋人の弟だとしても、勝手に連絡して来た者に付き合うだろうか。 

「何時か、お世話になってもいいですか」 

 応接間で逢った。文彦がはじめて足を踏み入れる場所だ。隣は社長室らしい。 

「ああ。良いとも。若者は色々の経験をするとよい」 

 佐藤はゆったりと笑顔を見せた。 

「犯罪をしてでもですか」 

 佐藤はすっぱいものでも口に含んだような表情を造る。 

「極端な話だがね。しかし、我が社にも元暴走族は居るな。若い時は悩みも多

いものだ」と、成功者は笑顔を崩さない。 

 殺人と暴走行為とは罪の重さは違う。文彦は自分の甘えに羞恥を覚えた。松

平夏雄を襲ったのは事実だ。死に至らしめたかは不明だ。傷を負わせたことは

確かなのだ。 



「就職活動は上手くいっているようだね」 

 佐藤は文彦の言葉を誤解しているようだった。犯罪という言葉も例えとして

聴いている。変わった青年と思われたかもしれない。 

「食事でもするかい」 

「今日は、遠慮させていただきます」 

「そうですか。じゃまた今度」 

             三十五 

「俺は松平夏雄を殺したかも知れない」と、文彦は龍治に告白した。龍治は信

じなかったらしい。 

「冗談だろう。殺して何になるんだ」 

「お前もそう思うか」 

「犯罪者になるほどの価値は無い。何故殺さなくてはならない」 

「世の中のためにならない」 

「どうやって殺した」 

「日本刀で心臓を一突き」 

「凄いな」 

「不思議なんだが、ニュースに出ない」 

「隠しているのかも知れない」 

「まさかそんな事ができるのかな」 

「解らないが。お前の妄想とも思えない」 

           三十六 

 雨が降っていた。 

 文彦は頭痛がして遅く目を覚ました。頭痛はどうにか治まってきた。綾子は

すでに仕事に出かけている。 

 テーブルに卵焼きと、パンと牛乳が用意されていた。食欲は無かったが姉に

悪いので食べた。 

 家で勉強をしようと考えたが、本を広げても頭に入ってこない。 

 諦めて、散歩に出ることにした。金も無いので、公園をぶらついて、考え事

をするのだ。 

 近所の公園は都会にしては、森のように樹木が多い。林業の試験場として使

われていた場所らしい。今は公園になっている。 

 雨の公園には人影が無かった。 

 文彦は黒いワンボックスカーには気がつかなかった。車は公園の入り口に止

まっていた。公園の入り口には車止めが設置されている。公園内での作業の場

合は、開錠される。 

 車から降りてきた、三人の男達にいきなり、羽交い絞めにされた。何が起こ



ったのか解らなかった。塾での武術訓練はしていたが、元々華奢な体格だ。 

「何するんだ」男達にねじ伏せられながら、そう叫ぶのが精一杯だった。 

 男達は強引に文彦を車に押し込んだ。車の中にいた男が、文彦の口元を何か

で塞ぐ。強い匂いがして、文彦の意識は薄らいでいった。 

                                  了 


