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建物 中が身震 いするほ どのショ ックが、二 度目にき たとき、邦 彦
は初 めて地震 であること に気付い た。
浴 槽の湯が 、いったん 胸元を引 き浚ったと 思うと、 今度は 打ち返
す波 となって 戻ってきた 。波は 浴槽の縁 を越え、床 に跳ね、 激しい
水音 をたてた 。
窓ガラスがきしんだ。湯気に煙った天井の灯りが、一瞬明滅した。
邦 彦は浴槽 を飛び 出し、バス タオルを 掴むと、裸 のまま半 ば開い
たドアを蹴 って、ル ームに駆け 込んだ。
テレビを つけた。
画面には 、気球が浮かんでいた 。地震のテロップは流れていない 。
地方の熱 気球大会 を伝えて いるらしい アナウン サーの表情 にも、声
にも興奮 の様子は なかった 。
河川敷 を飛びた った数十 の赤や黄の 気球が雲 一つない 空に舞い 上
がり、 どこか見覚 えのある 山の形の 頂上のあ たりに小 さな影を落 と
しなが ら、再び元 の河川敷 に次々 と下りてい く。
カメ ラは、赤と 黄の一際 鮮やか な縞模様の 気球をズ ームで追い 、
十七か 国から の招待選手 をまじえ て大会はい つになく 盛り上が った
と、 ゆったり したテンポ で伝えて いく。
い つの間に か、揺れは 止んでい た。
天 井から下 がった照明 の、中心 へ向かう わずかな 動きだけ が、い
まの 衝撃が嘘 ではなか ったこと を物語っ ていた。
レ ースのカ ーテンを 透いて、 街の灯が 見える。な にごとも なかっ
た かのごと く、窓い っぱいに灯 をともし た高層ビ ルが正面 に立ち並
び、その谷 間を自動 車がのろの ろ行き交 う。
高層ビル の向こう は、ぼんや り靄って いる。靄 に包まれ たあたり
は、ときど き外国船 が停泊 しているこ とのある 港である。
熱気球の 画面が陶 磁器展に 切り変わ ったとき 、チャイム が鳴り、
テロッ プが流れた 。
マグニ チュード 五、この 街の震度は 三、震源 は西北方 四十キロ あ
たりの 海下と推定 、津波の 心配はな い模様、 という字 面が二度流 れ
て消え た。
あとは陶磁器展の様子がくどいほどに説明され、それもその筈で 、
放映 している テレビ局が 展覧会を 主催してお り、会期 は二週間 、と
いう 字幕が、 地震のテロ ップより 長く画面 の半ばを 占めてい た。
スイッチを切ると、邦彦は肩や胸に伝う水滴をバスタオルで拭き、
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煙草に火 を点けた 。一口目 の煙を、消 えたテレ ビの画面 に向かっ て
吹きつ けると、裸 のままで 洗面台に立 ち、鏡の 前の錠 剤を、まだ 煙
の残っ ている口腔 に放り込 み、前歯 で噛み潰 した。
いが らっぽい舌 先に、ど ろりと甘 く、そし て苦い後 味の悪さが 残
った。
いつ もこうで ある。
この仕事に就いてから、いや 、いまの仕事に手を染め始めてから 、
邦彦 は、眩暈 と、首筋か ら頭部に かけての 得体の知 れない膨 満感に
悩ま されるこ とになった 。
そ れは、時 間場所を問 わず頻繁 に起こ るのである が、仕事 を目前
にし たとき は症状が 特に著しい 。
ホ テルの階 段を踏 む足先がふ いに感覚 を失い、階 下に真っ 逆さま
に叩きつけ られる思 いに、あわ てて手摺 りを握り しめるこ となどは
いいほうで 、歩いて いる道が ぐにゃり と波打ち 、自動車が 、街並み
が、標識が 揺れ踊る 。
そんなと き邦彦は 、目を見 開いたま ま突っ立 ち、波打つ 道に弄ば
れながら 、同じよ うに揺れ 踊る壁や塀 に、ただ 必死にす がりつい て
いる。
眠っ ているとき でさえ、 自らが手を 染めたと いうこ とを忘れて い
ない。 頭の芯のど こかが、 覚えて いるのだろ う。うつ らうつらし 始
め た 頃 （ ど う い う わ け か そ の 時 間 に 多 い の だ が ）、 耳 の 下 あ た り が
膨らみ 始めた 気配に目覚 め、寝返 りを繰り返 している うちに、 後頭
部が 熱をもち 、脈が音を たてて打 ち始める。
そ の音は、 だんだん頭 中を叩き つける激し さで鳴 りだし、 あまり
のこ とにシー ツをひき絞 り、喉 を掻きむ しって、呻 き喘ぐ。
「誰 でも一度 や二度は 、腸が引 き千切ら れるぐらい 悶え、の たうつ
もん だ」
ボ スの江 藤がそう いいながら 、社の勤 務医だとい う内科医 を紹介
してくれた 。
医師は最 初散薬だ けをくれた のだが、 いまでは 五種類の 錠剤をく
れる。邦彦 は、片時 も錠剤 を離すこと ができな いし、ひど いときは
二日分を 一回に飲 むことさ えある。
洗面台 の前でた て続けに コップの水 を呷り、 薬を流し込 むと、邦
彦はよ うやく自分 がいくら か自分の体 に戻っ た気がし た。そうや っ
て、鏡 の中の血の 気の引い た顔を覗 き込む。
目の 下はたるみ 、染みに 似た隈が 浮き出、 頬骨が尖 っている。 唇
は乾き 、青黒い 。髪や髭 には、ま ばらに白い ものがま じってい る。
これ がいった い自分の 顔か、と たじろぐほ どである 。
三十 六歳に なったばか りなのに 、どうみて も一回り は上の顔 にみ
える 。
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この仕事 に就い て九年に なる。九年 の間、い ったい何万 粒の錠剤
を噛ん だことだろ う。
そし て、幾十と いう人を 闇の彼方に 運んだこ とだろう 。という よ
り、ど れだけ脇目 もふらず に仕事 にうち込ん だのだっ たろうか。
九年 前の夏も 終ろうと する日、 邦彦は突然 勤務して いた保険会 社
の本 社から、 いまの組織 に転出を 命じられた 。
名 目は子会 社に出向と いうこと になってい るが、こ の組織 が、親
会社 である保 険会社とど う関連 があるの か、はたし て〝子会 社〟と
呼べ るもので あるのか 、いまに 至っても よくわから ない。
第 一、組織 の構成が わからな い。誰が 、なんのた めにこの 仕事を
始 め、いっ たい何人 が携わって いるのか 。
わかっていることといえば 、組織のことを〝会〟と呼び 、邦彦と 、
邦彦といつ もペアで 行動する 田村と、 それを統 括する役に 江藤とい
う男がいる 、という ことぐら いである 。
ボスの江 藤は、若 い頃に格 闘技で鍛 えたらし い厳つい男 で、殆ど
邦彦たち の前には 姿を現わ さず、いつ も電話一 本で仕事 の指示を し
てくる 。その江藤が 、邦彦たちの生殺与奪の権を握っているらしい 。
とい うのは、江 藤の逆鱗 に触れた場 合にどう なるか 。邦彦の前 任
であっ たＳという 男の最期 を知る につけ、そ う思わざ るをえない 。
Ｓは 、組織から 逃げ出そ うとし て、ホノル ル行きの 飛行機に搭 乗
しよう とタラ ップを上り きったと ころで、原 因不明の 痙攣の発 作に
みま われ、滑 走路に叩き つけられ てしまった 。
し かし邦彦 の場合、本 社から出 向させられ たこと で収入は 以前の
十倍 近くにな り、おまけ に定め られた勤 務時間とい うものも なく、
平均 して月に 一度ほど 、江藤か らの指示 を受け、指 示どおり に動け
ばい いのだ った。
指 示を待 つ間は、 小さな旅行 に出よう が、一晩で も二晩で も飲み
明かそうが 、全くか まわない。
電話が鳴 った。
江藤から ではない 。江藤か らの指示 は、最初 に一度入る だけで、
その仕事 が片付く まで、途 中で入った ことはな い。その代 わり、 期
限まで に仕事が首 尾よく終 らないとき は、自分 たちに対 する一切 の
保証は ない、とい うことに なっている 。
バス タオルを腰 に巻きつ けたままで 、受話器 をとっ た。
「やっ たぞ」
田村 だった。
「や った。誰 を」
「夕 刊を見て ないのか。 立花商事 会長、立 花光一郎 だ」
「立 花」
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「ああ」
田村の 今度のタ ーゲット は立花であ る、と聞 いていた 。そのタ イ
ムリミ ットは、確 かあと五 日ぐらい に迫って いた筈だ った。
数回 に一度ほど ではある が、邦彦 は田村と ペアを組 まないとき が
ある。 仕事があ まりにひ どくたて こんでいる とき、あ るいは仕事 が
比較的 容易と みられると き、など がそうであ る。
「立 花は、居 間のソファ ーに座り 新聞を開い たまま 、家人が 気付い
たと きにはこ と切れてい た。持病 の心筋梗 塞で、だ 」
田 村は、電 話の向こう で低く笑 った。
「立 花は、業 界では三 本の指に 入る大物 だ。しかし 、代表取 締役の
座を 五年前 に譲って からは、た だの老い ぼれでしか ない。俺 たちが
近 付くなど 、た易い ことだよ」
邦彦は、 業界の重 鎮である立 花が、な ぜわが会に アプロ ーチする
必要があっ たのか、 担当でな い身には 詳しくは わからない が、大方
の察しはつ く。
いつの頃 からか、 立花の心 に秋風に 似たもの が立ち始め たのであ
ろう。心 の奥にこ の秋風が 立ち始める と、人々 の多くは 、なぜか そ
の後ろ を覗きたく なるもの らしい。豪 壮な家や 土地、 地位や名誉 と
いった ものをかな ぐり捨て 、後ろへ 後ろへと 、あてど もなく歩き 始
める。
「まず は、ご苦 労さんだ 。これで 、しばらく ゆっくり 羽が伸ばせ る
な」
「そ うもいか ない。今月 は、もう 一つ仕事が 残って いる。な に、こ
っち もた易い 部類だから な。それ より、お 前の方は どうだ」
「い つものと おりさ」
「そ うか、い い首尾を 期待して るよ」
田 村は最後 に少し鼻 を鳴らし 、二、三 度軽く咳き こみ、電 話を切
っ た。
邦彦は、 素肌にガ ウンをはお ると、ド アの隙間 から差し 込まれた
夕刊を拾い 、ベッド に仰向 けに寝そべ った。
流通業界 の大御所 、立花光 一郎氏逝 去、八十 七歳、とい う見出し
と写真 に続いて、 氏の略歴 や業績が五 段組みで 報じられ ている。
遺産は 五十億以 上にのぼ る見込み、 という記 事にも目 がいく。 喪
主は立 花商事代表 取締役で 長男の立 花俊郎氏 、とある 。流通業界 の
重鎮と しての、形 どおり の記事で ある。過も 、不足も ない。
功な り名とげた 男の幕を 引くに は格好の演 出であり 、一般の読 者
層に は手の届 きようもな いことで はあろうが 、それで いて許せ ない
範囲 を越えて いるもので もない。
会 では、依 頼人である 契約者と 、直接の担 当者が 顔を合わ せるこ
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とはない のである から、田 村が具体的 にどんな 方法を使 ったのか 、
当の立 花本人も知 るよしは ないことに なる。が 、こう やって記事 と
して出 された以上 、依頼人 である立 花の思惑 と、担当 者である田 村
の行為 とが首尾よ く一致し たこと は間違いな い。
つま り邦彦たち の仕事は 、依頼主 の要望に 百パーセ ントの確率 で
応える ことを 要求されて いる、と いえばその 大方は当 たってい るこ
とに なるだろ うか。
五 種類の錠 剤が効き目 を現わし 始めたのか 、邦彦の 体の奥 で火照
って いた渦巻 き状のもの が、ゆ っくりと しぼんでい くのがわ かる。
しか し、こめ かみのあ たりにう ずくまっ ているしび れは、相 変わら
ず脈 打つ音 を伴い、 頭蓋をちり ちり穿つ 。
夕刊をベッドの端に放り、弾みをつけて立ち上がった。首を回し、
そして小さ く伸びを した。
窓に寄る 。真正面 に聳えるビ ルの部屋 の、それ ぞれの照 明が、明
るさを増し ている。 照明の下 には、腕 まくりを して忙し気 に動く男
たちがい る。
午後七時 をいく らか過ぎ た。
邦彦の 心のうち にこの二 十日間来わ だかまっ てきた思 いが、ま た
首をも たげそうな 気配がす る。その 気配は、 喉元を押 し上げてく る
吐き気 であったり 、縄目状 に体全 体がよじら れていく ような眩暈 で
あった りする。
ちりちり鳴るこめかみのあたりを押さえ、軽く揉みほぐしてみる 。
しか し、いく ら時間をか けて揉み ほぐしたと しても 、うっそ りした
しびれが消え去ることがないことは、邦彦自身一番よく知っている 。
お まけに、 いまの地震 である。
今 度の仕事 は、ひょっ とした らうまく いかないの ではない か、と
いう 思いが 心の端を かすめてい く。なぜ か、そんな 予感があ る。
あ のビル の向こう の、靄の一 際濃く漂 っているあ たり。
夕闇がこ の街を覆 い始める時 刻になる と、邦彦 は靄の一 粒一粒ま
でもを数え るふうに 眺めやる 。これを 日課にす るようにな って、二
十日になる 。
「宮地敬 三、八十 二歳。Ｋ 大学名誉教 授で、日 本近代経済 学史の 研
究では 斯界の権威 。Ｋ大学 経済学部長 、日本近 代経済学 史学会長 、
Ｋ市の 未来を考え る委員会 委員長など 要職を 歴任。十 八年前の県 知
事選で は、党派を 越えた革 新系の有 力候補と して名が あげられる 」
邦彦 の手元にあ る江藤か ら送られ てきた資 料には、 宮地の経歴 を
そう記 している 。
江藤 が示して きた仕事 の期限は 、あと十日 後、とな っている。 つ
まり 、命じら れてから一 月で、邦 彦はこの 仕事を完 遂しなけ ればな
らな い。
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仕 事 の 期 限 は い つ も の ケ ース と ほ ぼ 変 わ ら な い の で あ る が 、「 今
度は、 軽すぎるな 」と、江 藤は電話で ひどく不 機嫌だ った。
江藤 の場合、若 い頃格闘 技で鍛えた というこ ともあっ てか、相 手
が手強 ければ手強 いほど闘 志がわ いてくるら しい。特 に、政界や 財
界に強 い影響力 を持つ人 物のとき は、江藤自 身が実際 に仕事を遂 行
してい るので はないかと 錯覚する ほど、背後 に会の、 いや江藤 の息
遺い を感じる 。
「や っこさん 、一人暮ら しだから 、な」
江 藤はつま らなさそう にいい、 一方的に 電話を切 った。
指 令がくる と、邦彦た ちはすぐ に行動 に移らなけ ればなら ない。
その 日の午 後の新幹 線に乗り、 この街に 着いた。そ うやって 、会の
方 で予約し てくれて いるホテル の部屋で 、約一か 月を暮ら すことに
なる。
「第一条 本会は、 正当な手 続きによ ってなさ れた依頼人 の意志を
尊重し、 その希望 する期限 までに、同 人の生命 を断つもの とする」
「第二条 本会は 、前条の 実施に当た っては真 摯にこれ を行い、 社
会的混 乱をきたす ことなく 、また、依 頼人に肉 体的、 精神的苦痛 を
与えな いものとす る」
邦彦 は、会則の 冒頭に当 たる部分 を呟いて みる。
この 部分を口に する度、 いまだ に全身が粟 立つのを 禁じること が
できな い。
自分 の手で 闇に送った 人々のそ のときどき の横顔や 、妙に澄 んだ
瞳や 、病苦に のたうって いたとき の姿が、 一人一人 蘇ってく る。彼
らは 、邦彦が 手をくだし たとい うことも 知らねば、 ひょっと して自
分が 闇の住人 になった ことさえ 気付いて いないかも しれない 。
会 では、依 頼人のた だでさえ 敏感なア ンテナに決 して触れ ること
な く、まし て、依頼 人の前にそ れらしい 姿で現わ れること を厳禁し
ているから （とはい え、ときど き彼らの それと わかってい るのでは
ないかとい う目線に 、雑踏の なかでふ とぶつか ったりして 、冷汗を
流 し た り す る こ と は よ く あ る の だ が ）、 直 接 彼 ら に 姿 を 見 ら れ る こ
とも、彼 らの肉体 にじかに さわったり すること もない。
そ う す る こ と が 「 依 頼 人 と 会 と の 契 約 で あ り 」、 ま た 、「 人 を 闇
に送るという厳粛な仕事に携わる側の掟としなければならない」と 、
会則の 条文は続く 。
とに かく、邦彦 たちは、 刑事事件 とまがう 失態をし でかしては な
らない し、なに より、社 会の動揺 を揺り起こ すことだ けはして はな
らな い。
この 会に、 いったいど のくらい の人が依頼 人として アプロー チす
るも のか、邦 彦たち末端 にある者 には知る よしもな いが、肌 に覚え
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る感じで いえば、 例えば、 街の片隅の 公園で終 日空を眺 め暮らし て
いる老 人たちの、 五人に一 人はその依 頼者では ないか 、と思って し
まうほ どである。 それほど 、街は老 人たちの どこか呆 けたとしか 思
えない 視線で埋ま り、絡み 合って いる。
宮地 敬三は、 今朝は六 時過ぎに 起床して、 いつもの とおり家の 前
の歩 道を往復 で二キロば かりジョ ギングをし た。朝 食前のジ ョギン
グは 、現役教 授の頃から の習慣で 、激しい 雨や風の 日以外に は欠か
した ことがな い。
病 弱だった 妻を五年前 に失って からも 習慣は変わ らず、こ の歳に
なる まで病 気という 病気をした ことがな い体は、現 在でも二 キロの
道 程など全 く苦にし ない。それ より、早 朝の真新 しい空気 を肺腑い
っぱいに吸 い込むこ とで、全身 の末端の 細胞の隅 々まで新 しい息吹
を吹き込ま れている 感じさえ する。
食事こそ 、簡単な 朝食のほか に自分 でこしら えることは ないが、
わずかに 十分ほど 歩いたと ころにある レストラ ンのさっぱ りした味
付けが好 ましく、 この頃で はすっかり 常連にな り、敬三 の姿が見 え
ないと きは、マス ターから 電話が入る こともあ る。
ひと ころは、正 確に数え ることがで きないほ どあっ た役職から い
まはす べて遠ざか り、午前 中は六 十年の研究 生活で集 めた膨大な 資
料の山 に埋まっ て過ごし 、午後は 気が向くと 電車で二 十分のＫ大 学
に赴き 、名誉 教授室のソ ファーで 三、四時間 を送る。
名誉 教授室 を出て廊下 を曲がる と、定年ま で三十数 年間自分 の城
だっ た教授室 があり、い までは敬 三の下で 助手の時 代から仕 えてく
れた 明石の名 札が掲げら れてい る。明石 は、敬三が 大学を退 くに当
たっ て、後任 として推 薦し、教 授会で満 票の賛同を 得て日本 近代経
済学 史講座 の教授に 就任したの だった。
そ の明石 が、いま 学部長とし て学部の 運営に当た っており 、敬三
のときに未 解決のま まだった、 手狭な現 キャン パスから郊 外への移
転計画に、 敏腕をふ るってい るという 。
教授室の 前をその まま奥に 歩くと、 図書室が ある。その 書架の一
つには、 敬三が発 表した研 究論集が発 行順に並 べられてあ り、も う
少し奥 の五つの書 架には、 敬三が寄贈 した研究 書や資料 類がぎっ し
り詰ま っている。
今日 も敬三は、 名誉教授 室を訪ね、 そして図 書室で 自分の書架 を
眺め、 ひとり帰っ てきた 。敬三に とって、こ の時間こ そがなにも の
にも変 えること のできな い、珠玉 にも等しい 時間であ る。
もう ひとつ 、敬三は自 分ひとり の心に留め ているこ とがある 。
自宅から五軒目の斜め前に、最近コンビニエンスストアが開店し、
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殆ど終日 店を開け ている。 敬三は、夕 食が済ん だあと、 朝食のた め
の材料 の買い出し に、三日 に一度は利 用するの である が、ときど き
レジに いる髪の長 い子と目 を合わせ ることが ある。
相手 はレジの係 であるか ら、客と 目を合わ せるのは 職業柄当然 の
ことで あろうが 、材料を 選びなが ら何気なく 彼女の仕 草を眺めて い
ると、 いつも 客の一人一 人と目を 合わせてい るわけで はない。 どこ
ろか いくらか 俯き加減に 立ち、黙 って小さく 頭を下 げるばか りで、
こと ばすら発 しないこと が多い。
だからといって、彼女が軽快なテンポで流れるＢＧＭに逆らって、
格別 に陰気な 存在であ るかとい えば、そ うではない 。
い つもまば らにしか 客のいな い、店舗 の広さの割 には少し 淋しい
店 の佇まい のなかで 、ほのかに いろどり を添えて いるのが 、彼女な
のである。
一月ほど 前の、雨 の日のこと だった。 敬三は、 豆腐と牛 乳と一束
のネギを掴 んで彼女 の前に立 った。
彼女は、 敬三が近 付いただ けでさっ と耳朶を 上気させ、 いくらか
身を引き 加減に敬 三を見上 げた。その 丸く見開 かれた目 に、敬三 の
全身が 映っている 。
「どう かしました か」
敬三 のことばに 我に返っ たのか、 彼女はあ わててレ ジに向かい 、
釣銭を 握ると、 もう一度 見上げた 。
「私の ことが 、なにか」
ビニ ール袋 に品物を詰 めながら 、敬三が彼 女の目を 覗き込む と、
彼女 は意外な 強さで見返 してきた 。
「亡 くなった 父にそっく りです 」
「私 が」
「え え」
「 しかし、 あなたの お父さんだ と、私な んかとは 比べもの にならな
いくらいお 若い」
「それはそ うですけ ど、そっ くりなの です、と ても」
彼女は敬 三に渡す 釣銭を握 りしめた まま、瞬 きもせずに いう。
並んで立 つと彼女 の背は、 たいして 大柄では ない敬三の 肩ほどま
でしか なく、それ も幾分左 方向に傾い でいる。 その傾ぎ を、カウ ン
ターに ついた震え る左指が 支えている 。
最初 、敬三は、 彼女の精 神のどこか が変調を きたし ているので は
ないか と、彼女の 頭の先 からカウ ンターにつ いた指の 先まで、何 度
も眺め まわした 。しかし 、そうで はないこと は、彼女 の目がは っき
り物 語ってい た。
「五 十五歳で した。残業 で少し遅 くなって 、といっ ても十時 をいく
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らか過ぎ たぐらい でした。 電話が入っ たのです 、部下の 人から。 戸
締まり をして会社 を出たら 、ほんのい ままで一 緒だっ た父の姿が 見
えない 。先に出て 待ってる からな、 といい残 して数分 前に出た筈 の
父の姿 がないとい うのです 。部下 の人は、ビ ルの五階 の会社から 一
階まで をエレベ ーターで 降り、階 段を降り、 非常階段 まで伝って 降
りなが ら、探 してくれた のです。 というのも 、疲れを 癒すため にち
ょっ と一杯や ろう、と父 が出際に 誘ったから だった のです」
彼 女、北野 由美子は、 オレンジ ジュースに は手をつ けず、 二年前
の秋 の晩のこ とだという 事件に ついて話 しだした。 ジュース のコッ
プに 、水滴が 筋をなし て流れて いる。
雨 の日のレ ジで初め て口をき いてから 、三日目だ った。
敬 三がいつ もどお り食料品を 手にレジ にまわると 、レジを 離れて
いた由美子 が店長と おぼしき男 に頭を下 げ、小走 りに戻っ てくるな
り 、「 お 願 い で す 、 ほ ん の 少 し で い い で す か ら 話 を 聞 い て い た だ け
ませんか 」と、息を弾ませる。コンビニエンスストアのすぐ裏手に、
古い喫茶 店がある から、と いうのだっ た。
由美子が 左足を 踏み出す 度に、踏み 出した方 にわずかに 体を傾か
せるの を、敬三は 奇妙な面 持ちで眺め ながらつ いてい った。その い
くらか 不自由そう な足を引 き摺り、 由美子は 階段をの ぼると、ド ア
を押し て客のまば らな喫茶 店に入 った。
「父は 、トイレ で倒れて いました 。部下の人 が父は先 に出たもの と
思い、 部屋の 戸締まりを 点検し、 消灯して、 施錠して しまった 会社
の中 に、実は まだ残って いたので す」
「お 父さんに は、なにか 持病でも 」
「父 は人一倍 丈夫でした し、そ れをいつ も自慢して いました 。です
から 死因にし ろ、なに もわから ないので す。そのこ とで、部 下の人
は随 分な取 り調べを 受けたらし いのです けれど、結 局疑う余 地など
な かったの です」
由美子は 、そこま でいうと口 をつぐみ 、しばら く俯いて いたが、
やがて思いを振り切るように 、「ただ」といった。
「ただ」
「お客さ んを初め てお店で 見かけたと き、あっ と思いまし た。父 が
入って きたかと錯 覚したの です。顔も 、歳も、 背格好も 違うのに 、
なぜか そう思った のです」
由美 子の父は、 妻と死別 して十年、 男手一つ で由美 子を育てて き
たとい う。
「父が 亡くなる 半年前の ことです 。私は、短 大を出て 、ある大 手の
出版 会社に就 職しました 。父がど れほどこの 日を待ち わびてい ただ
ろう と、心弾 む毎日でし た。それ が、父は 急に口数 が少なく なり、
食欲 も落ち気 味で、とい ってどこ がどう悪 いという わけでは ないの
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です。と きどき、 呼び掛け ても返事を しなかっ たり、居 間で新聞 を
読んで いるとき、 いつまで も同じ紙面 の字面を 眺めて ばかりいる 、
という 具合なので す」
敬三 は、これは まさに自 分ではな いか、と 胸のうち で唸った。
そ の 敬 三 の 顔 色 の 変 化 を 目 敏 く 見 て と った の か 、 由 美 子 が 、「 ご
めんな さい、 私、なにか 見当違い なことばか り喋って るみたい です
ね」 と、頬を 赤らめ、俯 いてしま った。
「い え、その まま続けて ください 」
敬 三は、由 美子の目を 覗き込ん だ。
「父 は会社人 間でした 。毎日残 業で、た まの休日で さえ、翌 週や翌
々週 の契約 をとるた めに、普段 の日より 早く起きて 書類を繰 ってい
ま した。楽 しみとい ったら、あ まり飲め ないくせ に、会社 の人と一
杯のお酒を 飲むこと ぐらいで」
敬三は、 冷えかけ たコーヒー を一息に 飲んだ。 コーヒー の冷えて
苦みを増し た味が、 ゆっくり 胃の腑に 染みわた っていく。
「ところ が、私が 就職して からという もの、残 業の回数も 減り、休
日には私 と一緒に 食事に出 かけたり、 デパート に行った りするの で
す。か といって、 どこか具 合が悪いと いうふう でもな く、食欲が 落
ちたと か、仕事が 嫌になっ たとか、 そんなこ とはない のです。私 の
初めて のサラリー でお酒を 飲んだ ときなど、 まだまだ 由美子に食 わ
しても らう齢じ ゃないぞ 、と自分 の仕事の自 慢話をさ かんにして い
ました 」
由美 子は、 オレンジジ ュースに は手もつけ ず、テー ブルに目 を落
とし たまま、 肩をすぼま せている 。
「母 を十年前 に亡くしま したけ ど、それ が淋しくて ガムシャ ラにが
んば ってきた とか、ほ かに誰か 好きな人 がいたとか 、私が自 立する
まで耐えてきた、などというのも当たっていないと思います。勿論、
こ れは娘の 私の勘で しかありま せんが。 しかし、 いま、お 客さんに
出会ったと き、アッ と思い当た ったので す。父 の表情は、 お客さん
と同じなの です。と きどき街 のレスト ランやデ パートの売 場で見せ
ていた父の 目。それ は私の 方に向けら れていな がら、私の 姿などち
っとも映 していな かったの です」
敬三は 、由美子 のことば を聞きなが ら、彼女 の俯いた襟 足からわ
ずかに 覗いている 肩口の白 さを、瞬き もせず じっと見 詰めていた 。
闇を 、激しい音 が裂いた 。
デス クで鳴る電 話の音だ った。
電話 は、十四 、五回コ ールを続 け、ストン と闇に吸 われた。
が、 また間 をおかずに 繰り返す 。二十回あ たりでい ったん息 を継
ぎ、 すぐに三 度目が鳴り 始めた。

- 10 -

邦彦は、 ベッド からゆっ くり半身を 起こした 。頭がぼう としてい
る。頭 の中心部が コンクリ ートかなに かでうち 固めら れたみたい に
縮まり 、そのまわ りが前も 後ろもわ かたず回 っている 。
「女が いるのね」
玲子 だった。
「いな い」
「い いの、か まやしない わ、誰が いたって。 あなた の勝手だ もの。
でも 十回目の 電話よ、今 夜、これ で」
「眠 っていた 」
「そ う。すご く、眠り が深いの ね」
「薬 だ。知 らぬうち に眠り込ん でいた」
「 いいわ。 とにかく 伝えたいこ とは、二 日間お店 が休みだ から、明
日の晩そっ ちに行く 。それだけ よ、用っ て。あ、 ついでに 、あなた
の傍の女に もいって おくわ。 大怪我し たくない んだったら 、二日間
だけは消え ておいた 方が身の ためだっ て」
電話は一 方的に切 れた。
邦彦は、 受話器 を握った まま、壁に 体をあず け、立ち尽 くしてい
る。耳 の奥に、い つまでも ハスキーな 玲子の声 が残っ ていた。
玲子 は、Ｌ地下 街にブテ ィックをも っている 。
もと もとこの店 は、玲子 の元の夫 である高 宮という 男が副業で や
ってい たものの 一つで、 以前から 玲子が店長 として実 際の経営を に
なって いたの だったから 、高宮と 別れた後も 、店の名 前も従業 員も
変え ずに、そ のままいま も続けて いる。
「手 切れ金に しちゃあ安 いものよ 、全く。 こんな店 、あいつ のポケ
ット マネーを ちょっとく すねさ えすれば 、すぐにで も手に入 るんだ
から 。でも、 高いもの なのよね 、自由の 代償って。 おかげで 、東証
一部 上場の 社長夫人 の座を、あ んなあば ずれヌード ダンサー のやつ
に 渡してし まったけ どさ」
酔うと、 玲子は、 ケラケラ笑 う。
「高宮のや つ、札び らはたき さえすれ ば、クレ オパトラと でも寝れ
ると思って るんだ。 あんな やつは、そ こらの馬 か豚なんぞ とでも寝
てればぴ ったしな のよ、実 際」
玲子に かかれば 、レジャ ー業界を牛 耳る二代 目社長で、 マスコミ
の寵児 でもある高 宮研輔も かたなしに なって しまう。
Ｌ地 下街の玲子 の店は、 高級専門店 が立ち並 ぶなか にあって一 際
目を引 く存在で、 客層も 最上質の 部類を集め 、売上げ もかなりの 成
績を続 けている のだった 。
邦彦 が最初 、玲子と出 会ったの は、五年前 の夜だっ た。
仕 事を終え て、バーの はしごを し、看板間 近の店 で一人飲 んでい
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た。
「この 近くに、靴 屋さん知 らない」
いつ の間に入っ てきたの か、若い女 が邦彦の 傍に立っ ていた。 見
ると、 ヒールの一 方の踵が 折れて いるのだっ た。女は かなり飲ん で
いるら しく、カ ウンター につかま り、ふらつ きながら やっと上体 を
支えて いる。
「靴 屋は知ら ないけど、 君のため にひとはだ 脱ぎた い気分だ 」
邦 彦は、女 を小脇に抱 え外に出 た。
す ると女は 、邦彦の腕 のなかか らスルリ と抜け出 し、傍の 街灯に
身を 寄せ肩を すぼめて いきなり 笑いだす と、折れた ヒールを 脱ぎ、
公園 の芝生 のなかに 思いきり放 り込んで しまった。
「 大成功、 バッチリ だわ」
女は、バ ッグから 踵の折れて いないヒ ールをとり 出して 履き、水
銀灯の輪の なかにス ッと立っ た。
「ゲームな のよ、ゲ ーム。自 分がどれ だけつい ているか、 試してみ
るの。カ ギは、い い男に出 会えるかど うか、そ れが決め手 ね」
玲子は、 面白く ないこと があった日 には、よ くこの手の 悪戯をす
るのだ 、という。
「でも 、うまくい かなかっ た日は、 生きてる のさえ嫌 になるほど 落
ち込ん で、それか ら三日間 は殆ど 最悪ね」
それ ほど深刻で もなさそ うな調 子で、スタ イルのい い上体を大 き
く揺ら してみ せるのだっ た。
玲子 からは 、月に一、 二度、全 く気紛れと しかいい ようのな い電
話が 入る。そ して、邦彦 の都合も 聞かずに やってき て、二日 ばかり
泊ま り込んで いく。
そ れ以外の ときは、ど こかで ヒールの 悪戯などを して、結 構気ま
まに やって いるらし い。
邦彦は、 窓にレー スのカーテ ンだけし か引いて いないの に気付い
た。
いつの間 にか、あ たりには 闇の色ば かりが深 くたちこめ ていて、
正面のビ ルの灯り も殆ど消 され、繁華 街のネオ ンも、間延 びした テ
ンポで 点滅してい る。
邦彦は 、闇の向 こうを透 かし見た。
闇の 下の、いく 分翳りの 濃い部分と 見られる ところ に、宮地敬 三
の住む 家がある。
邦彦 は、あと十 日と迫っ た敬三 との契約期 限のこと を、この二 、
三日 、苛立つ 思いで数え 過ごして きた。
敬三 につい ての、江藤 からの資 料は、アタ ッシュケ ースのな かに
ある 。その内 容は、何十 回となく 目を通し 、諳じて しまって いる。
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仕事が終 った際に は、これ らの資料類 はすべて 江藤に戻 し、一切 の
証拠を 手元から消 してしま わなければ ならない 。
江藤 からの資料 のほかに 、邦彦が自 分の足で 集めた資 料もある 。
それは 、大学ノー ト一冊分 をゆう に越えてい る。
今朝 も敬三は、 朝六時に 目覚め、 日課にな っている 二キロのジ ョ
ギング に出た 。まだ暗い 、朝靄の 漂っている 道路に下 りたち、 簡単
な準 備運動を 済ますと、 靄をつい て走り出す 。その 後ろ姿は 、痩せ
ぎす の老人の ものではあ るが、冷 たい空気 を蹴って 進む足ど りの確
かさ は、とて も八十二歳 のそれ とは思え ない。
ジ ョギング が終ると、 仏間の妻 の遺影 としばらく 向かい合 い、す
ぐに 一人分 の朝食の 準備にかか る。
朝食の準備は手慣れたもので、いつも欠かさない味噌汁のほかに、
二種類ほど の菜をつ ける。朝食 は、ゆっ くり時間 をかけ、 食後の茶
もたっぷり 二杯は飲 む。
朝刊には 、一面から丹念に目を通し 、興味を覚える部分があると 、
長年の癖 で、ハサ ミで丁寧 に切り抜き 、台紙に 貼りつける 。
それらの後は、午前中いっぱい 、十畳の洋間である書斎に籠もり 、
六十年 来積み重ね てきた、 経済学史に 関する古 文書や 資料の類を 眺
めやり ながら時間 を過ごす 。
しか し、Ｋ大学 退官後、 四年ほど 前まで全 精力を傾 けてきたが 、
まだ目 標の半分 にも達し ていない 、敬三にと って、自 分の研究の 集
大成と もいえ る「日本近 代経済学 史論究」の 執筆の方 には、机 の上
に原 稿用紙を 広げたまま 、手を触 れようとし ない。
書 斎での敬 三は、眼鏡 の奥で、 淡水のせせ らぎを 思わせる 瞳をと
きお り瞬かせ るほかには これと いった動 きもなく、 ただじっ と、肘
掛椅 子の背も たれに体 をあずけ ている。
そ の敬三の 瞳に宿っ ているも のがなん であるか、 邦彦には 窺い知
る ことはで きないが 、表情を見 ていると 、まるで どこか遠 い世界で
鳴る音楽に 似たもの が、現われ ては消え 、現わ れては消え している
のではない か、と思 われてな らないの だった。
敬三は、 昼食を行 きつけの レストラ ンでとる と、背広に 着替え、
家を出る 。背広は 、Ｋ大学 教授時代に 愛用して いた布地も しつけ も
しっか りしたもの で、銀髪 に丁寧に櫛 目を入れ 、これも 愛用のカ バ
ンを下 げ、ゆった りと落葉 の散った歩 道を歩 く。
電車 で約二十分 のＫ大学 に着くと、 名誉教授 室に直 行する。名 誉
教授室は、明石のいる学部長室の隣にあり、広さも 、調度類の質も、
学部長 室のそれ をはるか にしのい でいる。
いわ ば学部の なかで最 も日当た りのよい、 最も静か な場所に名 誉
教授 室はあっ て、それで いて、年 に一度の 開学記念 式典に使 用する
とき 以外は、 誰も使わな い。
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名誉教授 室は普 段は閉ざ されたまま になって おり、これ までの慣
例では 、引退した 教授が大 学を訪ねる というこ とは皆 無に近かっ た
のが、 敬三の場合 、週に二 回は大学 を訪れ、 その度に 部屋を利用 す
る。
接待 に当たる若 い学部長 秘書など は、不満 を露わに 表情や態度 に
出し、 ドアの 開閉や茶器 の置き方 もぞんざい である。
「先 生も、昔 はああじゃ なかった 」
後 輩の明石 でさえ、他 の教授た ちの手前、 そういわ ざるを 得ず、
明石 自身にし ろ、始終自 分の行 動を敬三 に監視され ているの ではな
いか という思 いで、気 欝なこと このうえ もない。
敬 三はとい えば、百 人ぐらい が入って もおかしく ない部屋 の中央
に 一人いて 、キャン パスに行き 交う人の 波を見下 ろしなが ら、書架
にキチンと 整理され た紀要や、 学会誌な どの背表 紙に囲ま れ、夢と
も現つとも つかない 数時間を 過ごす。
こんな日 常が敬三 の殆どであ ったの だったが 、最近ちょ っとした
変化が起 こった。
自宅近く にでき たコンビ ニエンスス トアに勤 める、北野 由美子と
の接触 がきっかけ で、能面 みたいだっ た敬三の 表情に 、わずかで は
あるが 血の色がさ し始めた のである 。
その ためか、三 日に一度 の割で通 っていた コンビニ エンススト ア
に、毎 日顔をだ すように なった。 毎日顔をだ すといっ ても、わず か
数分の 間店内 にいて、由 美子と短 い挨拶を交 わすだけ で出て行 くの
であ るが。
邦 彦のノー トには、こ れらの調 査の結果が 日を追 い、細か に書き
とめ られてい る。
ト ランキラ イザー、 ペンタゾ シン、静 脈麻酔剤。
こ れまで の仕事で 、邦彦が使 ってきた 薬物である 。
勿論、邦 彦は医師 ではないか ら、直接 これらの 薬物を扱 うことは
できない。
看護師に 札束を掴 ませたり 、某人物 の名を語 って医師の 決断を一
定の方向 に進めさ せたり、 あるいはレ ストラン の食事に一 摘みの 食
塩を加 えたり、そ の場その 場で方法を 使い分け るのであ るが、邦 彦
本人と 依頼人とは 、決して 一つの線上 で交わ ることは ない。
これ は、会と依 頼人との 間の、厳粛 な契約で ある。
邦彦 は、敬三と 会がとり 交わした 契約書に 目を通す 。学者らし く
落 ち 着 い た 、 一 点 の 乱 れ も な い 筆 で 署 名 、 押 印 が さ れ 、「 契 約 の と
おり 、速やか に処置がな されんこ と、切に希 望します 」という 付記
まで 加えられ ている。
邦 彦には、 敬三がこの 契約に至 るまでの事 情や、 契約書に 署名す
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るときの 心境まで は推し量 ることはで きないが 、これほ ど明瞭に 自
分の意 志を表示し た例は、 他に見たこ とがない 。
その 敬三に対し 、邦彦は まだなんの 手もうた ずにいる 。どうい う
わけか 自分でもよ くわから ないの だが、いざ となると 気持ちのど こ
かが妙 に萎えて しまうの だった。
もっ とも、邦 彦は、自 分の仕事 について、 ある確信 に似たもの を
抱い ている。
そ れは薬物 を使うとか 使わない とかにかか わらず、 依頼人 は、自
分の 契約した 日には、自 分の生 命を消す 術を自ずか ら会得す るので
はな いか、と いうこと である。 それが、 いったいど ういう仕 組みに
よる もので あるかは わからない が、彼ら は、間違い なく契約 の、そ
の 日の早朝 までには 、この世を 旅立って いく。
そうでな くては、 契約成就率 百パーセ ントという 数字が 残ること
など、とて もあり得 ない、と 邦彦は思 う。
それに、 彼らは、 会の者との 接触が ないとは いえ、会の 者がどこ
にいて、 なにをし ているか 、実は、薄 々とでは あっても察 している
のではな いか、と いうこと である。
書斎に 籠もって いる敬三 の目が、ふ と壁の一 点（邦彦 が潜んで い
る方向 である）に 釘付けに なったり 、Ｋ大学 のキャン パスで、か な
り離れ た車の中か らすれ違 う際に でも、眼鏡 の奥の遠 くの目が、 邦
彦をは っきりそ れととら えている のではない か、とギ クリとさせ ら
れるこ とが度 々あるのだ った。
こ の頃邦彦 は、錠剤な しでは半 日と過ごせ ない。
薬の切れ目には、足元が、壁が、目の前の建物が踊り始め、傾き、
うね り、頭上 から降っ てくる。 頭の芯が 、刃物で刻 まれてい るので
はな いかと 思うほど に鋭く痛み だし、数 えようもな い早い拍 動が、
耳 の付け根 のあたり を打ち鳴ら す。
そうしているうちに、体がすごいスピードで空高く巻きあげられ 、
と思うと今 度は、星 ひとつ見 えない、 いつのも のともしれ ない、前
とも後ろと もわかつ ことの できない奇 妙な空間 を、際限も なく墜ち
始める。
「単なる気持ちの問題だよ 。検査では、どこにも異常はない。まあ 、
いくら か疲労気味 ではある けどね」
かか りつけの医 師はそう 答えるばか りで、と り合お うとしない 。
そし て 、
「いいか、この仕事は正当な契約によってなされている。
契約を 履行する 会の側で は、社会 的混乱を招 くことの ないよう 、契
約者 が正当な 自分の意志 に基づい て行う場合 に限り契 約を結び 、万
一、 政治的、 組織的陰謀 が絡んだ ものであ ったりす る場合、 あるい
は本 人が自分 の意志を行 使し得な いような 場合には 、会のチ ェック
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機能がこ れらをす べて弾き 出すことに なってい る。つま り、この 仕
事は社 会的にも、 個人的に も、そう、 医学的に もきわ めて優れた 、
有用な 内容をもつ 、最先端 の事業な のだ」と 、江藤も 及ばない弁 舌
でまく したてる。
邦彦 にしろ、自 分が負の 存在であ るなどと いうこと を認めたく は
ないし 、かと いって自ら 率先して この道を選 んだわけ ではない 。
もともと普通の大学を卒業し、同輩たちと変わらない就職をした 。
あと は、小会 社への出向 という、 辞令一つ で動かさ れる、サ ラリー
マン の典型の 道を歩いた に過ぎ ない。
し かし、同 輩たちと違 うのは、 もうこ の道を引き 返すこと はでき
ない 、とい うことで ある。引き 返すどこ ろか、他の 道に移る ことも
許 されない 。
この道か ら離れよ うとして、 ホノルル 行きの飛行 機に搭 乗する寸
前に、原因 不明の発 作で倒れ たＳとい う前任者 のことが、 邦彦の脳
裏から去ることはないし、それに 、江藤という獰猛なボスの存在も 、
邦彦を締 め付けず にはおか ない。
それより 、邦彦 をとらえ ている（い や、とら えられ始め ようとし
て い る 、 と い っ た 方 が 適 切 か も し れ な い ）、 も っ と 得 体 の 知 れ な い
ものが ある。
例え ば向かいの ビルの屋 上の、も う少し上 の、薄い 雲が流れて い
るあた り。ある いは、こ のルーム の、シャン デリアの 光からわず か
に遮ら れた、 天井の中央 から斜め 隅にかけて の、うっ すら染み の浮
き出 したあた り。
い つの頃か らなのか自 分でも気 付かないの である が、なに ものか
にじ っと「見 据えられて いる」 気配を、 邦彦は感じ る。
仕事が、いよいよ山場を迎えようとする頃。一つの仕事が終って 、
いま にも崩 れ落ちそ うになる身 を、多量 のアルコー ルでやっ との思
い で掬いあ げようと している頃 。そんな とき、背 中のあた りにじっ
と注がれて いる、得 体の知れな いなにも のかの 不気味な視 線を、焼
け付くほど に感じる のである 。
敬三は、 三十分ほ ど遅く起 きた。
こんな ことはこ の数年、 めったにな いことで あったが、 昨夜はコ
ンビニエンスストアに勤める北野由美子のことを考えているうち
に、段 々目が冴え てきて、 寝付いた のは、通 りに新聞 配達のバイ ク
が走り 、牛乳瓶の 触れ合 う音が微 かに聞こえ 始めた頃 だった。
由美 子とは、今 日レスト ランで 会うことに なってい る。今回は 、
敬三 が由美子 に会いたい と申し出 た。
そのことが、敬三の神経を幾分たかぶらせていたのかもしれない 。
いっ たい、神 経がたかぶ り、眠れ ないなど という気 分になる などと
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いうことが、この自分に残されているとは信じられないことだった 。
眠り足 りないせ いもある のか、体中 がけだる く、頭の 芯がどこ か
たより ない。
ジョ ギングシャ ツに着替 えてはみ たが、一 歩を踏み だすのがお っ
くうで ある。頭 の後ろの あたりに 、鈍い微か な痛みが あり、目も 腫
れぼっ たい。
一瞬 間のこと ではある が、敬三 は今朝は止 めにしよ うと思っ た。
しか し、何十 年と走り抜 いてきた 体の方が 朝の靄を 踏み、す でに走
り出 していた 。
走り始めてみると、案外心配するほどでもなく、調子は悪くない。
百メ ートル ほど行っ たところで 、毎朝顔 を合わせる 三人連れ に挨拶
し 、さらに 二、三百 メートル行 ったとこ ろで、町 内会の老 人会長が
散歩しているのに出会い、声をかけ手を振った 。さらに百メートル 。
そこで、敬 三は意識 を失った 。
気 が 付 く と 、 敬 三 の ま わ り に は 五 、 六 人 が 群 れて い て 、「 救 急 車
を呼べ」 と口々に 怒鳴って いた。二人 ほどが、 すでに車道 を渡った
と こ ろ に あ る 公 衆 電 話 に 駆 け 寄 ろ う と し て い て 、「 急 げ 」 と 誰 か が
後ろか ら叫んだ。
「ああ 、かまわな いでくだ さい。大 丈夫です 。ほれ、 このとおり 。
ちょっ と軽い眩暈 がしただ けです から」
敬三 は、いうな り立ち上 がった 。さすがに 足元がた よりない感 じ
がした が、一 人で歩けな いわけで はなかった 。
公衆 電話ま でたどり着 いていた 二人が戻っ てきて、 敬三の顔 を覗
き 込 ん だ 。「 そ こ の 内 科 医 院 に で も 診 て も ら っ た 方 が い い で す よ 」
一人 が敬三の 腕をとった まま離 そうとし ないので、 上体を預 けた格
好で 医院まで 一緒に歩 いた。
風 邪 な ど で 、 数 度 か か っ た こ と のあ る 医 師 は 、「 血 圧 や 心 電 図 に
異 常はない のですが 、一度総合 病院でち ゃんと検 査を受け た方がよ
くはありま せんか。 お齢でもあ りますか ら」と いいながら 、ビタミ
ン剤程度の 薬を一週 間分くれ ただけだ った。
医院を出 るときは 、敬三一 人だった 。信号を 二つ渡ると 家が見え
てきた。
歩きな がら敬三 は、〝会 〟のことを 思ってい た。自分の 契約の日
が、あ と十日に迫 っている ことは、い われず とも知っ ている。
もし かしたら、 今朝のこ とも、ある いは由美 子のこ とだって、 会
のしわ ざではない か、と 思えない こともない 。
それ はそれでい い。
敬三 の目には 、この二 十日ほど 前から、明 らかに会 の者と思わ れ
る男 の存在が 、確かに見 えている 。
そ れは、書 斎に籠もっ ていると きの、玉砂 利を遠 くで踏む 微かな
- 17 -

靴音であ ったり、 壁をよぎ るわずかな 空気の乱 れであっ たりする 。
また、 ジョギング 姿の敬三 を、朝靄の 底からす くいあ げる白い目 で
あった り、Ｋ大学 構内です れ違うと きの、な に気ない 車のなかか ら
の視線 であったり する。
この 日がくるこ とは、三 年前の秋 に会と契 約を交わ し、契約書 に
付記ま で添え たときから 、敬三の 胸を離れた ことはな い。むし ろ、
絶え ずこの日 のことを思 い、思う ことによっ て、心 の襞のさ らにそ
の奥 までを覗 き込もうと してきた 、といっ てよい。
七 年ほど前 、数えきれ ないほど あった 肩書きのす べてから 解放さ
れ、 敬三は 積年の夢 であり、ま だ緒につ いたばかり の日本近 代経済
学 史論究の まとめに 、余力のす べてを注 ぎ込もう とした。
書斎には 、集める だけ集めて まだ目を 通していな い資料 が積み上
げてあった し、地下 の倉庫に は、近在 の旧家や 農家などか ら、自分
の足で買い 取ってき た古文書 の類が、 箱詰めの まま足の踏 み場もな
く並べら れていた 。
実際、敬 三はし ばらくの 間、憑かれ たみたい に資料を読 み、古文
書の埃 にまみれ、 宮地式と 呼ばれる独 特の論法 を展開 し、かなり の
スピー ドで原稿用 紙を埋め ていた。 この分で いけば、 当初の目安 と
してき た十年を待 たずに脱 稿の運 びになるの ではない か、と敬三 自
身心を ときめか せていた のだった 。
肩書 きは脱ぎ 去ったと はいえ、 敬三自身、 経済学の 世界から引 退
し た つ も り は な く 、 知 り 合 い の 記 者 に も 、「 こ れ か ら 、 生 涯 の 研 究
テー マに、楽 しみながら ゆっくり とり組み ますよ。 できたら 、青年
時代 に志した 〝文学〟と も友達 になりた いものです 」と話し ていた
くら いである 。
記 者も、敬 三が話し たとおり 、好意的 な記事を夕 刊の紙面 に、一
ペ ージ近く をさいて 大きくとり あげてく れたのだ ったし、 学会誌か
ら、敬三の 名前が削 られ始めた のでもな かった 。
どころか 、学会誌 に「宮地敬 三氏の、 さらなる 斯界への 寄与を」
という特集 が組まれ たのは その次号あ たりだっ たし、それ には明石
やＫ大学 教授の主 だったと ころが、殆 ど名を連 ねていた。
その他 、敬三が 目をかけ てきた他大 学の教授 や、財界人 たちも同
様だっ た。である のに、敬 三は、どう して自 らの心を 閉ざす結果 に
及んだ のか。
敬三 自身、Ｋ大 学を退官 し、引き 続き私立 大学で教 鞭をとって い
る間、 自ら学界 のリーダ ーである と信じて疑 わなかっ た。勿論 、社
会の 変化や進 歩にも柔軟 に耐え、 十分対応し ていると 胸を張る こと
がで きた。
し かし、肩 書きのすべ てをはず してしまっ たいま 、いきな りじか
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に太陽光 線を目に 受けてし まった。そ んな自分 の、裸の いつわり の
ない姿 を見てしま ったのだ った。
茫漠 とした靄の なかを、 もの知り顔 に、得意 気にゆら めき歩い て
くるものの姿。これが、ほかならぬ自分だった。そしてその自分は、
目の前 を立ち止 まること もせず、 砂だらけの 道を奥へ 奥へと一人 進
んでい く。
明石 や後輩の 教授たち が、東西 という関係 が殆ど崩 れてしま った
いま 、現状を 冷静に観察 、評価し 、さらに 経済大国 化した日 本の将
来の方向を展望していこうということに熱のこもった議論を展開
し、 かつて古 典派の牙 城とまで いわれて きたＫ大学 に、敬三 の時代
とは 異なっ た新たな 波が生まれ つつある ことは、敬 三も十分 知って
い る。
が、そう いうこと ではない。
肩書きや 、閥や、 論理などで は推し量 れない、 そういう ものでは
ない、なに か。
敬三の周 囲を夥し く埋めて いる、微 かなもの 。そのもの たちの気
配。うつろい流れるほどにあやうく、それでいて 、実に確かなもの。
例えて いえば、 秋風。誰 もいない、 夕暮の野 。薄の穂 のうねり 。
茫漠と した地の果 てまで続 く、がら んどうの 空。しか し、その後 ろ
に重層 する濃密な ものの、 秘かな 翻り。
ある いは、気が 遠くなる ほどに どこまでも 澄み通っ た風の道の 、
溢れん ばかり の存在。
敬三 は唸っ た。そして 、自らの 裸の姿をと り巻くも のたちの 声に
耳を 澄ました 。じっと目 を閉じ、 彼らのう ちに身を 横たえて みた。
彼 らは、敬 三に向かっ て呼びか けていた 。口々に 、さまざ まのこ
とば で、呼び かけてい るのだっ た。懸命 に、やさし く、まる で「出
口だ よ。も う、ほん の少し頑張 れば、そ こは出口な んだよ」 とでも
い うかのご とくに。
三年前、 敬三は会 の存在を知 った。
少しばか り気に掛 かること があって 、Ｗ博士 の論文を調 べていた
のだった 。Ｗ博士 は、古典 経済学の理 論的指導 者で、この 多様化 し
た現代 にあっても 、なおカ リスマ性を 失わない 世界的権 威である 。
その論文の最後に、「（許されるべき）自覚死」というのがあり、
「もと より、生死 のことは 、〝見え ないもの 〟の手に すべてが委 ね
られて おり、それ を侵す ことは、 なに人にも 許されて いない。し か
し、近 い将来、 いや現在 において さえ、社会 的にも、 医学的に も、
これ を重要な 問題にしな ければな らなくなる であろう 」と明記 し、
〝会 〟の存在 のことが紹 介されて いるのだ った。
博 士 は 、 会 の 存 在 の 是 非 に つ い て は 一 言 も 触 れ て い な い が 、「 見
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えないも のの手の 主には、 決して認め られるこ とではな いであろ う
が、でき得れば、大いなる慈悲により、そのことを看過して欲しい」
こ と と し て 、「 許 さ れ る べ き 違 背 」 と い う 表 現 を 用 い 、「 だ と す る
ならば 、もはや生 ける脱け 殻同然 の私自身こ そが、な によりその 恩
恵にあ ずかりた い」と結 んでいる のだった。
世界 的に名を なしてい るＷ教授 ほどの存在 が、なぜ 会にアプロ ー
チす る必要な どあるのか 、敬三に その理由が わかる べくもな いが、
世界 的な権威 であるから こそ、む しろ必要 であるの ではない のか、
とお ぼろげに 推測される のであ る。
敬 三の場合 にしても、 経済学史 家とし て世間に通 用し、自 らの実
力も それを 十分補え る位置につ けていた 。Ｋ大学を 退官し、 さらに
私 立大学に 勤務して さえ、その 地位は揺 るがなか った。
七十七歳のとき 、妻に先だたれたのが痛くないわけはなかったが 、
それが敬三 の致命傷 となるほ どではな かった。
子供には 恵まれな かったが、 それほ ど遠くな いところに 実弟が、
会社顧問 として現 役に近い かたちで勤 めており 、甥や姪や 、その子
供たちも 、あまり 離れてい ないところ に住んで いた。
そんな 敬三の、 なにが変 わったとい うのだっ たろう。
なに も変わって いない。 少なくとも 、敬三を とり巻 く人々や、 彼
らを包 み込む風景 について は。
しか し、あの長 い夜を境 に、経 済学史家で あろうと することも 、
一度は 知事選 に名を連ね ようとし たことなど も、すべ てが自分 とは
遥か に隔たっ たものとな ってしま った。
―妻 の一周忌 の法要を終 え、集 まってく れた身内や 知人の二 十数人
が一 人、二人 と姿を消 し、九時 近くには 敬三一人が 残された 。
敬 三にとっ ては、妻 が入院し ていた期 間も含め、 二年余り 一人暮
ら しを続け てきたし 、五十坪の 家に一人 でいるこ とには十 分慣れて
いた。であ るから、 つい先刻ま で酒臭い 息が充 満し、煙草 の煙にむ
せかえるほ どであっ た部屋が 、急にひ っそり閑 となってし まったこ
となど、気 にもとめ なかっ た。
弟の嫁や 、甥の嫁 たちが、 膳や食器 の一つ一 つまで丹念 に片付け
て帰っ てくれたの で、敬三 に残された 仕事とい えば、妻 に手向け ら
れた線 香の後始末 をするこ とぐらいだ った。
久し ぶりに飲ん だコップ 二、三杯の ビールが 効いて いて、座っ て
いると 、目蓋が石 にでも なったの ではないか と思えそ うな眠気が 襲
ってき た。その まま目を 閉じれば 、妻の遺影 の前で、 果てしな い眠
りに 落ちそう で、テーブ ルにすが りつき、や っとの思 いで立ち あが
ると 、これも 手回しよく 弟の嫁が ひいてく れた隣の 間の布団 に、背
広も ズボンも 着たまま転 がり込ん だ。
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いったい 、どれ くらい眠 っていたの だったろ う。
気が付 いたとき 、あたり は闇に包ま れていた 。それは 、いつも の
自分の 寝室である ことが、 すぐにそ れとは知 れないほ ど、深く濃 い
闇だっ た。
明け方にはまだ間があるとみえて、庭の木々の小鳥たちの囀りも 、
曙光の なかで 決まって鎖 を鳴らし て歩きまわ る隣家の シェパー ドの
低い 唸りもな く、いまは 、まだそ れらが空気 を揺ら そうとす る気配
さえ 感じられ なかった。
そ の闇を横 切って、ふ と、生温 いものが 頬を撫で た。
瞬 間、敬三 は鋭い刃物 でいきな り裂か れたのでは ないか、 という
痛み を背中 に感じて 、体をよじ り、はね 跳んだ。
が 、跳んだ 筈の体 が動かない 。
あわてて 頭の向き を変えよう とした。 ところが、 向きを 変えるど
ころか、頭 はピクリ とも動か ない。動 転した敬 三は、腰の あたりに
投げ出して いる腕を 、布団の 外に引き 摺り出そ うとした。 しかし、
その腕も まるで蝶 番の外れ た棒である 。敬三の 心は、懸命 に両腕を
振り回し 、間近に 潜む異様 なものの脳 天に向か って打ち かかって い
るつも りであるの に、腕を 引き摺り出 すどころ か、指 の一本さえ 動
かない 。
足も 動かない。 口を開く ことも、 声を出す ことも、 開いた目蓋 を
閉じる ことさえ できない 。
手や 足や指や 口には、 ちゃんと した感覚が 通ってい るのに、ど れ
一つ 意のまま にならない 。
動 悸が鳴り 始めた。枕 に触れて いる後頭部 が熱を 帯びて膨 満し、
動悸 が高鳴る 度に、頭の 芯の奥 が鋭く痛 んだ。
敬 三は、苦 しい呼吸を 懸命に 整え、あ たりを覆う 闇を見据 えた。
仰向 けのま ま、いま できること といった ら、瞳を凝 らし、真 上の闇
を 見詰める ことだけ だった。
「終り、な のか」
敬三は、 奇妙に澄 んでいる頭 の隅で、 次に訪れ てくる瞬 間のこと
を考えてい た。次に くるも の、それは 自分には まだまだ遠 い先のこ
とと思っ ていた。
七十八 歳になる 敬三であ るが、自分 にもやが てその日が くること
を頭で はわかって いたつも りでも、一 度とし て現実の ものとは考 え
たこと がなかった 。
健康 には自信が あったし 、目の前 には仕事 が山積し ていた。と く
に、三 十代半ば に、Ｋ大 学で最も 早いグルー プに入る 教授就任 を果
たし てからと いうもの、 常にフル スピードで 走り続け てきた。
若手 の主任 教授として 、学部長 として、経 済学史学 会長とし て、
Ｋ市 などから 委嘱される さまざま な委員会 の委員長 として、 あるい
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は知事選 にかかわ る革新勢 力の頭脳と して、敬 三はいつ もそれら の
中心に いたし、そ の位置に あることが 自然であ ると、 自他ともに 認
めてい た。
疲れ るというこ となどな かった。 困難な仕 事に当た れば当たる ほ
ど、身 内にはよ り強大な 力が湧い てきた。実 際、敬三 が仕事を処 理
する様 は、カ ミソリで半 紙を切断 するのにも 似ていた 。明石た ち後
輩に も、敬三 のその際立 った手腕 を、数知れ ないほ どまざま ざと見
せつ けてきた 。
現 実の地域 社会が敬三 の手のう ちで作ら れ、とき には、敬 三の意
のま まに消さ れること さえ、幾 度となく あったのだ った。
と に か く 、 敬 三 を 遮 る も の は 、 殆ど な い と い っ て よ か っ た 。（ 敬
三 が、もし 金を欲し たなら、会 社の一つ 、二つは 起こせる ぐらいの
金は集まっ たに違い ないし、色 を欲した ならば、 自由にす ることの
できる女は 、両手に 余るほど いた筈で ある）
そんな敬三の、唯一ともいえる興味の対象は 、表札の蒐集だった 。
表札とい っても、 銀や真鍮 や銅製と いった上 質なもので はない。
薄いカマ ボコ板に 墨が流れ 、字などろ くろく読 めもしな い、とい っ
たもの である。も ともと、 表札の主の 名などど うでも いいのであ る
から、 雨風に削ら れ、腐食 しかかっ たものが 殆どであ る。
学会 で上京した 折、パー ティを終 えて会場 を出、地 下鉄を降り て
宿舎の ホテルに 戻るまで の間に、 表通りから 一つ、二 つ入った路 地
の家の 玄関口 まで歩き、 気にいり の古めかし い表札に 出食わす と、
ひょ いと剥が してカバン に入れる 。あとは、 なに食 わぬ顔で 路地を
出て いく。
犬 に激しく 吠えたてら れ、とき どきは家 人と鉢合 わせにな り、詰
問さ れそうに なったこ ともあっ た。
し かし、そ のいずれ のときも 、敬三の 身なりや物 腰に、家 人の方
で 反対にな にか勘違 いしたとで も思い直 すのか、 先方から ドアの奥
に消えてし まうのだ った。勿論 、そのと き、表 札は既に敬 三のカバ
ンのなかに 収まって しまって いるし、 家人の方 も、まさか 古びた表
札に目的が あるなど とは考 えもしない らしく、 それ以上の トラブル
になった ことはな い。
地方に 出張した ときにも 、Ｋ大学の 経済学部 長として教 授会を主
催した 後や、Ｋ市 青少年健 全育成会で 県警本 部長を交 えた委員会 に
出席した後など、敬三は一人でふらりと路地裏に歩み入るのだった 。
表札 に手をかけ ようとす るときの 自分。
敬三 には、その 瞬間の、 総身が 粟立つとい う緊張が たまらない 。
それ は、数百 の学生を 相手に講 演するとき の自分や 、公衆を前 に
弁舌 をふるう ときの自分 にはない 、血がふ つふつと たぎり始 める状
態に も似た快 い緊張と、 微かな不 安とがな いまぜに なった、 えもい
- 22 -

われぬ確 かな手応 えを、ひ しと感じる のだった 。
大学で も、学外 でも、謹 厳、清廉な 姿勢を崩 さない敬 三に、こ ん
な隠れ た性癖があ ることを 知る者は 、誰一人 いない。 五十年近く 連
れ添っ た妻でさえ 、地下倉 庫に積 み上げられ たダンボ ール箱に、 古
文書の ほかに、 夥しい表 札が梱包 されている ことなど 、気付くこ と
も、訝 ること もなかった 。
この 敬三の蒐 集癖は、 学生時代 の、ひょん なことか ら始まっ たの
であ るが、し ばらくは忘 れていた 癖が、最 も若い教 授として 就任し
た頃 から、ま た蘇ったの だった 。
Ｋ 帝国大学 入学と同時 に、敬三 は学生 寮に入った のである が、新
入寮 生歓迎 コンパで 、かなり酒 が入った 後、新入寮 生たちは 町に出
て 、なにか 一つだけ めぼしい物 を持ち帰 らなけれ ばならな いことに
なった。
他人の物 を持ち去 るというこ とは、も ともと、 たとえ捨 てられて
いる物であ っても、 敬三には できない ことだっ た。
しかし、 初めて飲 んだ酒の 酔いもあ ってか、 畑の大根や 、川辺に
繋いだ小 舟の櫓を 担いだり して戻る寮 生をよそ に、川を 渡って見 知
らぬ住 宅街に入り 込んだ敬 三は、一番 路地奥の 洋館建 ての玄関に 近
付き、 激しく吠え かかる数 頭の犬の 胴間声に 身の氷る 思いをしな が
ら、頭 の高さにあ る表札を 掴むと 、闇に沈ん だ夜道を 泳ぎ、無我 夢
中で逃 げ帰った のだった 。
持ち 帰った物 の品評会 では、敬 三が文句な しに一番 だった。
表札は、Ｋ市域から連続して当選しているＹ代議士のものだった。
おま けに、Ｙ 代議士は現 職の大臣 でもあっ たから、
「よ くも生き て帰れたな 」
「ま さか、顔 見られん かったや ろな」
「明 日には 、間違い なく両手が 後ろにま わるぞ」
な どと揶 揄する上 級生たちの おどけた 声を聞きな がら、一 度に酔
いが醒め、 体中がわ ななき震え るのをと めるこ とができず 、古びた
分厚い桧材 に癖のあ る墨字の 流れかけ た文字が 、威圧する ほどに自
分に迫ってくるのを 、ただ黙って眺めやっていたことを覚えている 。
ふっと 、闇のな かでなに かが動いた 。
すえた 臭いが、 鼻を打っ た。
身じ ろぎもでき ない敬三 の目が、闇 のなかで 動くも のの気配を 微
かにと らえている 。
見て いる間に、 闇がぐる りと反 転し、敬三 の頭上に 闇の色をも う
一つ 濃くした かと思われ る、墨色 の輪を作っ た。
と、 墨色の 輪が透けて 、蠢くも のの影がだ んだんそ の姿を現 わし
てく る。敬三 は、瞳をい っぱいに 開いて、 露わにな ってくる ものの
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姿を見た 。
男が座 っていた 。いや、 何万という 群衆に囲 まれ、両 手両足を 縛
られて 、壇上に引 き据えら れている のだった 。
群衆 の叫びが、 幾層もの こだまと なって、 男を責め ていた。
「売国 奴、偽善 者」
「反革 命、私 服を肥やす 異端分子 」
「フ ァシスト 」
「人 間の面を した獣」
こ れ ら の 声 に 続 き 、「 な ぶ り 殺 せ 」、「 八 つ 裂 き に しろ 」 の 叫 び と
なっ た。
男 は三十年 前、この 国を異民 族の支配 から解放し 、平和、 平等の
立 憲国家と して指導 してきた首 相だった 。それが 前夜、自 らが創始
し、解放ま での間、 まさに寝食 をともに してきた 「解放軍 」により
捕らえられ 、一夜明 けたいま 、公開の 場での刑 の執行をい い渡され
たのだった 。
罪状は 、「憲法違反」だった。
国では、 独立以 来、天候 異変による 極度の貧 困と餓えが 蔓延し、
おまけ に解放軍に よる恐怖 政治が行わ れていた ため、 民心はとう の
昔に現 体制を離れ 、デモや 、小規模 のゲリラ 闘争が各 地で頻発し て
いた。
首相 の護衛兵で ある解放 軍まで を離反させ たのは、 民心を十分 説
得し得 ぬまま に進めた老 朽化のた めの官邸の 移築と、 旧官邸の 地下
倉庫 から発見 された、国 の年度予 算の数十倍 にもの ぼると目 される
金塊 の出現だ った。
首 相 は 、「 金 塊 な ど 、 自 分 は 知 ら ぬ 。 三 十 年 前 の 傀 儡 政 権 の 主 の
もの だ」と主 張して譲 らなかっ たのだが 、一旦燃え 上がった 民衆の
怒り の火は 、もはや 消すことは できなか った。
し かし、 敬三には 、いま逆エ ビに縛ら れ、転がさ れた首相 の胸の
うちが痛い ほどにわ かるのであ る。とい うのは 、この首相 とどこか
で間違いな く出会っ たことが ある、と いう朧気 な記憶が、 確かにあ
るからであ った。
「恐怖政 治など、 意図する ところでは ない。天 が、自分を 見捨て た
のだ。 もし、解放 の父と呼 ばれようと も、売国 奴などと いわれる 筋
合いは ない。まし て、巨万 の私服を肥 やして いたなど といういい が
かりな ど」
胸部 に、腹部に 、夥しい 弾丸を浴 び、薄れ ていく今 際の意識の 底
で、首 相がとぎ れとぎれ に洩らす つぶやきを 、敬三は まさにい ま、
自ら の痛みと して、しん じつ聞く ことができ る。
わ ななくほ どに胸を鳴 らし、敬 三の目が、 いまに も張り裂 けるの
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ではない かといわ んばかり に闇の光景 に釘付け になって いるとき 、
血まみ れの苦悶に ひきつれ た首相の顔 がすっと 消え、 にわかに光 が
射した かと思うと 、ぼんや りと遠い 景色の俯 瞰図が現 われた。
その 景色が、一 挙にズー ムアップ になる。 どこか見 たことのあ る
景色だ 、と敬三 は思った 。緑深い 山の形。山 と山の間 に伸びる褐 色
の道。 道に添 い、音もな く豊かに 流れる川。
川の ほとりの 集落。立 ちのぼる 幾筋もの青 い煙。カ ン、と静 まり
かえ った冷た い空気。
朝 餉の風景 だ、と敬三 は思う。 しばらく すると、 集落の中 心であ
る広 場に、一 人、二人 と家々か ら人が出 てき始めた 。それが 、瞬く
間に 三十人 ほどの数 になる。
見 詰める敬 三の目 に、それは 身震いを 催すほどひ どく懐か しいも
のに思えて 、いまに も胸が熱く 塞がりそ うになっ てくる。 とくに、
最初に広場 に出て、 切り株に 腰を下ろ している 若い男の横 顔に、強
く惹かれる 。人々の 身なりは 、殆ど素 裸同然の 態であるの に、男や
女たちの 表情は、 昇る朝日 にまばゆい ばかりに 照り輝いて いる。
若い男が やおら 立ち上が ると、空の 色に透き 通りそうな 瞳を煌め
かせ、山の端にかかる日輪に向かって 、両手をかざし、祈り始めた。
「統べ たまう天の 父よ、御 心のまま にわれわ れを導き たまえ」
男の 祈りは短か いものだ った。
皆の 祈りが終る と、人々 は光の 渦のなかを 笑い合い ながら、も と
の家に 入って いった。が 、しばら くすると、 弓矢を持 った者、 木鍬
を担 いだ者、 壷を抱えた 者と、次 々と広場に 戻って きた。彼 らは、
数人 ずつのグ ループにな り、朝日 を背に受 け、野へ 谷へ川へ と歩き
出し た。
家 々では、 残った女た ちが、 肉を煙蒸 しにしたり 、魚を干 乾しに
した りして いる。子 供たちは、 素裸のま まで草にま みれ、土 にまみ
れ て高い空 に歓声を あげる。
敬三は、 われにか えると、涙 ぐみ、懸 命にその 光景に向 かって呼
びかけよう としてい るのだっ た。
「わたしは 、いま、 どうし てここにい るのです 」
敬三は 、自分の 声を遠く で聞いてい る。懸命 に引き絞り 叫ぶ自分
の声を 、はるかに 深い谷の 底からの谺 のごと くに聞い ている。
「どう してわたし は、いま 、ここに いるので す。どう して、この 場
に、わ たしが」
谷底 から、高く 低く谺し てくる 声は、殆ど 絶叫に近 かった。
それも、自分自身のその声を、敬三自身が目を細めて聞いている 。
涙を 流し、 身動きもな らず横た わっている 敬三を、 数メート ルの
真上 にいるも う一人の敬 三が、目 を細めて 眺めてい るのであ る。
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それは、 奇妙な 光景だっ た。身動き もならず 横たわって いる敬三
も自分であったし 、真上で目を細めている敬三も自分自身であった 。
横た わっている 敬三にで きることと いったら 、闇に映 し出され る
風景を 食いいりそ うに見詰 めてい るばかりだ ったし、 もう一人の 敬
三は、 真下の敬 三の熱い 息遺いま で数えられ るほどで あるのに、 呼
びかけ ること も、ほんの 小さな意 志を伝える こともで きない。 それ
でい て、二人 の自分がど こかで確 かにつなが ってい ることが わかる
のだ った。
邦 彦は、錠 剤を一気に 呷った。 広口瓶 の底に、五 センチば かり残
って いた分 の半分ば かりを掴み 、いきな り呷ったの だから、 二十錠
ぐ らいは飲 んだかも しれない。
眠れない のだった 。
いや、眠 りに入る ことは入っ た。しか し、三十 分と経た ないうち
に目が醒め てしまっ た。
夥しい汗 だった。
天井隅から下りてくる空調の風に、いくらか救われはするものの 、
身内か ら吹きこぼ れ出る汗 は、とどま ることな くシー ツを染み通 ら
せ、枕 を濡れ通ら せてしま う。手探 りでバッ グからと り出した新 し
いバス タオルは、 胸や背中 を二、 三度拭った だけで、 すぐに重く な
った。
邦彦 の横には 玲子がい る。ウィ スキーの酔 いと、激 しい行為の 果
ての 疲れもあ ってか、玲 子は、頬 や、毛布か らはみ 出した肩 口に邦
彦の 濡れた体 が触れても 、ピクリ とも動か ない。
唇 を半ば開 き、上気し た頬の色 をみせて 眠ってい る。肉付 きのい
い肩 から胸へ かけて、 大きくゆ ったりし た呼吸が波 打ち流れ 、落ち
てい く。
玲 子と会 うのは半 年ぶりだっ た。その せいもあっ てか、邦 彦は久
しぶりに燃 えた。
女のこと を考える 余裕など、 この数か 月という もの、殆 どなかっ
たから、触 れればど こまで も柔かく沈 み、それ でいて指先 をしっと
りはねか えしてく る玲子の 肌をまさぐ っている うちに、激 しい衝 動
が突き 上げてきた のだった 。
玲子を 抱いてい ると、な にもかも忘 れること ができる 。邦彦は 、
そんな 気がした。 あと一週 間に迫っ た仕事の 期限のこ とも、闇の な
かから射竦めてくる目の存在も、すべて忘れてしまうことができる 、
と思っ た。
玲子 は、邦彦 にとって いま、唯 一、かろう じて足元 を揺らさず に
立つ ことので きる地平な のだ、と いっても 間違いは なかった 。
玲 子の細く しなやかな 、それで いて十分や わらか い体に顔 中を埋
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めている と、仕事 のことや 巨大な闇の なかの目 のことか ら、本当 に
自分を 遮ることが できるの ではないか と思えた 。
邦彦 は、実際、 玲子の胸 に顔を埋め ているう ち、眠り に落ちた の
である 。ゴミくず みたいに 疲れ果 てた、それ でいて、 奇妙に優し い
眠りだ った。
しか し、邦彦 の眠りは 、すぐに 破られてし まった。
邦彦は宙に放り出され、漆黒の空間を 、錐揉み状に落下していた。
千メ ートルも 、二千メー トルも、 息もでき ないスピ ードで闇 を裂き
なが ら落ちて いくのだっ た。
そ の目には 、はるかか なたにき らめく 星々が一つ 、二つと 微かに
とら えられ るだけで 、ほかには なにも見 えなかった 。ただ、 闇のな
かを落下するときに、邦彦の皮膚が闇の粒子と激しく擦れ合うのか、
奇妙な鼻を 突く臭い があたりに 強く漂い 始めてい た。
熱かった 。千メー トル、二千 メートル 、三千メ ートルと 落下して
いくうちに 、皮膚が焼け付き 、すさまじい熱を帯びてくるのだった 。
邦彦は、 もがいて いた。果 てもなく 落ちてい く苦しさと 、身内を
貫く熱気とで、殆ど正気を失いながら 、指は懸命に宙を掻いていた 。
目覚め たとき、 毛布の下 の剥き出し の肌は煮 え湯を浴 びたほど の
夥しい 汗にまみれ ていた。 汗は、首 筋にも、 頭髪の根 にも流れ、 枕
が頭の 形に沈み込 んでいた 。
その 汗が、拭い ても拭い ても、 吹き上げて くる。い ったい、自 分
の体の どこに こんなに多 量の水分 があったの かと驚く ほど、吹 き上
げて くる。最 初、邦彦は 、胸のあ たりで破れ た血管 が、激し い鼓動
とと もに血潮 をほとばし らせてい るのでは ないか、 と錯覚し たほど
だっ た。
頭 の芯に、 なにかを置 き忘れ たみたい なこだわり があった 。それ
がな んなの か。ベッ ドに上体を 起こし、 じっと思い をめぐら してい
る と、頭の 隅に残っ ていた燠火 がくすぶ り始め、 そのくせ 、手足先
の神経はぶ つぶつ音 をたてて千 切れてい くので はないかと いう気配
に襲われ、 いまにも 体全体が 弾け、飛 び散って しまいそう な恐れを
覚えるのだ った。
一息に呷 った二十 錠が効き 始めたの か、いく 分気持ちの 底が平ら
になっ ていくのが わかる。 しかし、吹 き出す汗 はいっこ うに勢い を
弱めそうにない。どころか 、次々に胸板を伝い、肘や指先を伝って、
カーペ ットに音を たてて滴 り落ち、 闇に吸わ れていく 。
空調 が異常をき たしてい るのでは ないか、 と思った 。なにかの ミ
スで、 十度ぐら い高い温 度にセッ トされてし まったの だ、と目 盛を
透か して見た 。だが、ベ ッドの後 ろの目盛は 、自分以 外の誰が 触れ
た形 跡もなか った。
部 屋の温度 は、いつも と同じ二 十六度の筈 である 。換気も 正常に
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なされて いて、指 を伸ばせ ば、規則正 しい微風 が渡って いるのが 確
かにそ れと知れた 。
それ なのに、邦 彦自身は 、まるでコ ントロー ルを失っ た浮遊物 で
あった 。
漆黒 の空間を底 知れず落 下してい くときの 、眩暈に 似た感触が 、
いまも 残って おり、それ が頭を強 く締め付け ていた。
酸っ ぱいもの が、何度 も胸元ま でのぼって きた。カ ーペット に垂
らし た足は、 闇のなかで ほの白く 、細く、 たよりな かった。
邦 彦は、窓 のカーテン を小さく 開こうと して、一 歩踏み出 しかけ
たが、思わず前のめりに転びそうになり、あわてて体を引き戻した。
自分 を支え る足元が たよりない せいもあ るが、踏み 出した闇 が、邦
彦 を招き込 んでいる かのごとく に、一際 深い、黝 々とした 口を覗か
せているの だった。
「駄目だ」
邦彦は、 呻いた。
今度の仕事は、「間違いなく失敗だ」と吐き捨てた。
これまで 、一度 もしくじ ったことな どないの に、今回だ けはどう
にもう まく運ばな い。気持 を奮いたた せようと 、あり ったけ手を 尽
くして みるのだが 、その端 からなに かがこぼ れてしま う。そんな 自
分を叱 咤しようと すればす るほど 、いよいよ 肝腎の心 が萎えてし ま
う。
もし 、失敗だ とすると 。
前任 者のＳ のことが頭 を横切っ ていく。江 藤の鋭い 刃を含ん だ恫
喝が 、のっぴ きならない ものとし て、胸を 貫き始め る。
「会 の契約は 、地球より 重い。 これはだ 、人間と人 間との単 なる約
束事 なんても のじゃな く、天に 向かって なすべきも のを、代 わって
会が 約束し 、履行す ることなの だ。だか ら、契約事 項を一字 、一句
た りとも違 える行為 は、絶対に 許されな い」
何度も聞 かされ、 骨身に染み るまで徹 底的に覚 えさせら れてきた
ことばであ る。
邦彦には 、いま、 このこと ばの意味 をゆっく り考えてい る余裕な
どない 。頭がキリリと締め付けられ 、次には 、だんだん膨満し始め、
しまい には、激し く打つ脈 と一緒に、 膨らんだ 脳髄が破 裂してし ま
うのではないかという危うさに、かろうじて息を止め、耐えている 。
突然 、ベッドが 鈍い音を たててき しんだ。 デスクの 上の目覚時 計
がツッ と走った と思うと 、フロア 面に落下し たらしく 、ガラス の飛
び散 る音を残 して闇に沈 んだ。
シャンデリアが大きく泳ぎ、天井が鳴った。壁も音をたてて弾け 、
闇の 底に澱ん でいた空気 が掻き混 ぜられ、 邦彦の濡 れた背中 にいち
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どきに冷 たいもの がのぼっ てきた。
「地震 だ」
邦彦 は、瞬間棒 立になっ た。そして 、窓際の カーテン に向かっ て
走り出 そうとした 。
しか し、立ち上 がったつ もりの体 は、すぐ に足元の 感覚を失い 、
ベツド に沿っ て二、三歩 横に泳い だだけだっ た。
邦彦 の記憶は 、いった んそこで 途切れてい る。いっ たいどれ だけ
そう していた のだったろ うか。再 び気が付 いたとき 、邦彦は カーペ
ット にうつ伏 せに倒れて いた。
ベ ルが鳴っ ていた。
い つから、 どれくら いの間鳴 っていた ものか、邦 彦は知ら ない。
ひ ょっとし たら、邦 彦が倒れて いる間中 、ずっと 鳴り続け ていたの
かもしれな い。
邦彦の仕 事の進捗 具合がはか ばかしく ないと見 た、江藤 か会の誰
かが、邦彦 がベッド の傍にう ずくまっ たのを知 って、鳴ら し続けて
いるのだ ろうか。
ベルは長 い間息 も継がず に鳴り、途 切れたか と思うと、 すぐさま
息を吹 き返す。そ うして、 また何十回 というコ ールに なる。
邦彦 は受話器に にじり寄 り、指にか けたとこ ろで、 取るのを思 い
とどま った。
「絶対 逃げられ ない」
その 考えが閃 いたとき 、邦彦の 手は、反射 的にデス クの上に転 が
して ある筈の 広口瓶を探 っていた 。残りのす べてを 飲めば、 あるい
は逃 れられる かもしれな い。そう 思った。
し かし、指 で触れるデ スクの上 にはなに もなかっ た。さし て広く
はな いデスク の上を、 指でなぞ ってみた 。
や っぱり瓶 はなかっ た。先刻 の地震の 揺れで、ど こかに落 ちてし
ま ったのだ ろうか。 それとも、 邦彦の頭 が、瓶の 置き場所 を勘違い
しているの だったろ うか。
邦彦の体 は、震え 、わなない ていた。
とにかく 、体の芯 まで冷え きってい た。カー ペットに突 っ伏して
いる間に 、汗みず くになっ ていた髪の 根も、背 中も胸も、 部屋の 隅
に通う 冷風にまと いつかれ 、煮えたぎ るほどだ った熱を 、根こそ ぎ
奪われ てしまった らしかっ た。
歯の根も合わないほどに震えながら 、邦彦は 、ぼんやりした頭で、
なおも デスクの上 の瓶を 探り、鳴 り続けるベ ルの音を 遠く聞いて い
た。
「ど うしたっ ていうのお 」
後ろ で、玲 子が伸び上 がる気配 がした。
玲 子は毛布 を腰のあた りまで引 き下ろし、 目を閉 じたまま 首筋に
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かかる長 い髪を、 邪険に掻 き上げてい る。
「女か らなの」
何度 も伸びをし 、欠伸を 噛み殺しな がら呟く 玲子の口 から、強 い
アルコ ールの臭い が漂って きた。
コス モスが風 に揺れて いる。
敬三 は、ブレ ザーのポ ケットに 手を突っ込 み、日溜 まりを縫 い歩
いて いく。
今 年は、コ スモスがい たるとこ ろに咲い ている。 公園の一 角に、
学校 の花壇に 、駅前の 空き地に 、資材置 場の片隅に 、舗装道 路のわ
ずか なひび 割れの隙 間にさえ、 幾重もの 花片を揺ら している 。
敬 三は、ま だ夏の 終わりの激 しさを思 わせる陽射 しを体い っぱい
に受けながら、コスモスからコスモスへと飽くことなく歩いていく 。
「一週間経 ったら、 また、こ こでこう して会い たいな」
「ええ」
「できた ら、毎週 、会いた いな」
「私も、 そう思っ てました 」
「毎週 金曜日、午 後三時。 この店の、 海の見え る、こ の席で」
敬三 は、ほんの いま別れ てきた由美 子のこと を考え ている。
今日 の由美子は 、これま でのどの ときより もよく笑 い、よく喋 っ
た。父 を亡くし て、初め て父が、 自分のこと をどれだ け思ってい て
くれた かわか ったこと。 それは、 不相応なほ どの保険 金や預金 を残
して くれたこ ともあるが 、なによ り、父の書 斎の押 入れの一 番奥に
しま われてい た十数冊の ノートに 、母を失 ってから 現在まで の、生
まれ つき少し 体の不自由 な由美 子にあて た折々のこ とばが、 ぎっし
り書 き残され ていた、 というこ となどを 瞳を煌めか して喋っ てくれ
た。
し かし、 いったい どうして、 毎週金曜 日に由美子 と会う約 束など
したのだろ う、と敬 三は、自分 で自分の 気持が はかれない 。
明日は、 自らが会 に出向き、 あの添え 書きまで したため た〝契約
の日〟なの である。
会の契約 は、百パ ーセント の確率で 実行され るというか ら、明日
以降の 敬三は、確 実にあり 得ない。
それは 、まさに 、厳とし た事実であ る。
敬三 は、歩道に 揺れてい るコスモス の淡いピ ンクの 群れから、 一
本を摘 みとった。 花弁は 、指先に つまむと、 眩し過ぎ る秋の陽射 し
を弾い て、きり りと敬三 の前に立 った。
その 細い花片 は、街の 喧騒や埃 にも染まら ず、敬三 の手のうち に
いま 生まれ出 たばかりか と思える ほど、や わらかく 、みずみ ずしく
咲い ていた。
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敬三は、 花片に 、ふっと 軽く息を吹 きかけて みた。
何度 、通りをめ ぐったこ とだろう。
家の玄関が見えるあたりにくると、敬三はまた元の道を引き返し 、
公園を 通り抜け 、草道の 奥にある 池の周囲を 幾回りも 歩く。いつ も
ゴミが 澱み、 メタンガス が泡をふ いていた公 園の続き の池の水 面に
は、 この頃野 鳥が戻り、 ときおり 鯉や小鮒が 浮かび 上がって くる。
敬 三は、見 るともなく 鳥たちの 様を眺めや る。彼ら は、わ ずかに
水面 を渡る風 に羽毛を逆 立てな がら、水 をくぐった り、水面 に漣を
落と してゆる やかに飛 翔したり する。
敬 三はいま 、彼らは 明日も明 後日も、 こうして水 辺でたわ むれて
い るに違い ない、と 思う。そし て、鳥た ちだけで はなく、 花々も、
水面を渡る 風も、街 の風景も、 由美子も 。
しかし、 この自分 は、ない。
敬三は、 明日以降 の自分がど うなり ゆくかな ど、知らな い。そん
なことは 、自分の 考える領 分ではない と思って いる。
たとえ、 どう思 い悩んだ にしろ、現 実の自分 には、答え など見い
出せる 筈もなく、 また、誰 からもそれ は与えら れはし ない、とい う
ことぐ らい知って いる。
それ より三年前 、なぜあ れほど自 分の考え にこだわ り、どうし て
あれほ ど性急に 会に出向 いたのだ ったのか、 幾度も反 芻してみる 。
直接 のきっか けはＷ博 士の論文 によるもの であった が、その考 え
は、 自分のう ちにとうか ら存在し ていた。
刻 々と、冬 に向かって いく自分 。落葉が舞 い、銀 色の薄の 穂がな
びい ているな かを、徐々 に徐々 にではあ るが、日一 日と長く なる影
を引 き摺りな がら、真 直ぐ冬色 の道に向 かって歩い ていく自 分。
敬 三の胸の うちにそ んな思い があった ことは確か である。
し かし、 決定的な ことは、そ んなこと ではなかっ た。むし ろ、ふ
となに気な く振り返 ったとき、 薄野のな かを歩 いている自 分の、そ
の後ろにた なびいて いる秋風 の澄明さ 、深さに ことばを失 ってしま
った、とい った方が 適切で ある。
Ｋ大学経 済学部長 として、 日本近代 経済学史 学会長とし て、Ｋ市
などに 関わるさま ざまな委 員会委員長 として、 敬三がそ のときど き
に鉈を ふるってき た案件。 案件の解決 ととも に、その 背後に押し や
られた 数々の思惑 や事象。
それ らの思惑や 事象から 発せられ る、呪咀 にも似た 念の照射が 、
いま敬 三を縛り つけてや まない。 いや、敬三 の足跡の そこかし こに
うち 立てられ た数々の功 績のうち にさえ、そ のときど きに封じ 込め
られ た不協和 音の穂先が 、隙をみ ては芽を 出し、敬 三の胸を 鋭く抉
りと ろうとす る。
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Ｋ大学名 誉教授 であり、 Ｋ市名誉市 民となる ことで、敬 三は、自
分の後 ろに夥しい 迷彩を施 した塚を築 いてきた 。
無数 の人々を選 別評価し 、登用し、 あるいは 解任して きた。Ｋ 大
学にお いて、同じ 史学に籍 を置く 者として、 最大のラ イバルだっ た
Ｔ教授 を失脚に 追い込ん だことも あったし、 知事選の 革新陣営内 部
におけ る対抗 馬と目され ていたＥ 氏を中傷し 、結果的 には敬三 もＥ
氏も 推挙から 洩れること になった のだが、こ のとき のＥ氏側 とのわ
だか まりは、 いまに至っ ても解け ていない 。
日 本近代経 済学史学会 では、当 時助手で あった明 石の発案 を敬三
の論 文として 発表し、 学界に揺 るぎのな い〝宮地式 〟という 考究方
式の 基盤を 築いたの だったし、 学部長時 代には、わ ずか二年 間のう
ち にＴ教授 の失脚を 始めとする 人事の一 新を図り 、学部の 色彩を強
引に塗り替 えてしま った。
加えて、 表札の蒐 集である。 〝Ｋ市の 顔〟であ る筈の敬 三が集め
た表札の数 は、敬三 自身見当 もつかな い。
とにかく 、敬三が 八十年を かけてな し遂げた ことは、自 らの膝下
に黒い座 布団を、 一枚、ま た一枚と積 み上げる ことであ った。
四年 前、あの長 い夜の出 来事があっ て、初め て自分 の後ろを恐 る
恐る振 り返ってみ たのであ るが、 黒々とした 幾多の風 景ばかりが 嵌
め込ま れている ものと思 っていた のに、あた りを包む 空気のあま り
の清澄 さに打 たれ、敬三 はことば を失ってし まった。
それ 以来、 〝権威者と しての威 信〟をかけ た、自ら の集大成 とも
いう べき近代 経済学史論 究の仕事 などに、 もはや情 熱を傾け ること
がで きなくな ってしまっ た。
〝 会〟に出 向く決心を 固めた のは、そ ういういき さつを経 てのこ
とで はあっ たが、一 度決心が定 まると、 もうあとを 見る必要 はなか
っ た。
いうまで もないこ とであるが 、会の方 からの働 きかけな ど一切な
く、敬三自 身が会の 所在地を 探ね、主 旨を十分 確かめ、自 由意志に
より選択し 、出向い たので ある。
契約の後 、敬三は 、憑きも のが落ち たかのご とくに目の 前が明る
くなっ たのを知っ た。長い 間の呪縛か ら解き放 たれたの だろう、 こ
れまで 見えなかっ たものが 見え、聞こ えなか ったもの が鮮明に聞 こ
え始め たのではな いかと思 えた。
表札 の蒐集は、 契約以来 ぷっつり やめた。 他人の家 の軒下に秘 か
に忍び 込むとい う行為こ そ、なに よりおぞま しいこと であった し、
それ は二枚も 、三枚もの 仮面をつ けた、いか にも〝Ｋ 市の顔〟 その
もの の姿であ るからであ った。
Ｋ 大学をと きおり訪ね 始めたの は、これと ときを 一にして いる。
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Ｋ大学の 名誉教授 室を訪ね ることが、 明石たち を苛立た せること に
なるこ とは重々わ かってい たが、敬三 にとって 、自ら が重ねてき た
ことがらの数々を 、残された三年、自分なりに振り返ってみるには 、
これ以 上はない場 所だった 。
特に 図書室の書 架のバッ クナンバ ーの揃っ た研究論 集の背表紙 に
は、敬 三の辣 腕ぶりを十 二分に示 す証左が、 金文字で まざまざ と刻
まれ ている。
そ れは、ま ぎれもない 自分の〝 業績〟であ り、Ｋ市 の顔と しての
足跡 でもあっ た。
敬 三は、コ スモスの 花弁を元 の花群に そっと戻し た。
花 弁は、他 の幾重 もの花弁た ちに支え られ、しば らく揺れ ていた
が、光を煌 めかせ、 一陣の風が 吹き抜け ると、殆 ど目につ かぬ素早
さで、すっ とその姿 を消して しまった 。
これが明 日の自分 の姿なのだ 、と敬 三はポン と弾かれる 思いだっ
た。
自らが自 らのこ とを約し た日。その 日が、明 日に迫って いる。
それは 、まがう ことなく 自分の意志 によるも のである から、迫 っ
ている 、などとい ういい方 は適当で はないが 、会に出 向いた日か ら
まるま る三年の月 日が流れ 、まさ に明日が最 終契約履 行の日、と い
うこと になる。
契 約 書 に は 、「 実 行 の 日 は 、 × × 日 ま で 」 と い う 表 現 で 記 載 さ れ
てい たから、 敬三の身に なにかが 起こるのは 、残さ れた、今 日か、
明日 のいずれ かである。
そ のくせ、 敬三は、由 美子と来 週も、再 来週も、 そのまた 翌週も
会う 約束をし た。
由 美子に会 っている と、敬三 は、おか しいほど素 直な自分 に気付
い た。それ は、由美 子のもつ、 例えよう もないや わやわと したもの
に包まれ、 身も心も 、のびやか になるの を感じ るから、で あるのだ
ろう。
ひょっと したら、 敬三は、 由美子の うちに、 一人の異性 を意識し
始めてい るのかも しれない 。
いつの 間にかそ んなこと を考えてい る自分に 気付き、次 の瞬間、
バカな ことを、と 吹き出し てしまう。
「バカ な」
敬三 はそう呟き 、コスモ スの群れ に戻した 花弁を、 もう一度手 に
とろう と屈み込 んでみた が、あの 摘みとられ てしまっ た花弁は 、花
群の なかにも 、根元のあ たりにも 、アスファ ルトに散 り敷いた 落葉
のな かにも、 どこにも見 つからな かった。
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山の端を 昇りつ めた太陽 が、厚い雲 の間から 薄い条光を 放ち、海
面を射 始めた。
朝靄 の底に沈ん でいた海 面は、そこ だけがぼ うっと明 るみ、青 ざ
めて少 し苛立った 波頭を立 ててい る。
とう とう〝その 翌日の朝 〟、がや ってきた 。
邦彦 は、むく んだ目を 幾度もし ばたたかせ 、まだ黒 いシルエッ ト
に包 まれたま まのビルの かなたに 、遠く広が る海を 見ている 。
窓 際に佇み 、ビルの向 こうを眺 めやってい るうちに 夜が明 けてし
まっ た。一睡 もしなかっ た。
邦 彦の胸を 、これまで 経験した ことの ない茫々と した思い が横切
って いく。 この九年 、一度だっ てこんな 思いにとら われたこ とはな
か った。
百パーセ ントの確 率、といわ れた会の 仕事を、い ま自分 が、恐ら
く初めてし くじった 、という ことにな る。それ にしても、 邦彦は、
契約最終日 の昨日か ら今朝に かけ、自 分が金縛 りにあった のだろう
かと思わ れるほど に、動け なかったの は何故な のかと考え ている。
あらかじ め、敬 三のこと は十分過ぎ るほど調 査をし、い つでも計
画を実 行できる手 筈を整え ていた。そ れが、い ざ実施 という段に な
ると、 決まって邪 魔が入っ た。Ｋ大 学構内で 接触しよ うとすると 、
敬三の 後ろから息 を弾ませ た明石 の秘書が駆 けてきて 、敬三の荷 物
らしい ものを乱 暴に押し 付け、小 走りに去る 。
秘書 が去った 後、次の タイミン グをはかっ ていると 、敬三は急 に
なに かを思い 出したとい う恰好で 、元の建物 にあわ てて引き 返して
いく 。
敬 三が自宅 の書斎に籠 もってい るのをみ はからっ て、勝手 口から
忍び 込もうと すると、 めったに 現われな い町内会長 が、パイ プをく
わえ 、裏口 から顔を 見せる。と 思うと、 近所に住む 弟嫁が布 巾をか
ぶ せた盆を 持ち、勝 手口をくぐ る。
夕方にな ると、敬 三はコンビ ニエンス ストアに 顔を出す のである
が、朝食用 の買物の ためとい うより、 由美子と ことばを交 わすため
に足を運ん でいるの だろう と思われる 。それは この数日、 敬三の表
情を細かく観察していると 、段々上気していく様で、よくわかった 。
邦彦は 、この由 美子の出 現以来、仕 事に不手 際が目立つ ようにな
った、 と思えてな らない。 これまで、 邦彦が 手がけて きた仕事の 場
合、契 約者は日増 しに個人 としての 臭いや殻 を脱ぎ捨 て、次第に 無
色、無 臭の存在に 近付い ていくの だったが、 敬三の場 合は、日を 加
える毎 に、以前 の、いや 以前より 数段若々し い血の色 をとり戻 しつ
つあ るのでは ないか、と さえ思わ れるのだっ た。
それ に、今 度の仕事で は、自分 にも問題が ある、と 思ってい る。
ホ テルの自 室の天井の 隅のあた りになにも のかが 潜んでい て、自
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分を見て いる。そ の目が、 昼も夜も、 じっと邦 彦を見詰 めている 。
あまり の気味の 悪さに寝 付けず、ウ ィスキー と一緒に 錠剤を流 し
込み、 ようやく眠 ったと思 ったら、 夢にまで しのび込 み、体にの し
かかる ほどに重く にじり寄 ってく る。いった い幾度、 胸苦しさに 毛
布を跳ねとばし、濡れとおるほどの寝汗にみまわれたことだったか 。
とも かく、今 度の仕事 は、結局 、なに一つ 手出しを しないまま 、
とい う結果に 終った。
こ れまで、 夥しい錠剤 の助けを 借りてでは あるが、 倒れ込 みそう
な体 を引き摺 りながら、 どんな ときでも 、完璧に目 的を果た してき
た。 そんな邦 彦の手腕 のほどは 、江藤で さえも一目 置くほど で、も
とも と政財 界などの 重要人物が 対象の場 合、殆ど邦 彦に白羽 の矢が
た てられて きた。
それが、 気を抜い たわけでも ないのに 、最も安易 な部類 に入る宮
地敬三に対 する仕事 を、しく じった。 しかも、 完遂率百パ ーセント
を誇る会の 実績を、 会のなか でも最も 秀逸であ る筈の邦彦 が汚して
しまった 。
邦彦は、 しらじ ら明けて いく窓の外 の風景を 眺めやりな がら、一
番深く 靄の漂って いるあた りの、古び てはいる がしっ とりした和 風
の佇ま いをみせて いる敬三 の広い家 を思い、 この時間 にはもう起 き
出し、 ジョギング のための 準備運 動でもして いるであ ろう敬三の 、
健康そ うな肌の 色を思っ た。
と同 時に、そ こから数 キロ離れ たアパート では、コ ンビニエン ス
スト アに出勤 するために 、少し不 自由な左足 を引き 摺りなが ら、仏
壇の 父の位牌 に手を合わ せ、朝食 の支度に かかって いる筈の 、由美
子の ことを考 えていた。
邦 彦は、雲 の間を抜け て出た 朝日に一 際強く照ら され、し らしら
光る海面を見、ガラスに街中の風景を映し出している正面のビルの、
一 夜の露に 洗われた かと見える 真新しい 様を目に している うち、こ
れでよかっ たのかも しれないと 、思い始 めた。
敬三の、 由美子に 出会う度に 血の色を 増してい く様子。 あれは、
もはや契約 者のもの ではな い。
由美子の 方は、突 然のうち に失った 父の面影 を敬三に見 ているふ
しがあ る。もっと も、由美 子にしても 、いまの 敬三には 、父の最 後
の頃と は異なった 微妙な変 化が生じて いるこ とを、敏 感に感じと っ
ている に違いない 。
邦彦 は、いまの 自分は前 任者のＳ とは違う 、と考え る。決して 、
逃げも しなけれ ば、恐れ も、隠れ もしない。
「こ れでいい 」
そう いいき ると、胸の うちに不 思議な力が 湧き、体 の奥底の あた
りが 軽やかさ に充たされ ていくの を感じた 。
- 35 -

そのとき 、邦彦 の後ろの ベルが、け たたまし く鳴り始め た。邦彦
には、 電話の相手 が誰であ るか、受話 器をとら ずとも わかった。
知ら ぬふりを決 めこむつ もりなどな いのだが 、もうし ばらく、 い
まの軽 やかな気分 に浸って いたか った。
ベル は、十五回 、二十回 と鳴り続 ける。一 度止んだ と思ったら 、
また十 回、二 十回と繰り 返す。
邦彦 は、いつ までも鳴 り止まな い机上の電 話をじっ と見詰め てい
た が 、「 こ れ で い い ん だ 」 と 、 も う 一 度 呟 く と 、 弾 み を つ け て 受 話
器を 掴みとっ た。
「や ったな」
田 村だった 。
「 やっぱり 、お前の 手際にはか なわねえ 」
邦彦には 、なんの ことかわか らなかっ た。
「朝刊、見 たぞ。し かし、昨 夜八時。 記者のや つ、よく臭 ぎつけや
がったな」
邦彦は、 そこまで 聞くか聞 かないう ちに、受 話器を放り 出し、ド
アまで転 げ飛んだ 。
一面の 左上部に 、太字の 見出しがあ った。〝 元日本近 代経済学 史
学会長 、宮地敬三 氏、事故 死〟
邦彦 は、ページ を繰る指 ももどか しく、新 聞を引き 千切らんば か
りに開 いた。
「Ｋ大 学名誉 教授の宮地 氏が、自 宅近くの国 道を横断 中、百キ ロを
越え るスピー ドで暴走し てきた車 にはねられ た。宮 地氏は、 全身を
強く 打ち、内 蔵破裂で即 死。Ｋ署 では、逃 走した赤 い乗用車 の行方
を追 っている 。死亡した 宮地氏 は、Ｋ市 名誉市民。 近くのコ ンビニ
エン スストア に出かけ る途中」
邦 彦は、自 分の体中 の血とい う血が、 いちどきに すべて噴 出して
し まうので はないか 、と思った 。
「なんとい うことが 」
と、あと のことば を探そうと するのだ が、浮か ばない。
窓辺にも たれたま ま、邦彦 は、突然 、目の前 の風景が、 支離滅裂
な動きで 、支離滅 裂な色や 光を放ち始 めるのを 、呆けた表 情で眺 め
ながら 、自分の指 が朝刊を ズタズタに 裂くのに も気付か ず、立ち 尽
くして いた。
（了 ）
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