ＴＯＫＹＯ美人と、東京１００スト‐リ‐

「そうか。できれば、明日にでも会って、くわしく話を聞きたい」
「申し訳ありません。いい加減さんに、話すことは何一つないん
です。まるで木で鼻をくくったように、もうインドに来ないで、
しゅぎょう
ヨガの 修 行 のじゃまよ、と追い払われました。父方の祖父母が、
うば
幼い私を奪い取って育てたから、もう母子じゃない、そんな態
度でした」
「インドの母親は心のなかで泣いているさ。傷ついた娘がかわい
そうだ、哀れだと……。ちょっと場所を移す
から」
ひざ
椅子から立ち上がった井伊は、右膝のじん
帯を傷めており、やや不自由な歩き方だった。
てっぴ
休憩室を出ると、廊下を曲がった先の鉄扉を
くうどう
開けた。無人の空洞の非常階段で、ふだんは
だれも来ない場所だった。

いいよしもと

穂 高 健 一

（０１５ 飯田橋）

井伊佳元は小学生の文集をみていた。
えつらん
それは従業員が閲覧いつでもできるよ
うに、休憩室におかれていた。
写真は生徒たちが寿司ロボットをの
とら
ぞき込む姿を捉えていた。それは久能

この間、井伊の脳裏には、インドに出むく
まえ佐和子にさずけた、母親への質問が横切
った。……少女の身柄引渡しの場所はどこだったのか。無事に保
ちゃくい
護されたとき、少女・佐和子の着衣はどう変わっていたのか。
誘拐事件は脅迫状、写真、テープがとどく場合が多いというが、
その点はどうだったのか。
「お待たせ」

1

心 は 翼 連載⑦・最終回

幸子教師が撮影したもので、子どもた
き き
ちの嬉々とした表情だった。
井伊の店内専用のＰＨＳが鳴った。
しぎの
鴫野さんからです、と事務員がいい、転送されてきた。いま成田
空港に着いたという連絡で、インドでは母親に会えたという。
「こんな親っているのでしょうか。 年まえのことはもう忘れ
なさい、と冷たく突き放されてしまいました。わたしのトラウマ

その声が空洞に木霊すようにひびきわたった。
うら
「犯人と同様に、私は両親を恨んでいます。 年まえに、両親

こだま

を理解してくれる態度など、一切ありませんでした」
さび
佐和子の胸のなかには、淋しい風が吹いているようだった。

21
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けだから」
「硫黄岳で、いい加減さんを殺そうとしたひとが誘拐犯と同一人
物だと、わたしは考えています」
ねら
「とはいっても、だれがおれを狙ったか、わからない」
「裏稼業人の命まで狙うなんて……。怖い」
じ さ
「おれは明日休みだ。時差ぼけが問題なければ、会いたいんだ
が？」
ふたりは駒込駅の改札で、午後２時に会う約束を交わした。
井伊が非常階段から、ふたたび休憩室にもどりかけたとき、Ｐ
ＨＳが鳴った。子どものゲーム機が壊れたから、見てほしいとい
う。休憩時間でも、おかまいなしに、仕事に
回されてくる。その現場を見、業者に電話し
てから、かれは休憩室にもどり、自販機でコ
ーヒーを買ってから椅子に座った。
ひかん

が警察に、娘はもどってきました、と届けていてくれたならば、
誘拐犯はその段階で捕まっていたはず。いまのわたしは、こんな
に苦しむ必要はなかったのに……」
おえつ
おさ
佐和子は、こみ上げてくる嗚咽を抑えているようだ。
「身柄解放の条件として、
『警察にしゃべるな、しゃべって捕ま
っても、出所したら娘を殺しにいくぞ』
、というものだったら、
じょうとうく
親は犯人の常套句だとわかっても、わが子かわいさから、警察
に駆け込めなかった。おれはそう思うけどな」
「いい加減さんは、わたしの親を買いかぶりすぎています」
「そうかな？」
「母が口を閉ざしたからには、もう有力な証人がいません。父は
あたるだけ、むだな人です。こんかいこそ完全犯罪の成立で、
めいきゅう
迷 宮 入りです。結局、わたしは心に翼がないまま、一生、悪魔
におびえた人生を送ることになるんです」

「おれを殺そうとした奴はだれだ？」
いまから３週間まえの硫黄岳の出来事が思
い浮かんだ。
本沢ロッジの小屋から逃げて、夜にはひと
りテントを張り、シラフ（寝袋）に入った。
真夜中、ふいに目覚めた。それは動物的な警戒心に似た、目覚め
ふ
だったと思う。雪を踏みしめた音がテントに近づいてきた。足を
ぶ き み

「残念な気持ちはおれもおなじだ。しかし、そう悲観したものじ
しぼ
ゃない。容疑者は３人まで絞り込めている」
「そうでしょうか？
年前の３月 日、蓼科ロープウェイ山
たくさん
頂駅にいた人はもっと沢山いたはずです」
「たしかに、観光客を含めて大勢いただろう。しかし、誘拐犯は
ひとりだ」
「……。ところで、おケガのほうはいかがですか」

忍ばせている、不気味な雪の音だ。登山ナイフか、ピッケル、
さ
えたい
ストックで、おれの胸を刺すつもりかもしれない。得体の知れな

しの

彼女が肝心なことを訊くのを忘れていたという口調になった。
「だいじょうぶ。だいぶ良くなったよ。関節のじん帯を痛めただ

21
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最初の目標は 夏 沢 峠（ 2402
メートル）だった。この間にも、
井伊はあらためて一人ひとりを疑ってみた。
トップを登るのはスキー板をかついだ山崎勉だ。５歳の少女が
なんきん
軟禁された、本沢ロッジをだれよりもよく知る。２週間くらい
なら、人知れず少女を閉じ込められる。山崎は口から出まかせに
しゃべる男だ。もし、こいつが犯人だ、という確証を得ても、口
こうみょう
やっかい
先で 巧 妙 に逃げまわるから、厄介な相手になるだろう。
ちんもく
しかし、山崎は大ほら吹きで口がかるいし、 年間も沈黙を

21

守りつづけるのはムリだろう。
２番手で登るのは与謝野副校長だった。かれは軽アイゼンで、

ぜんい

じゅうそう

下りてあげたよ』と、善意ある第三者の口調で語った。そんな疑
問がぬぐえない。

3

そうび

12

った。この男は 年まえに、八ヶ岳連峰を 縦 走 してきて、山頂
駅で、５歳の鴫野佐和子に出会っている。その先の行動は不明瞭
だ。
誘拐した少女を山小屋に監禁し、本人は八ヶ岳の山をあちらこ
ちら登っていたとも考えられる。セーフティーの入社式が近づい
てきたので、下山し、少女の親に電話をかけたと思われる。
『本
さんろく
沢ロッジで、お宅のお子さんを発見したから、山麓まで連れて
21

い恐怖が全身を駆けめぐった。
スパッツもつけておらず、装備が最も貧弱。きょうの山岳は快晴
シラフから抜けだした井伊は、防寒着を着込み、すぐさまテン
の下だから、登れるようなものだ。与謝野は雪上の歩きかたすら
しょうもう
なつさわとうげ
トの外に逃げた。
満足に知らないから、体力をムダに 消 耗 している。夏沢 峠 に
す
くもま
あご
翌朝の空は澄み渡り、陽が水平線のうすい雲間から昇ってきた。 着くころには顎が上がっていた。
ふしん
りきりょう
井伊はテントからの不審な足跡をたどってみた。その足跡は迷う
こんな 力 量 のない男が、雪山
ことなく本沢ロッジにつながっていた。
で５歳の少女を連れまわせるは
（３人のうち、一人がおれの命を狙ったのだ）
ずがない。まして事件当日、かれ
井伊は自分にいっそうの警戒心をもとめた。
はレンタカーで６人の 歳の少
てっしゅう
６時半になると、朝食をすませた井伊はテントを 撤 収 した。 年や少女を案内していたのだか
そうちゃく
そのうえで、 本爪アイゼンを 装 着 し、ピッケルを手にした。 ら。
他の３人とともに硫黄岳（ 2760
メートル）の山頂をめざした。
夏沢峠では小休止したあと、
きつりつ
りょうせん
しんりんげんかい
本沢の露天風呂の脇からみあげた、屹立する硫黄岳の北面は、 稜 線 のトレース（雪道）をすすむ。森林限界を超えると、寒風
噴火跡の荒々しい断崖絶壁だった。
が雪上を吹きあげていた。
なつさわとうげ
さえぐさ
３番手を登るのは三枝店長だ。力強い余裕がある登りかただ
12

（スキーで、こんなところを降りられるはずがない）
山崎がいかにでたらめな男か、と再認識させられた。

た井伊がさっと受け止め、与謝野の手もと
にとどけた。
「すこし休もう」
スキー板を立てた山崎が、ザックから飲料水を取りだす。三枝
ひも
は登山靴のアイゼンの紐をしばりなおす。井伊は噴火跡の荒々
しい絶壁をのぞいてみていた。ダム堤のうえから眼下をみるよう
すいちょく
に、 垂 直 に切り立った断崖だった。

『おなじ会社の、おなじ山岳部員なのに、犯人あつかいした。井
伊がムカつく。許せない』
三枝は夜が明けても、そんな不機嫌な態度だった。
りゅううん
山頂を見あげると、時おり 流 雲 からの強風でうすいガス（雲）
がかかる。流れ去ると、からっと青空になる。変化のはげしい光
景だ。足もとはツルツルのアイスバーン。登るほどに酸素はうす
く、息が乱れてくる。
ケルン（ 2650
メートル）にたどり着いた。
風が強くて、その雪は吹き飛ばされ、ロッ
ク（石）が露出していた。山頂までの標高
差は１００メートル。息切れのはげしい与
謝野が、もう登れないといい、ケルンのそ
ばに腰を下した。投げだした１本のストッ
すべ
クがアイスバーンで滑りだす。最後尾にい

もう一度、佐和子に会って、悪魔に負けず生きていけよ、と声
かな
をかけてやりたいが、死ねば、それも叶わない。

はげしい恐怖に襲われた。
アイスバーンの雪面で両手が伸び、両脇が開いていく。ピッケ
ルを抜き、
もう一度ピックを打ち直す。顔面も、
登山靴の爪先も、
抵抗になるものはすべて使う。ゴア（生地）のヤッケは全身に油
ぬ
を塗ったように滑る。
鴫野佐和子の顔が浮かんだ。
『心に翼をつけてやれず、おれは死ぬのか……』

井伊はなおも断崖絶壁をながめていた。
「痛い。何するんだ」
ふともも
井伊は背後から、ストックか、ピッケルで太腿を刺された。
それから逃げるように前のめりになり、バランスを失って転倒し
た。そのままアイスバーンで滑って断崖の縁から飛びだした。か
らだが宙に浮いて、落ちていく。
『ここで死ぬのか』
井伊は言いようのない恐怖で、ぞっとした。
ついらく
メートルほど真下に墜落した。背中のザックが落下のクッ
ションになった。井伊は反射的に身体をうつ伏せにし、ピッケル
のピックを打ちこんだ。
しゃめん
すいちょく
せいどう
斜面はまるで 垂 直 に思えた。制動が利かず、加速度がついて
きふく
いく。ゴツゴツした起伏で、全身がバウンドする。ピッケルが飛
は
び跳ねる。止めようもない。
20
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「よく生きていたな。断崖から消えたので、もう死んだと思って
いた」
３人は遺体の回収方法まで打ち合わせていたと話す。
井伊はだれにも転落、滑落の原因を話さなかった。それは犯人
しか知らない事実だから。
井伊はその日のうちに下山し、東京にもどってきた。大学病院
じゅしん
でＣＴ検査など受診したが、頭部などには異常がなかった。２

身体は滑るというよりも、落ちていく。死にむかって、どんど
ん滑り落ちていく。
とつじょ
くさつ
突如として、ピッケルが雪面からでた草付きに食い込んだ。
草が抵抗となり、急ブレ‐キがかかり、身体が停止したのだ。
滑落の高度差はおよそ２００メートルだった。いまはダムの急
きつりつ
斜面の途中で止まったようなもの。屹立する斜面で気を抜くと、
ふたたび滑落する。井伊は静かに立ち上がった。
危険度の高い、トラバース（横の移動）に移った。慎重に一歩
ずつ、一歩ずつ、時間をかけてすすむ、
稜線に立つと、全身を点検した。ヤッケはかなり破けていた。
ろしゅつ
やけど
露出した肌や顔は雪面を滑った火傷で痛む。右膝のじん帯が伸
れっしょう
びきったようだ。ただ、 裂 傷 はなかった。高度計の腕時計や腰
につけていた携帯電話などは吹き飛んでいた。
ケルンにもどってきた井伊は、３人の顔を一人ずつみた。

「えっ。山小屋には吊り鐘があるんでしょう？ 本沢ロッジに３
人がきたとき、一人ひとりみな鐘を鳴らしたと、いい加減さんが

「鐘といえば、詩のなかにもよく出てきている。一つ、二つ、カ
ーン、カーンと鳴らす音とはちがう？」
「ちがいます。ＴＶか、映画で観た、江戸時代の火消しが『火事
はんしょう
だ』
、
『火事だ』と連打するような、 半 鐘 のような荒々しい音で
す」
「これは重要な証言だ。軟禁場所は本沢ロッジじゃない」
井伊のケイタイが鳴っていたが、かれは無視した。

土産をもらった。ふたりは悪魔の犯行現場の一つ、旧古河庭園に
しつい
むかった。道々、彼女はインドでの失意を語っていた。
正門までくると、井伊はふたり分の入園券を買いもとめた。４
月半ばはバラが咲くにはまだ
せいじゃく
早すぎる。それだけに 静 寂 な
園内だった。
「わたしインドの寺院で、鐘の
音を聞いて、ひとつ思いだした
ことがあるんです。山小屋に閉
じ込められていた日、たぶん最
つ
かね
初の夜だったと思うんですが、吊り鐘がカーン、カーン、カー
ン、と連打されていました。何度も、何度も。それが怖くて、怖
かなしば
くて……、金縛りにあったようになり、そのときから逃げだす
あきら
ことは 諦 めました」

けんしん

週間後の検診も同様だった。
駒込駅で鴫野佐和子と落ち合った井伊は、彼女からインドのお

5

トリックとしては利用できる」
「トリック……？」
「誘拐犯はどこかしら、無人の別荘を見つけだし、５歳の佐和子
さんをそこに連れ込んだにちがいない。そして、肉切り包丁を突
きつけて、
『部屋から一歩もでるな。出たら、殺すぞ。ここは雪
おど
の山小屋だ』と脅す」
５歳の少女なら、奥深い山小屋だと信じてしまう。
他方で、八ヶ岳山麓の３月半ばは、もはや雪解けの季節でもあ
る。陽のあたる東側は、里山の樹木が芽を吹き、やがて花も咲き
はじめる。里山だと少女がわかってしまえば、別荘から逃げだし
てしまう。突きつけた包丁は、少女が西側の一室から一歩も出な
いように脅すものだった。
「トリックで、逃げ出せなかったなんて、口惜しいです」
彼女が唇をかみしめた。

「あらゆる状況から判断すると、稲子リゾート温泉の別荘でまち
た
がいない。ただ、物証はないだろうな。あまりにも歳月が経ちす
ぎているから」
かれはそういってから、ケイタイの留守電を聞いた。セーフテ
ィー池袋店の事務員からで、
『久能幸子先生から、渋谷区の小学
校に転勤した、という挨拶の電話がありました』という内容だっ
た。学校の電話番号も入っていた。……いましがた掛かってきた

ふたむかし

お話されていましたけど？」
「雪山の登山者は、山小屋に着いたからといって、やみくもに吊
り鐘を乱打しない。寒くて、寒くて、一刻もはやく室内に入りた
いものだ」
「では、わたしはどこに監禁されていたのでしょうか？」
「考えられるのは、稲子リゾート温泉の別荘かな？ 硫黄岳の登
やぐら
山口にちかい村に、火の見 櫓 がある。その半鐘が鳴りひびけば、
じゅうぶん聞こえる」
こわ
村の長老が、取り壊すまえの、火の見櫓の想いをしみじみ語
ひとむかし
どせきりゅう
っていた。…… １ 昔（ 年）まえは、大雨のあとで、土石流が
上流の村を襲った。終日、鐘が打ち鳴らされていた。２昔（ 年）
まえは夜、別荘で子どもの花火遊びから火事がでた。３昔（ 年）
りょうし
まえは、硫黄岳の遭難で、猟師たちの手をあつめたものだ、と
いっていた。それを佐和子におしえた。
「 ２ 昔 （ 年）まえの鐘は、子ども
の花火遊び。花火は夏場のものですか
らね、季節がちがいます」
「火事は１年を通して、何度もあるさ」
「半鐘だけで、稲子リゾート温泉だと
決めつけられるのかしら」
「別荘地の西側には、荒々しい硫黄岳

30 20

とすれば、久能教師は授業ちゅうではない。
井伊は勤務先の小学校に電話を入れた。

10

がみえる。本沢ロッジからみえる山容
とおなじ格好をしている。もちろん、
山の大きさはちがうけれど。

20
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「事件発生は、５歳のときだ。刃物を突きつけられたり、半鐘の
音におびえたり、その恐怖が強すぎて、レンタカーに同乗してい
たという、記憶が飛んでしまったのさ。大人でもつよい恐怖に襲
とっしつ
われると、その記憶が突出し、前後を忘れてしまうものだ」
のうこう
「犯人は与謝野副校長の線が濃厚ですね。いい加減さん、わた
しの小学校時代に担任だった与謝野先生のことですが、もしかし
たら……」
「女の先生だったな。ご主人は大蔵省に勤務しているとか」
かんしょう
「そうです。バラの 鑑 賞 で、この庭園にき
たとき、先生が、
『うちの主人はね、いま北
海道勤務なの。登山とスキーが大好きで、転
勤のたびに全国の山に登れると、喜んでいる
んだから、イヤになるわ。妻よりも山が好き
なひとなの。わたしは北海道の大雪山に登っ

てんきん

「ご挨拶もできず、転勤してしまいました。ご返事が遅くなり
ました、主人側の結婚式の参列者には、鴫野さんはいなかったそ
うです」
ていねい
「それは、ご丁寧に」
「ただ、関係があるかどうかわかりませんが、主人には、鴫野、
おぼ
という名まえに憶えがあるそうです」
「覚えがある……」
「なんでも、私立中学の入試問題に、
『鴫』という漢字がでたけ
ど、それが書けなかった。その後、進学塾が主催する、難関私立
中学の合格者のお祝い旅行でいった、１泊２日の八ヶ岳山麓のマ
イクロバスでいっしょだった、５歳の少女が、
『鴫』を漢字で書
けたとか。自分は入試で書けなかったから、
悔しい思いをしたと、
主人から話を聞かされました」
「えっ、レンタカーで、５歳の少女がいっしょだった……？ ご

て熊に遭遇しないかと、ハラハラしているの
に、本人は平気なんですからね』と、こぼさ
れていました。ご主人は与謝野副校長の弟さ
んじゃないかしら？」
「可能性はあるな。硫黄岳の登山では、副校長が大蔵省勤務の実
弟から、スキー用のストックを借りてきていた。弟は冬山もやる
と話していた。確認できるかな……」

あいさつ

主人と会えませんか、ぜひ」
やみ
井伊は闇のなかで、光かがやくような情報だと思った。
「わかりました。主人に連絡してみます」
久能教師から折り返し、電話がかかってきた。職場にちかい飯
田橋なら、１時間ていど会社を抜けられるという。今日のきょう、
会う約束がとれた。
井伊はそれを佐和子におしえた。

というと、佐和子がケイタイで、交際のある元担任にメールを
送った。

そうぐう

「わたしがレンタカーに乗っていたんですか？ まったく記憶
にありません……」

7

ふたりは旧古河庭園から、飯田橋駅にむかった。指定された改
札口では、久能好子教師の夫が待っていた。紺のスーツを着こな
す。ビジネスマンのかれは両手で、久能久雄という名刺をさしむ
けてきた。薬指には真新しい結婚指輪が光っていた。
「わたしは名刺を持っていません……」
佐和子も受け取った。
「結構です。あなたが蓼科ロープウェイ山頂駅にいた少女ですか。
そうめい
聡明な女の子だ、という印象がいまも残っていますね」
「きょうはよろしくお願いします」
だんぺんてき
「塾の卒業旅行は 年以上まえのことですから、断片的にしか
おぼえていませんけど、ご協力させていただきます。どこかティ
ールームでも」
ひそか
「誘拐犯が、 秘 かに聞き耳を立てている怖れもありますから」
井伊が事件のあらましを語りながら、地下道から地上にでた。

ったんですね」
「山頂駅で、少女の母親はいましたか？」
「記憶にはありません。……マイクロバスのなかで、あなたはボ
クたちと仲良くしていました」
「 歳のお兄ちゃんやお姉ちゃんに囲まれているから、少女は
警戒心もなく、ロープウェイでいっしょに降り、車に乗り込んだ
……」

から」
実際は民間企業の入社だった、と久能は補足してから、
「登山者がロープウェイで下山すると、こんどは与謝野先生があ
なたに話しかけた。
『お父さんは、あの山（縞枯山）の向こう側
のスキー場で滑るから、ここに一日いても、お父さんのスキーは
観ることができないよ。山の向こう側
まで車で連れて行ってあげようか』と、
たしか、そんなふうに」
いと てき
「意図的なものだ」
井伊は怒りをおぼえた。
「ボクはロープウェイの真下にスキー
場があるのに、わざわざ高い山を越え
て滑りに行くのか、とおどろきました。
いま考えれば、カントリー・スキーだ

な つ

交差点の巨大な陸橋の階段を登り、元水戸藩の庭園・小石川後
楽園に足をむけた。入園は４時までで、その時間を過ぎていた。
３人は周辺を歩いた
「山頂駅で、ボクはあなたの側にいた、大きな荷を背負った登山
者が、迷子かい、どこからの来たのと訊くと、
『パパは大蔵省な
の、そのホテルから』と、話していました。保養所か、契約ホテ
ルでしょうね。それを聞いたボクは、この少女の父親は大蔵省の

「清里の中華料理店で、お昼を食べていたとき、ボクが前夏の夜
店で買った花火を持ってきた、というと、いっしょに花火がした

あこが

エリートか、と 憧 れの目でみていました。そのころのボクは将
来、一流大学を出て大蔵省に入り、大臣になることが目標でした
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た、わかった、といいながらも消防署には話さなかった。結局、
せ い
出火の原因はぼくの持ち込んだ花火の所為にされたままで、いま
くや
だに悔しい思いが残っています。だから、ボクには良い旅行じ
ゃなかった」
「貴重な証言だ」
井伊はお礼をいった。
佐和子のケイタイが鳴った。

い、とせがんでいました。与謝野先生が、夜、誘ってあげるから、
というと、すごく喜んでいました」
「その先は？」
「たぶん、ボクたちが松原湖で遊んでいたとき、与謝野先生がそ
のままスキー場に連れて行ったはずです。松原湖からマイクロバ
スに乗りこんだとき、少女はもういませんでした」
「その日の夜、宿舎近くで、
花火の火事があったんじゃないかな」
「ありました。バーベキュー大会が終わると、ボクたちは花火を
して遊び、そして寝床に入った。かなり経ったころ、火の見櫓の
半鐘が聞こえてきました。宿泊所の近くの林が燃えていた」
ちんか
大きな山火事になるまえに、鎮火したようだ。どうみても、バ
ふしま つ
ーベキューの残り火の不始末なのに、塾の先生方は消防署のひと
に、火事の原因を花火のせいだと説明していた。
ひきょう
こうぎ
「それを聞いたボクは、先生は卑怯だ、と抗議したら、わかっ

的証拠をさがしだすそうです。すごい 執 念 の持ち主ですね。わ
たしには真似ができません』

側の参列者に、鴫野佐和子さんという方がいたんです。彼女は５
歳のときに、誘拐されて稲子リゾート温泉で、２週間も監禁され
ていたそうです。怖いですね。なんでも、誘拐事件が起きた日の
夜、宿舎近くで、山火事があったそうですね。バーベキューの残
り火だったとか、夫はそう話していました。
『きのう、夫は久しぶりに鴫野さんに会ったそうです。犯人の目
星ついたから、来週には犯行現場の別荘で、犯人を特定できる物

「犯行場所の特定だ。現地の稲子で、別荘を一軒ずつしらみつぶ
しに当ってみるか。しかし、これはかなり時間がかかりすぎる。
そうだ、与謝野副校長を現地に誘いだす手段を考えよう。犯人な
ら、犯行場所はわかっている」
井伊は手順を考えた。……転勤した久能幸子教師に、元の勤務
先である池袋中央小学校に電話を入れてもらう。そして、副校長
を電話口に呼びだす。
『先生、聞いてください。実は
私の夫が、進学塾時代、与謝野
先生の教え子でした。もう、び
っくりして、お電話してしまい
ました』と切りだす。
そうひとつ驚きがあるんで
す。明治神宮の結婚式には、夫

しゅうねん

「……。与謝野先生のご主人と副校長は実の兄弟でした」
メールを読みながら、彼女は興奮した口調でおしえていた。

9

か

井伊は、来週月曜の朝がいいな、と言い換えた。
「なぜ、月曜日の朝ですか？」
佐和子が訊いた。
「全校生徒の朝礼とか、職員会議とかがあるんじゃないかな？
副校長の立場なら、最も抜けられない日だ。それでも、あえて稲
子にくれば、犯人だという確証につながる。
まあ、
おれも本社で、
販売促進会議があるけど……」
『いい加減さんにはいつもすみません』
「気にしない。店長のおれが出席しても、しなくても、来月のチ
げんあん
たいくつ
ラシ内容や価格は原案どおり決まるから、問題ない。退屈な会
議さ」
「ボクも一役買わせていただきます。妻の幸子には、副校長を現
地に行かせるように、上手にやらせますから」
と心強い味方になってくれた。
せいさい

八ヶ岳山麓は桜が満開の季節になっていた。午前９時半には、
井伊佳元の運転する乗用車が、
稲子の、火の見櫓までやってきた。
助手席には鴫野佐和子、後部座席には芝浦達也が乗っていた。
こわ
火の見櫓の鉄塔は取り壊されていなかった。
『登ると危険』と
そ
いう張り紙には、町の文化財として残すことになりました、と添
え書きがなされていた。目のまえをトラクター、野菜かごを載せ
たライトバン、軽自動車などが行き来していた。
佐和子が創作ノートを取りだした。
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花の声が聞こえる
樹のひかり
ひかりは聞こえるのかな？

風がにおう
樹がにおう せせらぎが 土が
においが見えるかな？

元ジャーナリストの芦野から、
『こい
じゅうたい
のぼりの里』の周辺は事故車で 渋 滞 し

きらめく水よ
谷をおおう木立のどこから

「与謝野副校長が真犯人だった、と確定できたら、制裁の仕方
さば
だ。もはや時効、法では裁けない。ジャーナリストの力が必要
あ し の まもる
だ。芦野 守 さんには情報を提供し、協力してもらおう」
「メディアで報じられたら、
副校長の立場だ、きびしいだろうな」
久能がそういった。
とくめい
……報道の仕方は時効だから匿名になるが、犯人は見えてし
まう。職場の同僚からは、これでも教育者か、最低人間だといわ

ているから、到着は 時過ぎになると、メールが入ってきた。
「この間に、山崎の奥さんに会っておくか」

くず

れる。同時に、社会的な地位も失う。夫婦関係も一気に崩れる。
こお
子どもが知れば、家庭内は凍りつくだろう。

10

井伊の車が松原湖にむかった。ペンションに着くと、たったい
ま、山崎の妻は、泊り客がチェックアウトした忙しさが一段落し
たので、自宅に帰ったという。かれはそちらに向かった。
「犯人が与謝野だとしても、松原湖までしか目撃者がいない。そ
のさき少女をだれかに引き渡したとか、近くのスキー場で少女を
きべん
マイクロバスから下したとか、詭弁がまかり通ると、厄介だ」
運転する井伊はふたりに、そんな懸念材料を聞かせた。
火の見櫓のまえを通り過ぎた。山崎家はその先だった。玄関は
鍵がかかっていない。声をかけてみたが、返事はなかった。建物
けいしゃ
の裏側にまわると、山崎の妻は鶏舎のそばにいた。かれは佐和
子と達也を紹介した。
「夫が誘拐犯だから、ここにいらっしゃっ
たんでしょ」
山崎の妻が鶏にえさを与えながら、そう

山崎の妻は、家庭崩壊におびえた、沈うつな顔だった。
「誘拐事件は、花火の火事があった日です」
「それなら、夫は蓼科スキー場の民宿から帰っていました。消防
団員として、火消しに参加したあと、花火の不始末は塾講師の責
任だと、大きなことを言っていましたから。陰では、幼い少女を
蓼科から連れ帰って、どこかに監禁していたんです」
「レンタカーで蓼科から、わたしを連れてきたのは与謝野です」

「それはないです」
「井伊さんがわが家に立ち寄られ、硫黄岳に登られましたよね。
帰ってきた夫が、井伊さんの滑落事故を話していました。ふつう
の登山者なら、死んでいた、生きていたこと自体が奇跡だった、
と。夫は冒険スキーをやるなんて、大ウソをついた、口封じに、
井伊さんを殺す気で呼びだしたんです」
彼女は深刻な口調でいった。
滑落した井伊には、いまだに硫黄岳で、太ももを突いた犯人が
特定できていなかったことから、その話題にふれなかった。
「……誘拐犯はあなたでしょ。私がそう問い詰めると、俺は無関
係だ、ほんとうに関係ない、信じてくれと言いながら、逃げまわ
っていました。その日から、わたしはもう不安でいっぱいです。
夫が殺人未遂や少女誘拐の犯人だったら、離婚します。子どもが
可哀そうですけど、それは仕方ありません……」
ほうかい

いった。
井伊はそれを否定し、最も疑わしいのは、
進学塾の元講師、与謝野だといい、簡略に
こんきょ
根拠を示した。
「与謝野さんはまじめな方でしたよ。子ど
した
もたちにも慕われていたし。わたしには信じられません。間違
いじゃないかしら。いまは小学校の副校長になられたと聞いてい

佐和子が、思いつめた山崎の妻を気の毒がる口調でいった。
「あの方が犯人とは信じられません。夫をもういちど問い詰めて

たく

ます。本当のところは、うちの夫がことば巧みに与謝野さんを
陥 れているんでしょ」
おとしい
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ら、ずっと『売り家』の看板を外しています。私は怖くて、Ｃ‐
の前を通ったことはありません。夏などは草がぼうぼうで、

持主は夫婦そろって日航ジャンボの墜落事故で死んだとか。そ
の後は無人だった。あるとき、夜な夜な女の子がすすり泣いてい
ふりょ
た。それを聞いた人はみな事故に遭ったり、不慮の死をとげてい
る、といううわさを語っていた。
「その泣き声は私だったのかしら？」
佐和子の顔には複雑な表情が浮かんだ。
「……。不動産屋は、買主に悪魔伝説がわかれば、信用問題だか

みます。どんなからくりがあったのか、と。きょうは本沢ロッジ
に入っていますけど」
山崎の妻はどこまでも夫を疑う態度だった。
「監禁された少女は、火の見櫓の半鐘を聞いています。稲子リゾ
ート温泉の別荘だった、
という可能性が非常に高い。
どの別荘か、
特定したいのだが、心当たりはないですか？」
「さあ、どこかしら？ 夫に訊いてみるのが一番なんだけど……。
あ く ま でんせつ
もしかしたら、悪魔伝説がある、Ｃ‐ の別荘かしら……」
「Ｃ‐ とは？」
別荘地のブロック割は、Ａ、Ｂ、Ｃ地区と分かれている。それ
はし
かくちゅう
は端から数えて 番目の別荘で、道路際に 角 柱 の表示がなさ
れている、と教えてくれた。
き みわ る
「だいぶ昔から、Ｃ‐ は不吉な別荘だといい、気味悪がって、
だれも近寄りません」

暮らしているのは、許せない」
芦野はかつてのジャーナリスト魂が燃えているようで、気迫が

いう自負がある。記事を書くだけ
でなく、あなた方の捜査にも、お
役に立てられると思う」
「では、
犯人を追い詰める押さえどころなど、教えてもらいたい」
井伊が事件の概要、犯人像、Ｃ‐ の建物について説明した。
「お嬢さんは大変な目に遭いましたね。被害者は数十年もトラウ
とくてん
あんのん
マで苦しんでいるのに、犯人は時効の特典に逃げ込み、安穏と

お化け屋敷だそうです」
「悪魔伝説がわれわれに有利に働くかもな。事件後において、買
い手が現れず、リフォームもされていなければ、犯行を証明でき
る有力な証拠品が残されている可能性が高い。行ってみよう」
「でも、うわさには根拠があるはずですから、用心してください
ね」
しんそこ
山崎の妻は心底、悪魔伝説を信じている口振りだった。
それから 分後、井伊はケイタイで元ジャーナリストの芦野
ゆうどう
守の車を誘導しながら、火の見櫓のまえで落ち合った。
車から降りた４人はたがいに
自己紹介した。
「私の現役時代は社会部が長か
った。警察まわりも多かったから、
犯罪捜査の手順にはくわしい、と
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感じられた。
す
「できれば、私の心にながく棲みついた悪魔について、書いてい
ただければ、うれしいです」
しゅっこう
「出 稿 するまえには、一度あなたには目を通してもらいます。
とくめい
被害者のプライバシーは守ります。犯人は匿名だが、まわりの
者からは特定できるように書く」
こうした会話のあと、それぞれ乗用車に乗り込み、稲子リゾー
ト温泉にむかった。２台の乗用車がやや傾斜のついた白樺林の舗
道を登りはじめた。そのさきは別荘開発時の植林がうっそうと茂
った森林になっていた。
区割りブロックの案内板、ミニストアを通り過ぎると、斜面の
こうばい
勾配がきつくなった。と同時に、別荘が点在する光景となった。
庭木の多くが、２階建ての屋根より高く伸びていた。
くかく
Ａ、Ｂ、Ｃとブロックの区画はわかりやすかった。Ｃ‐ は

めいよきそん

証拠が残されているはずだ」
井伊の目が期待で光った。
「われわれの動きを知った、犯人の立場からすれば、犯行現場を
しょうこ
ことごとく荒らして、遺留品を破棄させることだ。最大の証拠
いんめつ
隠滅は火を放つことだ。これが最も効果的だ」
芦野が犯罪者の心理を語った。
「与謝野はきっとここにくる。それよりも先に建物に入ろう」
「そのまえに、軍手、懐中電灯、ビニ‐ル袋などを用意する必要
がある。少女の髪の毛１本でもたいせつだ。ＤＮＡ鑑定で犯行現
場が特定できるので、慎重に採取する必要がある」
「誘拐事件はもう時効だから、警察はそこまでやってくれないと
思うな？」
達也が意見を述べた。
「物事はどう展開するかわからない。遺留品は最大限に押収して

おく。記事にクレームがつき、名誉毀損で訴えられたら、それこ
そ裁判で、誘拐事件を証明できる物証として役に立つ」
しんちょう
芦野は家宅捜索なみに 慎 重 に運ぶために、スリッパ、頭に被
るネットから帽子までも整えてから、建物に入り込むべきだ、と
提案した。それらの購入を求めて、２台の車はミニストアにむか
った。
そこの駐車場に降り立つと、
すいりょう

白樺に囲まれた一軒家で、二階建てだった。４人は車中からのぞ
き見た。山崎の妻から聞いた、
はいおく
廃屋の雰囲気はあるが、建物の造
りはしっかりしていた。
２台の車から、４人は降りた。
それぞれが意見を出し合った。
「松原湖からさきの目撃者、物的

「不法な住居侵入だと、遺留品を押収しても、後のちに証拠能力
に問題が生じてくる。別荘地の管理人など、第三者の立会いがほ
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証拠がないと、真犯人だと決め付けられない。われわれの 推 量
があたり、このＣ‐ が犯行現場だったとすれば、豊富な物的
13

13

の花弁を掃いてばかりで、視線を合わそうとしなかった。
「犯人を特定するためにも、協力を願いたい。管理人の立会いは

ら拒絶した。
「事件はもう時効となってしまった。だか
ら、警察は動かない。被害者から民間の調
査機関に、真相究明をゆだねられた。報道
関係者もきている」
あそこは維持費が何十年も未払いだから、
かたく
管理外だ。 頑 なに拒絶する管理人は、桜

しいところだな」
と芦野が井伊の顔をみた。
「おれが交渉してこよう」
井伊は店員から管理棟の場所を聞きだした。買物は芦野に任せ
た。井伊はふたりを車に乗せ、管理棟のあるＡブロックに向かっ
た。
は
店員に聞いたとおり、管理棟は質素な平屋造りだった。頭の禿
たけぼうき
しだれざくら
は
げ上がった管理人が 竹 箒 で、庭に散った枝垂桜の掃き掃除をし
ていた。
井伊は達也と肩をならべ、民間の調査機関のものだと名乗った。
そして、Ｃ‐ で、遺留品を押収したいので、立会いをお願い
したいと申し出た。
管理人はＩＤカードの提示すらもとめず、民間じゃあ、だめだ、
警察の許可がないと見せられないと、頭か

「なぜ、三枝がここに？」
運転者は横顔だったが、東中野店の三枝店長にまちがいない。

日航ジャンボ墜落事故から、誘拐事件まで数年が経っている。
この間、年に３回、進学塾の特訓合宿がおこなわれている。講師
むせじょう
の与謝野が散策のさなか、無人で無施錠の別荘を知り得たとして
もおかしくない
「おや、あの青い車は？」
とら
井伊の視線が一台の青い乗用車を捉えていた。管理棟のまえ
を通り過ぎていく。

どうしても必要だ」
Ｃ‐ の所有者はいま天国にいる。あの世にいってまで許可
を取ってこれない。
とてつ
管理人は悪魔伝説を信じ、途轍もなくおそろしい建物だと怖が
っている節があった。井伊にはそれが読み取れてきた。
あいかぎ
「立会いはなしで結構。合鍵を貸していただければ、それだけ
で充分。責任はこっちで持ちます」
たた
何かあっても知りませんよ。後のちに祟りがあっても……。
そんなふうに折れ、管理人から、Ｃ‐ の鍵が手渡された。
「犯人は別荘のカギを持っていたのかな？」
達也があらたな疑問を口にした。
「どこの別荘も、一般住宅とちがい、貴重品は置いていない。利
じたく
用者が帰り支度を急ぐあまり、カギのかけ忘れだってあり得る。
その気になって探せば、一軒や二軒はあるものだ」

13

13
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ぎょうし

「急いで乗って」
井伊は青い車の尾行をはじめた。追跡ちゅうの車はセーフティ
ーの三枝店長だと、ふたりに教えた。後部座席の達也には芦野に
連絡を取らせた。
（きょうは本社で販売促進会議のはずだ。鬼頭部長にはたてつけ
ない三枝店長が、なぜこの場所にきているんだ？）
つ づ ら お
練馬ナンバーの青い車がＡから、Ｂブロックへと九十九折りの
道をのぼっていく。車間距離は保ちつづけた。
「久能幸子先生から、与謝野副校長を呼び寄せたつもりだったが、
なぜ三枝店長がきた？」
きかい
奇怪な予想外の展開から、井伊の頭脳は忙しくなった。いろい
ろな推量が浮かぶが、三枝の真の狙いは読めなかった。
三枝の青い乗用車がＣゾーンに入った。 、 、 のまえを
徐行していく。Ｃ‐ の建物のまえで停まっ
10

10

た。車窓から凝視しているようだ。 分ほど
と経つと、三枝が車から降りてきた。汚れた窓
の外から、内部をうかがう。
どうりょう
「いい加減さんの 同 僚 が誘拐犯だったんです
かね」
達也がいった。
「信じられないというか、情けない。 年前

13
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に、山頂駅で少女の佐和子さんを誘拐し、監禁
した男が、わが社の店長だったとは。……東中野店の従業員がこ

21

びこう

れを知ったら、どういう心境になるのか。セーフティーの全従業
員は怒り、肩身の狭い思いをする。情けない話だ」
「いい加減さんの気持ちはわかるな」
達也がいった。
「同僚でも誘拐犯ならば、許せない。社会的に罰する」
れいてつ
井伊は自分の心に冷徹さをもとめた。
三枝はやがて青い車に乗り込み、立ち去った。
「犯人は三枝か、与謝野か。その結論は現場にある」
ふ
芦野がすぐ別荘に踏み込もうと提案した。
「了解だ」
かれらは２台の車をＢブロックの目立たない場所に駐車させ
た。そのうえで、４人は徒歩で、Ｃ‐ にもどってきた。芦野
からはそれぞれに手袋や帽子などが手渡された。
ほこり
井伊が玄関の鍵を解除した。その扉を開けると、カビや 埃 や

４人は薄暗い階段をゆっくり 慎 重 にあがっていく。ペンライ
こうぼう
トの光芒が伸びていく。

しんちょう

不快な悪臭などが一気に鼻腔を突いた。土間に踏み込むと、白い
かまち
埃が舞い上がり、全身をつつんだ。上がり 框 にもあつく埃が積
は
もり、得体の知れない虫が這う。
なんど
一階の西側にはトイレ、浴室、納戸があり、２畳の納戸はスポ
ンジのように、ふわふわだった。そこには誘拐に関係するような
遺留品は見当たらなかった。埃で汚れた窓からは、うっそうとし
た樹木しか見えなかった。
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にょじつ

唇をかみしめた彼女の横顔をみると、過去の恐怖が如実によ
みがえっている。
だれの目にも、
彼女の痛恨の心情が読み取れた。
芦野が３ヶ所の似顔絵をも撮影した。佐和子が、顔の特徴から
父と母だと認めた。他にも 代らしき男性が描かれていた。三
るいすい
枝か、与謝野か。あるいは山崎か。現在の３人の顔から類推し
はんべつ
ても、判別できなかった。
「似顔絵は決定的な証拠にならないな」
井伊がつぶやいた。
ふすま
さん
押入れの 襖 の桟が折られて押し倒されていた。少女の佐和子
じ ぼ う じ き
はかい
が精神的に追い込まれ、自暴自棄から破壊したものだろう。押入
れの片側は布団が押し込まれ、となりはトイレ代わりだったと思
はいせつぶつ
あと
われる。空間のなかには排泄物の跡があった。
芦野がフラッシュを発光させた。
「幼い子を親から切り離し、２週間も閉じ込め、トイレも使わせ

ふのう

「悪魔伝説の舞台に立ったような、気色の悪さだな。佐和子はこ
んなところに閉じ込められていたのか」
達也がつぶやいた。
階段を登りきると、中央が廊下で、右が西側の部屋、左が東側
の部屋、突き当たりにはもう一室あった。
井伊が西側の引き戸を開けた。畳のうえには、食器や水筒が転
ざんぱん
がっている。残飯はすでに虫や小動物に食べられてしまった跡
があり、すべてが空だった。
「ここは誘拐事件の現場にまちがいない。すぐには室内には入ら
ず、何を押収するか、じっくり見定めるべきだ」
芦野が全員の足を押しとどめた。
「２階の窓からは、かろうじて硫黄岳が見える。おおかた 年
前は樹木が低く、窓から白雪の硫黄岳がすんなり望めたはずだ」
井伊は山容を凝視していた。
他方で、
芦野がペンライトを照らし、

はんどく

れた。ほかの文字は判読が不能だった。
「この部屋がにくい」

「よくがんばったな、佐和子は……」
おえつ
達也が涙声で、嗚咽する彼女の肩を抱き寄せた。

ないなんて、人間のやることじゃない。５歳の少女になんの非が
あったというんだ」
井伊が怒りの声でいった。
「わたし毎晩、怖かった。毎日、死
にたかった」
佐和子が泣きだした。痛々しく、
哀れだった。

20

室内を細かくみていた。そして、みんなの視線を三方の壁に集め
た。
つめ
そこには少女が爪をペン代わりにしたと思われる、文字と
にがお え
ほ
似顔絵が彫られていた。芦野が一眼レフのカメラで撮影した。そ
のうえで、液晶モニターで、文字を拡大してみせてくれた。乱れ
た文字からは、
『ぱぱ、まま、たすけて』
『こわいよ』
『あくまが、
またきた』
『こんなごはん たべたくない』という内容が読み取
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た。
すると、別荘の戸外に、車が停まる気配
がした。４人の神経はそちらに向けられた。
玄関の扉が開く音がした。犯人がやって
きた。だれもが信じて疑わなかった。
（ここに居てはまずい）
めくば
井伊の目配せから、西側の引き戸をすば

「芝浦くん、この現場をよく見て、将来にわたり、佐和子さんを
れつあく
きょうぐう
大切にしてやることだ。 歳で、こんな劣悪な 境 遇 におかれ、
そのうえ、心の悪魔には長く付きまとわれた。自殺していてもお
かしくなかった。よくがんばったよ」
「過去の不幸は、ボクが取り返えさせます」
「そのことばが佐和子さんの心の翼になる」
井伊がいった。
これらの感情から距離をおく芦野が、電気店から掃除機を買っ
てくる段取りを話しはじめた。
「部屋のゴミをすべて掃除機で吸い取れば、被害者と犯人の髪の
毛などが、収集できる。お金はかかるが……、民間人でも、調査
ふとん
機関に依頼すれば、ＤＮＡ鑑定もできる。とくに布団などには
かみのけ
頭髪がついているはずだ」
芦野がそれらの段取りなどを指図してい

「なぜ、三枝が犯人だと断定できる？」
「実は、私も誘拐事件の一部に関わっていた。三枝には少女誘拐

別荘にこられたのですか？」
と訊いた。
「決まっているじゃないですか。誘拐犯が三枝だから、ここに呼
びだして自白させるためですよ。３週間前の、本沢ロッジでは、
みにく
井伊店長の追及の下、真犯人の三枝は 醜 く罪から逃げまわって
せいさい
いた。あの態度は許せない。自白させて、社会的な制裁を加え
る」

…犯人が西側の部屋に入り込めば、 拙 いことになる。
こちらが過去の髪の毛を収集しても、犯人は 年前のものじ
こうべん
ゃない、きょうこの日のものだ、つい最近のものだ、と抗弁す
しょうこいんめつ
るだろう。それこそ証拠隠滅になってしまう。
西側の部屋が開けられたようだ。室内の遺留品を物色している
のだろうか。
（どこで飛びだすか）
井伊はそのタイミングを見計らっていた。
３、４分後だった。犯人と思われる人物の足音がこちらの部屋
に向かってきた。ドアが開けられた。一眼レフを構えていた芦野
でばな
がフラッシュを放った。出鼻をくじかれたように、男はたじろい
だ。それは与謝野副校長だった。
井伊はすかさず一歩前にすすみでると、間を入れず、
きぐう
「ここでお会いするとは奇遇ですね。なんの目的があって、この

つたな

やく締め切ると、４人は東側の部屋に移っ
た。足音が階段をあがってくる。どんな行動に出てくるのか。…

5
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の下心があったとも知らずに、誘拐の片棒をかつがされた。 年
前のロープウェイ山頂駅で、三枝にたのまれ、レンタカーで、少
女をここに連れてきた。まさか２週間も監禁するとは思ってもみ
なかった」
「山頂駅で、あなたは少女の父親が大蔵省の勤務だと知った。一
方で、実弟は大蔵省に入っている。あなたは長年の希望も叶えら
ゆが
れっとうかん
れず、歪んだ劣等感の下にいた。社会への挑戦で、少女誘拐の
完全犯罪を思い立った。そして、罪もない少女を刃物で脅し、こ
の別荘に閉じ込めた」
「それはいくら何でも、言いすぎだ。あのときの私は、墨田区の
ふにん
小学校の赴任も決まっていたし、心は晴れ晴れしていた」
「それはどうかな。あなたはいま、いきなり西側の部屋にやって
きた。それはあなたが、少女を連れ込んだから、この別荘を知り
つくしているのだ」

ーフティーＨＰ（ホーム・ページ）に。硫黄岳の殺人未遂事件の
一部始終を書き込むぞ、とつよくいった。少女誘拐事件は時効成
めいよきそん
立だから、書き込みは名誉毀損にもなりかねない。だが、硫黄岳
はあすにでも、警察は逮捕できる。
三枝は明日は大切な会議があるな、と渋っていた。ことの重大
さがわかっていない男だから、
『硫黄岳の山頂直下で、同僚の井伊店長の太股を、ピッケルで刺

い、バーベキューの火の不始末から火事になったのでは？」
「出火は花火によるものだ。消防署も、そう断定した。火事の次
の日は、他の講師や塾生といっしょ東京に帰ったから、その先は
いっさい知らない」
「なぜ、きょう、あなたは別荘にこら
れた」
「あなた方こそ、なぜ今日、この場に？
私は小諸で、長野県の教育施設の視察
があったからですよ。車だと、そう遠
くもないし。私の都合にあわせて、三
枝を呼び出している。私が東中野店に
電話をかけたのは、きのうの午前ちゅ
うだ」
三枝店長には、稲子リゾート温泉に来い、もし来なければ、セ

かたぼう

「偶然だ。三つのうちの一部屋だ。偶然、その部屋に入ったらと
いって、犯人扱いにするなんて。井伊店長はどうかしている。あ
の夜のことを聞かせよう。三枝に頼まれて、バーベキュー大会が
終わると、残り物をぜんぶ焼きなおして、運んできた。そして玄
関先で、三枝に渡した。そのとき、少女は２階の西側にいる、こ
ちそう
れだけのご馳走だ、喜ぶぞ、といった。それだけだ。部屋に上が
ったのは今日がはじめてだ」

して、殺そうとした人物がセーフティーにいる。罪 状 は殺人未
遂だ』
。

ざいじょう

「それはどうかな？ 誘拐事件の夜、進学塾の宿舎近くの林が燃
える火事があった。あなたの気持ちが少女の食べ物にいってしま
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という名が出てきた。 年前にレンタカーにいちど乗せた、少
女の名まえがそうかんたんに浮かぶとは思えない。それは最近の

い。しかし、硫黄岳の犯人と、少女誘拐事件の犯人とは必ずしも
同一とはかぎらない。別人だってありえるさ」
「同一犯に決まっている。三枝は、誘拐犯を追及する井伊店長を
滑落死として、殺そうとしたんだ」
「硫黄岳のことは、おれから三枝に直接問い詰めてみる。問題は
別にある。あなたはセーフティー池袋店のパン売場で、久能先生
から『鴫野』という漢字を訊かれたとき、すらっと『鴫野佐和子』

と東中野店にＦＡＸを送ってやった。
「三枝は予想通りやってきた。さっき、稲子の火の見櫓で会って
ぶってきしょうこ
きたばかりだ。私がいまから，Ｃ‐ の別荘で物的証拠をつか
たいき
んでくるから、少し待っていろと、松原湖のほうで待機させてい
る」
「それはかなりできすぎた話だ。硫黄岳で、おれの足を突いたの
は、あなたのストックじゃないのかな？」
それについては、あまり確信はなかった。
ひ ろ う こんぱい
「私が犯人？ 疲労困憊から、ケルンの側で腰を落としていた。
手元から放れて流れたストックを拾って、届けてくれたのは井伊
店長、あなただ。ケルンは崖っぷちから５、６メートルは離れて
いる。ストックを投げないかぎり、届かない。投げていれば、ス
トックはアイスバーンのうえで、また流れだす」
「たしかに、腰を下していては突けない。あなたの言い分が正し

「警察に持ち込んでもムダだ、少女誘拐事件は時効だ」
「だから、三枝を自白させるしか方法はない」

者だ」
「誘拐の真犯人の特定は、もは
や時間の問題だ。あなたのよう
に三枝に自白を求めるのではなく、われわれは科学的に証明して
みせる。誘拐事件の現場となった、この別荘には犯人の遺留品が
豊富にある。それらを物証として、一つひとつの収集する」
「そういうことは警察に任せればいい」

彼女を知っているからだ」
井伊は横に立つ、達也に肩を抱かれた佐和子をみた。
ぎまい
「もちろん、彼女は知っていますよ。義妹の教え子だから。写真
も見せてもらったことがあります。与謝野家の正月は毎年、恒例
として私の家と弟の家とで、交互におせち料理を囲んでいる。そ
いもうと
の折、義妹から、小五の教え子がいい詩を書いているのよと、
年賀状をみせてもらったことがあるし、旧古河庭園で撮った写真
も見せてもらった。だから、最近の彼女の顔も知っている」
「その旧古河庭園では、詩をつくる彼女を階段のうえから突き落
とした……？」
「あなたは、なにかと、私を犯
罪者にしたがっている。疑うな
ら、三枝だ。あの人物は裏表が
ある。そういう人間こそ、犯罪
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別荘の放火だ。実行するとなれば、今夜だろう。この推理で、４
人は合致した。

「管理人から鍵を借りてきたのは、このおれだ。明日いっぱい、
立ち入り禁止にする。守らないと、住居侵入罪で１１０番する」
井伊が妥協しない態度をみせると、与謝野は渋しぶ従った。
全員が別荘から退去した。
井伊と芦野の車はカムフラージュで、松原湖を一周してきた。
そして、別荘のまえで、４人それぞれが意見を出し合った。……
犯人が与謝野にしろ、三枝にしろ、証拠隠滅の最も有効な手段は、

「民間の調査機関にだせば、ＤＮＡ鑑定もできる。遺留品の分析
かいせき
や解析もできる。決定的な証拠をつかみ、犯人を断定してから、
メディアで報道する」
「私は教育者だ。間違った報道をされると、命取りになる」
「なので、現場はたいせつに残しておきたい。われわれは今日の
ところ、いったん引き揚げる。あなたも、現場保存でお引取りね
がいたい。一両日ちゅうには民間の調査機関がこの現場に入る」
いげん
井伊はあえて威厳に満ちた口調でいった。
ぬ
ぎぬ
「そんな指示には従わない。こっちも濡れ衣を晴らす権利があ
る」
「事件の被害者は鴫野佐和子さんだ。だれをさておいても、彼女
には第一優先権がある。この別荘のものを持ちだせば、証拠隠滅
で告訴する」
「誘拐事件は時効だ」

「放火の現場写真が取れたら、現役時代ならば、特ダネだ」
芦野の目が光っていた。

焼け雲が真っ赤に燃えていた。
さっき
井伊たちは先刻からＣ‐ の遠く近く、樹木の陰などで別荘
を見張っていた。やがて茜色が薄れてきて、暮色がまわりを支配
した。同時に、視界の距離が狭まった。
車のライトがこちらに向かってきた。Ｃ‐ の前で停まった。
乗用車からひとりの男が降りてきた。ずいぶん周りを気にしてい
る。

「別荘の放火に対応しておかないと、山火事になってしまう。こ
こはひとっ走り、佐久市内のホームセンターから、消火器を購入
してくるか」
井伊がポケットから車のキーを取りだした。
「消防署に事前に、話されたらどうですか。そ
のほうが大事にならない」
達也が提案した。
「それはまずい。消防から警察に連絡がいくし、
ずいぶん大掛かりなものになる。消防署員や消
防団員がこの周辺を警戒したら、誘拐犯は近づ
けない」
芦野がいった。
「そうですね。ボクの意見は撤回します」
こうした話し合いから３時間後、森林のかなたに陽が沈み、夕
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か、といつまでも怒鳴っていた。
週が変わり、三枝店長とともにセーフティー本社に呼び出され
た。ふたりして始末書を書かされた。今後において会議を無断欠
しりぞ
席した場合は、自主的に店長を 退 きます、と一筆書き加えさせ
られた。
本社から出てきたふたりは、駅にむかった。並木道がつづく。
こうでい
三枝店長は始末書の一文に拘泥していた。
じょうとうく
「気にすることはない。始末書では常套句だ。法的な効力なし」
の
「いい性格だな。俺は入社してはじめての始末書だ。心に重く圧
しかかる。いい性格といえば、俺が硫黄岳の山頂直下で、ピッケ
うら
ルで井伊店長の太ももを突いたのに、それにたいしての、恨み
言もいわないし」
「おれが逆におまえの立場なら、おなじよ
うな仕返しをするさ。事実無根のうえ、少

ど な

男はトランクを開けた。取りだした、ポリタンクの液体を玄関
ま
先に撒きはじめた。灯油の臭いがただよう。
ライターを取りだす。
「いまだ。押えろ」
井伊と達也が駆け寄った。
な
男は火を放っていた。炎がボーッとあがった。火は灯油を舐め
て勢いを増す。
井伊が赤い消火器の安全ピンを抜き、レバーをにぎった瞬間、
せんたん
ホースの先端から、白い粉の消化剤が噴きだした。しかし、火
の勢いが勝っていた。灯油の火炎が強すぎるために、一本では消
しきれなかった。
この間に、達也がタックルで、放火犯を捕まえていた。
佐和子があらたな消火器をもって駆け寄ってきた。それを受け
取った井伊は、彼女に１１９番をかけさせた。

女を誘拐した犯人だと決めつけられたら、
ムカムカして、この野郎、とばかりに……」
おど
「言い訳になるが、あれはたんなる脅しの
つもりだった。わざと振りまわしたピッケ
ルが足にあたってしまった。井伊店長が転
倒し、断崖絶壁から、姿が消えた瞬間、仲間を殺した、とぞっと
した。全身のふるえが止まらなかった」

ひさし

消化剤が屋根の 庇 に向けられた。火炎はパチパチ音を立て、
建物のみならず、まわりの木々に燃え移っていく。
火の見櫓の鐘がカーン、カーンと鳴りはじめた。
消防車や警察車両がやってきた。それらの数は増えるが、Ｃ‐
の別荘は火に包まれ、もはや全焼だった。消防車から本格的
な放水がはじまった。
パトカーに乗せられたのは、与謝野副校長だった。

「まさか、生還するとは思わなかったようだな」
あんど
「……ほんとうに死んだと思った。顔をみたときの安堵は、生涯

せいかん

翌朝、池袋店に出社した井伊は鬼頭部長から、販売促進会議を
どうかつ
こういしょう
サボったといい、電話で恫喝された。３月の夏休みボケの後遺症
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ろはわからないし、何のための放火だと聞いてみた」
与謝野の答えにはおどろいた。……。 年前の誘拐事件の証

人未遂は黙っておいてやる。その代わり、稲子リゾート温泉にあ
る別荘に火をつけてこい。
それが嫌なら、
おまえの会社のＨＰ
（ホ
どうりょう
さつい
ームページ）に、 同 僚 への殺意と、殺人未遂の一部始終を書き
込むからな、という脅しだった」
きょうれつ
「会社のＨＰとは 強 烈 だな。どう答えた？」
「稲子リゾート温泉など知らないというと、硫黄岳や天狗岳への
登山口と火の見櫓の中間から脇に入った道だという。そんなとこ

忘れられない。あとで聞けば、標高差２００メートルの滑落だ、
生きていたほうがふしぎなくらいだ」
「死神はどうもおれを毛嫌いしているらしい」
ちか
ねら
「ただ、俺は天に誓っても、前の晩のテントは狙わなかったぞ」
「三枝店長でなければ、山崎さ。誘拐犯あつかいされた、という
おなじ理由からだろう。あの晩は酒も入っていたし、腹いせで山
おど
小屋に備えられた鎌でも持って、脅しにきたんだろう。与謝野
の力量じゃ、雪山のテントまでやってこれない」
「それもそうだな。テントの場所はわからないが、与謝野は真夜
中の雪上を歩けない。……人間、追い込まれると、理性を失いや
とうとつ
すいな。今回のことでつくづくそう思った。与謝野から唐突に、
東中野店に電話が入ったときから、俺の心は乱れつづけた」
「どんな内容の電話だったんだ？」
「硫黄岳で、井伊店長を殺そうとしたな、その現場をみたぞ。殺

きていた。時間も印字されている」
「ほんとうか。放火の脅迫資料を小学校から送っていたとはな。

らたに加えられて、ＦＡＸで送られてきた」
「Ｃ‐ だな」
「そうだ。おれはそれをもとに出向いた」
「Ｃ‐ は犯人しか知りえない、犯行現場だ。そのＦＡＸは犯
人を決定づける、重大な証拠品だ。実物はどうしている？」
「腹も立つし、棄てようかと思ったが、念のためにと、店長机に
入れている。そういえば、ＦＡＸは勤務先の小学校から送られて

拠隠滅を図るのだという、とんでもない話だった。井伊店長が３
人のうちの一人が誘拐犯だといってい
たのが、当たっていたと思った。
放火などできないと突き放した。あ
しつよう
いてはＨＰの書き込みを執拗にもちだ
す。硫黄岳の弱みがあるので、つよく
押し返せず、とりあえず現地に行く、
あいまい
と曖昧に約束した。
「すると、与謝野が東中野店のＦＡＸ
番号を訊いてきた。それをおしえると、稲子の火の見櫓からの地
図、別荘への略図が送られてきた。手書きだった」
。
「Ｃ‐ も書かれていたか」
「最初はスケッチだけだった。これじゃあ、判らないと、稲子に
行きたくない気持ちから、そう答えると、別荘地番号が略図にあ
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それが世間にでると、教育者たるものが……、と致命的だな」
井伊は信じがたい気持ちだった。
きゅうち
「俺はＨＰやＦＡＸで脅されて窮地に立った。……放火が成功
やみ
あわ
すれば、殺人未遂罪が闇のなかに消せると、淡い期待をもった。
実際、本気で考えて、俺は入社して、はじめて会議をサボり、稲
子まで車を走らせた。現地に入ってからも、迷いに迷っていた。
最後は良心に逆らってまで、放火はできなかった」
「おれを含めた４人が陰に隠れて、三枝の行動を見ていた」
「そうだったのか、それは知らなかった。もし放火していたら、
逮捕されて刑務所行きだったのか。そうなれば、セーフティーは
懲戒免職。妻子は退職金ももらえず、路頭に迷うところだった」
「よく踏みとどまったな。妻子のためにもよかった」
「そのさきも話しておくよ。現地入りしていた与謝野と、俺は火
へつら
の見櫓で落ち合った。放火をつよく強要された。この男に 諂 う

だったと、ミステリータッチで運ばれている。写真は少女の爪で
描かれた似顔絵が使われていた。
「ジャーナリストって、いい加減ですね。わたしには事前に原稿
をみせるといいながら、出稿してしまって。それに、この似顔絵
は父の顔です」
「被害者しか知らない事実だ。ブラックユーモアだな。元記者に
すれば、人生最後の特ダネで、気が急いたのだろう。佐和子さん

約束より、 分ほど遅れて、飯田橋駅に着
いた。改札口の外では、折り畳み傘をもった
佐和子が週刊誌を読んでいた。
「お待たせ」
「やったぱり遅れましたね。もう、この時間
ですから、小石川後楽園は閉まっています」
「きょうは庭園で歴史の能書きを語ってい
られない、時間もないし……」
ふたりは神楽坂の方角へむかった
「これが芦野さんの特別寄稿が載った週刊誌です、読みました
か？」
「読んだよ。店の雑誌売場で、立ち読みだったけど」
記事は別荘の放火事件よりも、 年まえの少女誘拐事件が中
はか
心となっていた。完全犯罪の証拠隠滅を図るための、放火事件

ちめいてき

よりも、井伊店長に直接、告白したほうが良いと考えて、放火は
やれないと、断った。その場で、与謝野を袖にし、東京に帰って
きて、正解だった」
ふたりは駅までにきた。
「俺はこれから飯田橋に寄っていく。ここで別れよう」
「大丈夫か。たったいま、鬼頭部長から、まっすぐ店に帰り、仕
した
かわ
事につけ、といわれたばかりだぞ。舌の乾かないうちだという

の似顔絵がもっと上手だったら、芦野さんが撮影した写真が犯人
特定の決定的な証拠になっていた……。ところが、残された絵か

つめ

のに」
「被害者にちょっと会って、心の翼を確認するだけさ」
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井伊は創作ノートの一遍の詩
『逝く秋』を思い浮かべた。

らは３人のうち、誰の顔か判断つかなかった」
「絵は苦手なんです、いまでも……」
「天は二物を与えずか」
ぜんぼう
少女誘拐事件の全貌が芦野のペンで、世にでたからには、与
謝野が出所しても、鴫野佐和子をつけ狙うことはない。口封じの
必要はないのだから。
雨が降りはじめた。ふたりは雨宿りで大樹の枝の下に入った。
「……。与謝野の奥さんやお子さんのショックを想うと、気の毒
です。教育者の夫が放火犯で捕まり、この記事から５歳の少女誘
拐事件の犯人だと、わかってしまうわけですから」
「佐和子さんは心が優しすぎる。
年間苦しみぬいたんだ。犯人
をもっと恨んでもいい。罪を憎ん
で、人を憎まずにしてもだ」

事件の発生もそうだったが、解決も、大蔵省という一つのキー
ワードというか、一本の線でつながっていた。だから、複雑な犯
ほど
行が一つひとつ解けていった。
「その実、最後の最後まで、３人のうち誰が真犯人かわからなか
った。与謝野が放火しなければ、おれはいまだに三枝犯人説が心
のなかで渦巻いていただろう」
どうさつりょく
「解決は偶発的なものではありません。いい加減さんの 洞 察 力

いにくくなりました」
「やむを得ないな」
たい
「与謝野の魂はいまや死に体だ。進学塾の講師だったとき、蓼
科ロープウェイ山頂駅で、
『パパは縞枯山の向こうで滑るから、
夕方まで帰ってこないよ』とちょっと少女をからかった程度だっ
たと思う。それが重大な犯罪につながっていき、 年後には社
会的な地位も、家族関係も失う。また、兄弟どうしの関係も悪く
なる。最初に声がけした時点では、まったく予想だにしていなか
っただろうな」
「５歳のわたしが、父のスキーを見たくて、それを信じてついて
いったばかりに……」
「しかたないさ。まわりには 歳の子どもたち６人がいたし、
５歳の少女には警戒心が起きなかった。それがこの事件の特異性
ほったん
ぐうはつ
だ。おおきな事件でも発端は、こんな偶発的なものだと思う」

いのちの芯が裸になってゆく
こんなとき
これから生まれてくるいのちと
死んでゆく人の魂の
ありかを考える
「罪は憎みますが、小学五年生の担任だった、与謝野先生とは会
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が、犯人よりも勝っていて、 年の歳月の空白を埋めながら、
犯人を追い詰めていったんです。事件は時効でも、
『証拠隠滅し
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は

なければ、大変だ』と犯人が焦り、悪魔の仮面が剥がれてしまっ
たのです」
「まあ、多少は作戦勝ちかな。新宿の大学病院に謝罪と見舞いに
とてつ
いったとき、悪魔追撃の依頼を引き受けた。内心は途轍もない
なんかい
難解なはなしを引き受けてしまったと後悔していたが、まさか、
こんなふうに解決できるとはな」
かれはいまだに信じられない気持ちだった。
「わたしは悪魔がつかまる瞬間を見たとき、心がすっと軽くなり
ましだ。それは悪魔が心から消えた瞬間でした」
「達也くんが取り押さえたところを、自分の目で確認できた。そ
れがいちばんの収穫さ」
「もし、池袋の裏稼業人さんに、悪魔
の追撃をお願いできなかったら、わた
しは一生、暗い人間で終わっていまし

「夕食を、
ご一緒しませんか。あちらの神楽坂で。
もしかしたら、
これでお別れになるかもしれませんから」
「女性に誘われて断るのは本意じゃないけど、夕方のスーパーは
忙しい。そっちがおれの本業さ」
「そうですか。では、この傘に入ってください。駅まで送ってい
きます」
「いや、おれは雨が好きなんだ」
井伊が濡れた歩道を急いだ。
【了】

写真モデル・森川詩子さん

た。心に翼を下さって、ありがとうご
詩集「受容 」㈲本多企画・小林陽子さん（詩人）
ざいました」
写真提供（ロープウェイ関連） ㈱ピラタス蓼科ロープウェイ
彼女が微笑んだ。
写真提供（インド）
・インド政府観光局
「天使のような翼だ。きょうはこの辺
で失礼する。芝浦くんと幸せにな。新
【協力者および提供者は、本文とまったく関係ありません】
婚旅行記はインドがお勧めだ」
コートの襟を立てた井伊が、雨宿りの大樹の下から踏みだした。
「いい加減さん」
「なんだ？」
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