
（小説「ネット小説」その３）

４．

　マユミは実に久しぶりにパソコンを立ち上げた。会社の用事で長期出張を余儀なくされ、ようやく今日帰宅が叶い、

夕食を終えて早速パソコンの前に座ったのだ。

　あれから随分経ったけど、続きは載ってるかな。楽しみ、楽しみ。

　『お気に入り』から例のサイトに入った。すぐさま更新記録を見る。

２０２８．１１．１２．　新規投稿　間部瀬博士さん　源氏名物語　を公開しました。

２０２８．１１．５．　　新規投稿　間部瀬博士さん　こんにゃく物語　を公開しました。

２０２８．１１．１．　　新規投稿　ＲＥＩⅣさん　愛と自由への旅立ち　最終回　を公開しました

２０２８．１０．１０．　新規投稿　ｓａｌさん　真実の愛を求めて　最終話　を公開しました。

　やった。載ってる。どちらも最終回か。どんな結末になってるか楽しみだな。まずｓａｌさんから。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

真実の愛を求めて

　最終話「恐怖の根暗女」

ｂｙ　ｓａｌ

　シンジは足取り重くアヤカとの約束の場所へ歩いていく。ちらりと腕時計を見た。午後８時２５分。約束の時刻には

十分間に合う。ビルの立ち並ぶ目抜き通りから一本ずれた街区は、ネオンの明かりがあちこちに眩しく煌き、行き交う

酔客の数が多い。シンジはその中にある一軒のカフェバーを目指した。ビルの一角に地下に通じる階段があり、入り口

の上に店のロゴを象ったネオンが輝いている。シンジはその下を潜って地下へ急いだ。

　アヤカはもう来ていた。奥のテーブルで一人カクテルを飲んでいる。客は他に二三人いるだけで、静かな雰囲気だ。

「やあ、早かったね」シンジは椅子を引きながらちらりと笑みを見せた。

「シンジ、お疲れ様」

　１０日ぶりに会ったアヤカはやはり美しかった。その微笑や見飽きない青い目、長い光沢のある髪などがシンジの疲

れきった心を癒した。

　挨拶代わりの会話を飛ばして、アヤカは直ちに本題に入った。

「レイはまだ見つからないのね？」

　シンジは無念そうな顔をして頷いた。「うん、皆目検討もつかない。レイが行きそうな知り合いには全部尋ねた。ど

こもはずれだったよ」

「警察に捜索願いは出したの？」

「うん。一応ね。でも家出扱いだから、あまり期待できないと思う」

　レイはあの晩、着替えや現金などを持ち出していた。大きめの旅行かばんも無くなっていた。それから１週間が経っ

たが、彼女の行方は杳として知れない。

　バーテンが注文を取りに来た。シンジはジントニックを頼んだ。

「アタシ、あなたの身が心配だわ。警察にはどこまで話したの？」アヤカの表情は暗かった。レイがシンジに対して

取った行動が、この先大きな悲劇を呼び起こしそうな不安に捉われていたのだ。

「それは……、レイが包丁を向けたことまでは話してないんだ。それを言ったら、レイが犯罪者扱いされそうだから」

「そんな……。万一の場合、取り返しがつかないわよ」

「大丈夫だよ。レイに限って人を刺したりするもんか」

「本当にそう思う？」

「そうだとも。僕は長年一緒にいるんだから、そのぐらい分かるよ」

　と、シンジは力説するが、アヤカは不安でならなかった。あの女には思い込んだら何をするか分からない危うさが潜

んでいるように思える。どす黒い予感が湧き上がるのを抑えられなかった。

　シンジの酒が来た。間を置いてアヤカは言った。

「シンジはそう感じてるかもしれないけど、用心するに越したことはないわ。帰りもできるだけ一人にならないように

するとか、寂しい道を通らないようにするとか対策を取るべきよ」

「君の言う通りだね。実際そうするよ。でも、その危険性を言うなら、アヤカも同じだ。君も用心した方がいい」

「本当ね。なるべく暗い道は通らないようにする」

　会話はここで途切れ、二人は重苦しい沈黙に入った。シンジはジントニックを一口喉に流し込んだ。事態の深刻さが



二人の時を重くしていた。ようやくシンジが口を開いた。

「僕としては、何とか穏便に事態を収拾したい。レイにはどうにかして僕を諦めて別の人生を歩んでもらいたい。それ

には何とかしてレイを捜し出さなきゃ」

「それなら何か行動を起こさなきゃ駄目だわ。こうしていてもなんの解決にもならない」

「でもどうしたらいいのか……」

　アヤカは表情を引き締めてシンジを見つめた。

「探偵を雇うのよ」

　シンジははっとして目を大きく開けた。「探偵……。その手があったか。……でもお金がかかるんだろうな」安サラ

リーマンのシンジにはそれほど貯えがない。どれほど経費が掛かるのか不安に思うのも無理はなかった。

「アタシが半分出すわ」

「え、そりゃ悪いよ」

「何言ってんの。これは私たちの問題でしょ」アヤカは『私たち』に力を込めて言った。「これに私たちの将来が掛

かっているわ。今、お金を惜しむべきではないわ。これは私たちのためであり、レイのためでもあるの。すぐにでも時

間を作って頼みに行きましょう」

「そうだね！そうしよう」

　シンジはこの閉塞状態を脱する道が開けたような気がして、表情が緩んだ。アヤカは腕を伸ばしてシンジの手を強く

握った。

「シンジ。この問題はいずれ起きることだったのよ。力を落とさないで。私たちが本当に幸せになる機会が来たものと

前向きに捉えましょう。時が経てば今の苦しみもいい思い出になっているわ」

「アヤカ……。そうだよね。その通りだ」

　シンジの胸に前途への希望が膨らんできた。このアヤカとなら必ず幸福になれる。そうシンジは確信した。二人は互

いを見つめあった。アヤカはグラスを取り、シンジの前に差し出した。シンジもグラスを取ってかちんと合わせた。二

人の口元には仄かな笑みがあった。

　一人の女が夜の街にただ一人佇んでいる。コートを着たその女は、もうその場所に１時間以上そうしていた。夜だと

いうのにサングラスを掛け、帽子の下には黒く長い髪が下がっている。１５分程前には一人の酔客がからんできたが、

女の冷たい一言にすごすごと退散していた。

　その女は待っていた。向かい側の通りにあるカフェバーから一組の男女が現れるのを。

女の辛抱がようやく報われる時が来た。金髪の女とサラリーマンらしい背広姿の男が肩を並べて上がってきたのだ。

女はけばけばしい看板の陰に移動した。その二人は路上に出て向かい合い、何事か話し合っている。人通りはなかっ

た。金髪の女がいきなり男に抱きつき、キスするのを見た女の口元が歪んだ。やがてキスを解いた二人はその場で別

れ、手を振って別々の方向へ歩み去っていく。女は金髪女が正面を通り過ぎ、十分距離が開いたと見るや動き出した。

金髪女の背後に付き、尾行を開始したのだ。女はサングラスの陰から前を歩く金髪女の背を憎しみを込めて見つめてい

た。

それから三日目の午後、シンジはアヤカを伴ってある雑居ビルに入って行った。二階に上がり廊下を少し歩くと梶探

偵事務所とガラス窓に書かれたドアがある。その文字のかすれ具合が事務所の年季を物語っている。シンジはほんの少

し躊躇ったが、思い切ってドアを開けた。

梶探偵は無精髭を生やした体格の良い中年男だった。愛想よく接する態度に二人とも好感を持った。どうぞどうぞと

二人に椅子を勧め、梶は向かい側に座った。

「ナッちゃん、お茶三つ」

　梶は奥にいた年若い女性に声をかけた。それから、直ちに用件に入った。

「電話で簡単にお話は伺いました。その後、奥さんから連絡は？」

「ありません」シンジは力なく首を横に振った。

「それで、ええと。こちらがおたくの現在の恋人？」

「そうです」アヤカが答えた。

「きれいな方だ。うらやましいですよ、碇さん。とてもおもてになるようだ」

「そんな事は……」

　ナッちゃんと呼ばれた女がお茶を運んで来た。女はちらりと依頼人の顔を見た。

「私の助手です。秘書兼雑用係りでもある。うちの社員と言えばこの子だけですがね」

　事務服に身を包んだナッちゃんは軽く会釈をして席に戻った。梶はシンジに向かって言った。

「あまり気を落とさないことです。しまいに体調まで悪くなることがありますからね。気を強く持って、たまに気晴ら



しもすることですな」梶はそう言いながら、視線をアヤカに走らせた。

アヤカが身を乗り出した。「それでそのう、シンジ、大丈夫でしょうか？危害が及ぶなんてことは？」

「それに答えるにはまずレイさんの人となりをお聞きしなくてはね。写真や資料はお持ちになりましたね？」

「はい、ここに」シンジはかばんを抱え上げ、中から大量の書類を取り出した。

　梶はそれらを広げ、じっくりと見入った。時々シンジやアヤカに質問をした。しばらく考えこんだ後、おもむろに

言った。

「たぶん、暴力沙汰になることはないと思いますな。お話を聞いた限りでは、過去にそういう事件を起こしたことはな

いようで。人間、急に性質が変わるものではない。仮に傷をつけたとしても、その辺でうろたえてそれ以上の事はしな

いものです。ただし」梶は言葉を切ってシンジとアヤカの目を覗き込んだ。「突如豹変するのもまた人間というもので

す。そういう例はいくらもある。用心するに越したことはないでしょうな」

　シンジとアヤカは互いに顔を見合せた。梶は言葉を続ける。

「ありとあらゆる可能性を想定した方がいいです。どうもレイさんは思い込みの激しいタイプらしい。私はレイさんの

行く末も心配ですね。最悪の場合」

　梶は言いにくそうに言葉を飲み込んだ。シンジは身を乗り出して聞き返した。「最悪の場合は？」

「レイさんが死体で発見されることもありうるということです」

シンジとアヤカは梶にレイの捜索を依頼した。だが、それからはや二ヶ月が経とうとしていた。梶の調査は何の進展

も見せていなかった。最後に二人が事務所で梶と面会したとき、疲れた表情の梶は言った。

「とにかくありとあらゆる手掛かりを追ってみましたが、今の所、何の成果もありません。レイさんは地上からぷっつ

りと姿を消してしまったのです」

「そうですか……」シンジは予想はしていたが、梶の重い言葉に肩を落とした。アヤカはそんなシンジの手の上に自分

の手を重ねた。

「碇さん。誠に申し上げにくいんですが、こうなると最悪の事態も想定しておいた方がいいかもしれません」

「最悪のと言えば……」

「そう。レイさんは既にこの世の人ではないかもしれない」

　シンジは絶句した。レイが自殺？動揺したシンジの額に汗が浮いた。顔を上げていられなかった。シンジの手を握る

アヤカの手に一層力がこもった。「元気を出して、シンジ。そうと決まったわけじゃないんだから」

「う、うん。アヤカ、ごめん」シンジはアヤカを見て力なく笑った。

代わってアヤカが梶に言った。「アタシ、レイが死んだとはどうしても思えないんです。根拠はないですけど、あの

人自殺するような人じゃない感じがするんです。お願いですから調査を続けてレイを見つけてください」

「勿論、今後とも力を尽くしますよ。ただ、心構えはしておいてください。何が起きてもうろたえないようにね」

　その会合から１０日が経った。それから梶からは何の連絡もなかった。事務所に電話を入れても留守番電話になって

いるだけだった。どこか遠くに調査に行ったのだと思い、それきりにした。

　いつしかシンジとアヤカには慣れが忍び寄っていた。レイがいないことへの慣れ。シンジは立派に一人暮らしをこな

すようになり、アヤカとの逢瀬も頻繁になってくる。週に一度が二度になり、今では毎日のように二人は会っている。

緊張感が薄れるのも無理はない。レイは死んだのかもしれない。その事は二人とも口に出さなかったが、徐々に共通の

認識になりつつあった。

そんなある晩、アヤカのマンションにシンジはいた。二人共一つのベッドの中、けだるい官能の余韻に浸りながら、

ぴったり寄り添っている。かけがえのない満ち足りた時が流れる。アヤカは恋人の指に指をからませながら、彼の肩に

頭をつけて言った。「ねえ、今度の三連休、泊りがけでゆっくり過ごさない？」

「泊まりかい？そうしたいとこだけど……」

「ねえ、くよくよしてばかりじゃいけないわ。たまには気晴らしも必要よ」

「でも、梶さんのところには大分お金を注ぎこんだし」

「心配しないで。アタシね、父の遺産の別荘を持ってるの。お金の心配はしなくていいわ」

シンジの顔がぱっと明るくなった。「そりゃすごい！アヤカのうちはお金持ちだからなあ。それ、どこにあるの？」

「新伊豆よ。海の傍でとても眺めのいい所。生き返ったような気分になるわよ」

「へえ。いいじゃないか。うん、行こう！きっと素敵な週末になるよ！」

「決まりねっ」アヤカはにっこり笑ってシンジの上になった。下からシンジがアヤカの細身の体を抱きしめた。唇と唇

が合わさり、共に情熱が再び昂まるのに任せた。アヤカは自分の下腹に当たるシンジのそれが勢いを取り戻すのを感

じ、嬉しく思った。それから二人が、その日二度目の本格的な愛の行為に移るのに時間はかからなかった。



　アヤカの運転する車が別荘の前にある駐車スペースに滑り込んだ。助手席に座っていたシンジは目の前の建物を見て

感心した。

「へえ、きれいな家じゃない。いいな。豪勢だな」

「それほどでもないわ。早速荷物運んで。くつろぎましょう」

木造二階建ての別荘は窓を大きく取った瀟洒な造りで、快適さは申し分なさそうだ。シンジとアヤカはトランクを開

けて期待に胸ふくらませながら荷物を運び出した。

その家の壁には油絵や、絵皿などが飾られ、床には腰まである青磁の壷が鎮座している。アヤカの父のコレクション

だったそうだ。シンジはそれらを含めた内装の豪華さに改めて舌を巻いた。

荷物をすっかり運び込んだ二人は窓際に並んで立ち、外を眺めた。高台の斜面に建てられたその家からは太平洋が一

望でき、太陽を反射してきらきらと輝く海面の美しさに、二人はしばし時を忘れたように見入った。

「きれいね」

「そうだね。来て良かった」

　アヤカが甘い視線をシンジに送った。シンジもそれに引き込まれるように熱のこもった視線を向けた。

　どちらからともなく顔が接近し、窓際だというのに、二人は情熱的なキスを始めた。アヤカは手さぐりでカーテンを

掴み、さっと引いた。

　それからしばらくして。砂浜に足跡を残して、シンジとアヤカは海へ駆け込んで行った。８月の太陽が眩しく二人を

照らしていた。水際で早速アヤカはシンジに海水を掛けた。共に朗らかに笑い、歓声を上げる。これほど屈託なく笑う

のは実に久しぶりのことだった。「泳ぎましょう！」アヤカがしなやかな体を躍らせて沖へ向かって泳ぎだし、シンジ

もその後に続いた。

　同時刻、ＪＲ新伊豆駅のホームに一人の女が列車から降り立った。帽子を目深にかぶり、サングラスをした女は重そ

うなボストンバッグを手に出口へ歩いた。家族連れの海水浴客が多い中、女の容姿は一際目立った。彼らは一列に並

び、切符を駅員に渡して出て行く。

若い男の駅員が次々と差し出される切符をさばいた。その女が切符を渡した時、一瞬彼の視線はその頭部を追いかけ

た。帽子からはみ出た女の髪が蒼かったからだ。それはずっと後まで彼の記憶に残った。

　海岸から断崖に取り付けられた長い階段を上りきり、松林の中を５分程歩くと、アヤカの別荘が見える。日が傾き、

西の空が赤くなり始めたので、若い不倫カップルは別荘へ戻ろうとしている。

　シンジとアヤカは別荘に入り、早速着替えをしてリビングに戻った。シンジはアロハシャツに短パン、アヤカはＴ

シャツにホットパンツだ。アヤカの脚線美がシンジに眩しく映る。

「さ、晩御飯にしましょ。今夜はアタシが腕によりをかけてご馳走してあげるからね」

「アヤカの料理を食べるのは初めてだね。楽しみだよ」

「今日はシンジがお客様。適当に座って待ってて」

「いや、それじゃ悪いよ。手伝わせて」

「いいのよ。昔のアタシじゃないんだから。アタシでも主婦が務まるってとこ見せてあげる」

「そうかい。じゃ、そうさせてもらうよ」

　アヤカはキッチンに入り、シンジはリビングのソファに深く腰掛けた。大きく取った窓の向こうに濃紺の太平洋が拡

がっている。シンジはそれを眺めながら、レイの失踪以来久方ぶりの充足感を味わった。前途は洋々としている。何故

か根拠もなくそんな風に感じられた。

　影が動いた。その影はすべるようにアヤカの別荘の前を通り、高床式になっている家の下部に潜り込んだ。その太い

柱と柱の間に吸い込まれ、闇と同化した。蜘蛛の巣が顔にかかり、侵入者は慌てて懐中電灯を振り回し、それを掃っ

た。その者は動きを止め、耳を澄ませて周囲の音に聞き入った。上からかすかにテレビの音が聞こえて来る。腰を下ろ

してじっくりと待つ体勢を取った。

　シンジは夜の空気を吸おうとベランダに出てみた。すでに太陽は隠れ、完全な夜になっていた。アヤカの方は先刻覗

いた時はスズキのパイ包み焼きと格闘しているところだった。こら覗くなと怒られてしまい、さっさと退散してきた。

テレビも退屈だったので時間つぶしにこうして出てきたのだ。上を見上げれば雲ひとつない夜の空に上弦の月がかか

り、都会では見ることのできない無数の星が瞬いている。シンジは感動を覚え、惹き込まれるようにそれらを眺めた。

ひっそりと背後に近づく者がいることにまったく気づかなかった。



　いきなり、シンジの鼻と口がハンカチで覆われた。刺激的な臭いが彼の鼻を突き抜けた。咄嗟に体を捻ろうとした。

しかし、彼の右腕は強い力で固定され、身動きが取れない。自由の利く左手を口に持っていき、侵入者の手を掴んだ。

その手の小ささに驚愕した。が、シンジの左手はその手を放し、だらりと垂れ下がった。シンジの体は力を失くし、侵

入者の腕に全体重が預けられた。侵入者はそのまま意識の無いシンジの体をずるずると引いて行った。

「シンジィ、出来たわよ」アヤカが朗らかに両手に大皿を乗せてリビングにやって来た。だが、リビングにシンジの姿

はない。「あら」アヤカは呟き、ひとまずテーブルに皿を置いてシンジを捜しに向かった。トイレにもバスルームにも

いなかった。二階に通じる階段から大声で呼んだ。二階からは何の物音もしない。ベランダかしら。アヤカは外に出て

シンジを呼んでみたが、返事はない。「シンジ！」大声で外に向かって叫んでみた。だが、その声は闇に吸い込まれる

ばかりだった。

　アヤカは一瞬寒気を覚えた。何か異常が起こっている。本能がそう告げていた。あまりにも長い時間シンジを一人に

してしまったことをアヤカは後悔した。彼女が厨房に入ってから１時間は経っている。その間に何かが起こった。蒼い

髪をした女のことが一瞬頭をよぎった。

　落ち着け、落ち着くのよ。アヤカ！もしかしたら何でもないのかも。退屈になったシンジはかくれんぼを始めたと

か。アヤカとしてはそう思いたかった。もう一度家中くまなく捜してみよう。それでも駄目なら警察に連絡する。そう

決めたアヤカは踵を返して入り口に向かった。

　玄関のドアを開け、中に入った。途端に目の前が暗くなった。ドアの陰にいた何者かがアヤカの後頭部を鈍器で強か

に殴りつけたのだ。アヤカは前のめりに倒れ、その場に動かなくなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　アヤカは忽然と眠りから現実に舞い戻った。目を開け見えたのは木の床。数瞬、何がどうなっているのか分からな

かった。急速に記憶が戻り、愕然とする。アタシ、家に入ったと同時に頭を殴られて……。後頭部がずきんと痛んだ。

頭に手をやろうとして、自分の状態に気づき愕然とした。両手を後ろ手に束ねられて何かで縛られている。足首も同じ

だった。荒縄が何周も足首に巻きついている。アヤカは拘束されて横向きに床に転がされているのだ。

　ここは別荘のキッチンだわ。アタシ、誰かに襲われて……。そうだ、シンジは？まさか、シンジ！

　アヤカは自分たちを襲った大事件に目の前が真っ暗になるような感覚を覚えた。心臓が破れるかと思うほどの動悸が

した。どうしよう。どうしよう。どうしよう……。恐怖がアヤカの胸の内で荒れ狂った。自分とシンジはこれからどう

なるのか。いや、そもそもシンジはどうなった？例えようのない不安と恐怖に捉われ、奥歯がかちかちと鳴った。

　家の中には何の物音もなく、誰かが動き回る気配もなかった。明かりはついたままだ。アヤカを襲った何者かは彼女

を転がしたまま放置していた。その猶予がアヤカに落ち着きを取り戻す時間を与えた。

　アヤカは唾を飲み込み、大きく二度深呼吸をした。駄目。冷静になるのよアヤカ。パニクったら助かるものも助から

なくなる。状況を見極めて、適切に対処するの！自由に動く首を巡らせて見える限り辺りを見回した。ガス漏れ警報機

が目の前にある。頭上にガスレンジがある。身をよじり、体を捻ってリビングを見た。誰もいない。今のうちに外に出

られるかも知れない。そう思ったアヤカは体をくねらせて立ち上がろうとした。

　二階からドアが閉まる音が聞こえてきた。

　アヤカはびくっとして動きを止めた。こつ、こつ、と廊下を踏みしめる音がアヤカの頭上で響く。シンジとは思えな

かった。この状態で脱走は到底間に合わないだろう。アヤカは懸命に考えた。足音は階段に移ってきた。アヤカたちを

襲った犯人が直にここへやって来る。咄嗟の判断でアヤカは目が覚めたときの状態に戻ることに決めた。出来る限り音

を立てないよう体を伸ばした。目が覚めないふりをすれば何かチャンスが訪れるかもしれない。

　犯人は一階に降りた。リビングを歩き回る音がやけに大きく響いた。あちこち点検をしているらしい。アヤカは目を

つぶりその時を待った。

足音がこちらに近づいて来る。アヤカの額から汗が流れ落ちた。足音は次第に大きくなり、キッチンに入ったのが分

かった。そこで、足音は止まった。冷蔵庫が開く音がした。壜が当たる乾いた音。犯人は飲み物を取ろうとしている。

アヤカは薄く目を開けた。犯人の挙動を確かめたかった。その目に入ったのは予想通りの、しかし決して目にしたく

なかった現実だった。

犯人はこちらに背を向けてジュースをラッパ飲みしている。女だった。何より特徴的なのはその蒼い髪だった。

アヤカはきつく目を瞑った。あまりにも惨いと思った。レイ、なんてひどい女……。

女はジュースの壜を置いてアヤカの足元に立った。アヤカの裸足の足裏を軽く蹴った。

「死んだふりはもう止めな。無駄だから」

　アヤカは愕然として思わず目を開けた。その声はレイとは似ても似つかぬものだったからだ。遂にアヤカは犯人の顔

を見た。



「ナッちゃん？」

　アヤカは自分の目が信じられなかった。それは梶探偵の助手、『ナッちゃん』と呼ばれていた女だった。

　女は蒼いショートカットの鬘をむしりとった。ごく短い黒髪が露になった。女は細いが意志の強そうな眼をしてい

た。顔立ちは整っている。細身だが、敏捷そうな肉体。黒いズボンと黒の薄いセーターを着込んでいて、全身黒だ。手

にも黒い革手袋を着けている。肩から黒いショルダーバッグを提げている。

「良く覚えていてくれたね。さすがは緋柳さんだ。そう、あたしは梶の助手さ。自己紹介したいところだけどね、上で

彼氏が待ってる」

その一言がアヤカに僅かばかりの安堵を与えた。「シンジは無事なのね」

「そうさ。ぐっすり眠ってるよ。話は一度で済ませたいから上に行ってもらうよ。ちょっと待ってな。足の縄を解いて

やる」

　女はショルダーバッグの中を探った。出てきたものを見てアヤカは息を呑んだ。それはトカレフと呼ばれる自動拳

銃。女はそれを左手に持ち替え、次に取り出したのは、これも剣呑なアーミーナイフだった。

　銃の出現によって、足が自由になった瞬間蹴りを繰り出すというアヤカの思惑は潰えた。ここは大人しくしているし

かない。

「下手な真似するんじゃないよ。いつでもぶっ放すからね」

「……撃ったら人が来るかもよ」

「ふん、笑わすんじゃないよ。ここから隣の家までは１００メートルはある。しかもあたしの調べた限りじゃ留守だ

ね。猿轡をしなかったのはそのためさ。泣くなりわめくなりご自由にどうぞ」

　アヤカは悔しげに唇を噛んだ。凶行を為すためには絶好の場所に自分たちは飛び込んでしまったのだ。

　女はナイフでアヤカの足首を結んだ荒縄を切っていった。やがてすっかり縄が切れてアヤカは足の自由を取り戻し

た。

「さ、とっとと立って歩きな。さっきあいつを二階に運んだときは重くてかなわなかった。今度は楽をさせてもらう」

　アヤカはのろのろと立ち上がった。長時間拘束されたせいか足元がふらつき、ガスレンジに腰をついてしまった。

「しっかりしなよ。何さこれくらい。ほれ、とっとと歩く！」

　ゆっくりとアヤカは歩き出した。女はナイフを腰に挟み、アヤカの背後に回って銃で背中を小突いた。階段を一段一

段踏みしめるように上った。女はアヤカののろさにちっと舌打ちをした。アヤカはわざとゆっくり歩いているのだ。今

できるのは時間を稼ぐことのみ。アヤカの頭脳は恐怖と戦いつつ、生き延びる可能性を求めてフルに回転していた。

　二階には二つ部屋があった。階段の正面に一つ、右手に一つだ。「こっちだよ」女の手が伸びて正面のドアの取っ手

に掛かった。ドアが開いた途端、アヤカの目にシンジの姿が飛び込んできた。その部屋は主寝室でベッドが二台ある。

ベッドとベッドの間の空間で、シンジは壁にもたれかかり、項垂れている。腕を後ろに廻し、両足首は荒縄でかっちり

縛り合わされている。こちらからは見えないが、腕も同じように拘束されているのだろう。

「シンジッ！！」

　アヤカは思わず危険を忘れてシンジに駆け寄った。しゃがみ込んでシンジの顔の間近で叫んだ。「シンジ、起きて。

ねえ、シンジ！」アヤカの切羽詰った呼び声に反応したか、シンジの瞼がぴくりと動いた。なおも呼び続けるアヤカの

声にようやくシンジは薄目を開けた。

「アヤカ？」

「シンジ、良かった。無事なのね」

「はっ。僕は一体……」シンジは体を動かそうとして異変に気づいた。腕と足が縛られている。「あっ、何だこ

れ！？」

　後ろからにやにや笑いながら二人を観察していた女が、けたたましく笑った。「……あははは。やっとお目覚めか

い。抱き合いたいところだろうけど、腕が利かなくて残念だったねえ」

　楽しげに嗤う女に気づいたシンジはようやく事態を飲み込み、息を呑んだ。青ざめた顔で女とアヤカに交互に目を

やった。こめかみから汗がしたたり落ちた。

「お、お前は誰だ？アヤカ、大丈夫？」

「アタシは何ともない。シンジは？」

「平気みたいだ」

「アヤカ、シンジと並んで座りな」

　アヤカは女の命令に素直に従った。二人は夫婦のように寄り添って女と向き合った。

　女はふっと嗤い、ベッドに腰掛けた。銃は油断なくシンジとアヤカの中間に狙いをつけている。

「とんだ週末になったねえ。甘い一夜になるはずが、地獄の一夜さ」

「お前……。探偵事務所にいた……」シンジは女の顔を思い出した。シンジの頭の中は混乱を極めた。



「覚えていたかい。そうさ。あたしは梶探偵の助手さ。だった、の方がいいかな」

「何故だ！何故、僕らを襲った？！」

　女はにやにや笑いを止め、真剣そのものの顔つきになった。

「そろそろ教えてやるわ。あたしの名前は鈴原ナツミ。この名に覚えはない？」

「「鈴原！」」シンジとアヤカは異口同音に言った。鈴原。彼らにとって浅くない因縁のある姓だった。だが、その事

件は十年も前に起きたことだ。過去の亡霊が時を越えて現れたような感覚に二人は捉われ、戦慄が走り抜けた。

「そうとも。あたしはね、妹なんだ。あんたらに殺された鈴原コウジのね！」

　鈴原ナツミの顔は憎しみに歪んだ。銃を持つ手が震えた。シンジとアヤカは共に呆然としてナツミを見守った。

　この時から１０年前の夏、事件は起こった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　二人の戦闘服姿の男が一人のジャージ姿の若者を支えている。その若者、鈴原コウジの顔面は腫れ上がり、最早元の

人相ではなかった。

「うへへっ。どうした、兄ちゃん。最初の勢いはどうしちまったんだよう」

　コウジの前に、ビスやチェーンが着いた皮ジャンにジーンズの男が立っていた。そいつはいきなりコウジの腹にパン

チを叩き込んだ。

「げふっ」コウジの口から血の混じった痰が吹き飛んだ。

多数のバイクがライトを着けてこの修羅場を照らしている。大勢の男と、何人かの女が回りを囲んでいた。彼らは異

様に丈の長い服や飾りの沢山着いた服を着ている。そう、彼らは暴走族なのだ。皆、残忍な喜びに目を輝かせて、この

私刑の舞台を観客として眺めている。

　その最前列で数人の男が一組の男女を押さえていた。一人は碇シンジ。もう一人は緋柳アヤカ。アヤカの顔は傷一つ

なかったが、シンジの顔は右の瞼が無残に腫れ上がり、視界を塞いでいた。アヤカの方もむごい仕打ちを受けていた。

上着を剥ぎ取られ、純白のブラジャーが露になっている。

「もうやめてよおっ！」

　アヤカは泣き濡れた顔で叫んだ。必死に身を捩ったが、腕を掴んだ男たちの手はびくともせず、その場を動くことは

できない。シンジは見るに耐えないといった風情で下を向き涙をこぼしていた。

　

　この時から１時間ほど前、夜の国道を三人は歩いていた。高校の同級生の彼らはクラブ活動のためにこの日に限って

遅くなり、この悲運に見舞われたのだ。

　一台のバイクが彼らの横を徐行した。後部座席の男がアヤカに声を掛けた。長髪のどこから見ても不良という感じの

男だ。

「よお、そこのおねーちゃん。僕とお茶しない？」

　アヤカは当然、ぷいと横を向いて無視する。だが、男はしつこくアヤカに声を掛ける。コウジとシンジも黙って我慢

していたが、男はなおも執拗に纏わり付くので、遂にコウジは切れた。

「いつまでそこにおるんや、ボケエ。さっさと去ね。しまいにばちきかますぞ」

　鈴原コウジは喧嘩慣れしている男だった。正義感も強かった。コウジの迫力に男は一瞬怯んだ。だが、男の方にも意

地があった。コウジを睨み返して毒づく。

「んだとコラア。やれるもんなら、やってみい」

　いきなりコウジの素早いジャブが飛んだ。鼻の真ん中にそれを受けた男はあっという間にバイクから転げ落ちた。

　バイクを運転していた男は慌てて停車し、その男を抱き起こした。男はいててと言いながら立ち上がる。大した怪我

ではなさそうだ。

「まだやるか？」コウジは仁王立ちして、拳を揉んだ。バイクの男たちは悔しそうにコウジを睨んだ。あのパンチのス

ピードは只者ではない。そう思った男たちは、ぺっと唾を吐いてバイクに跨った。

「覚えてやがれっ！」

　捨て台詞を残してバイクは去った。後ろから怯えながらコウジを見ていたアヤカとシンジは、ようやく歓声を上げ

た。

「コウジ、すごいっ！」

「ありがとう。格好良かったー」

　鈴原コウジは頭を掻きながら照れ笑いを浮かべた。

「ま、それほどでもあるがな」



　１０分後、多数のバイクが彼らを取り囲んだ。先程の男たちが仲間を呼んだのだ。多勢に無勢。コウジの抵抗もむな

しく彼らは人気のない川原に拉致された。

こうして惨劇の幕は上がった。

　鈴原コウジはぐったりとして、両腕を支える二人の男に体重を預けていた。先程まで彼を殴り続けていた男は彼の顎

を掴んで、意識が無くなっていることを確認すると満足げに笑った。それはコウジが国道で殴り倒した男だった。男が

顎を放すと、コウジの首はがくんと垂れ下がった。

「おい、兄弟。その辺でいいんじゃねえか？」

　傍に立っていた、黒のライダースーツを着た体格のいい男が言った。シンジたちの横でバイクを操っていた男だ。顎

鬚を伸ばし、ミラーグラスをしたその顔には、頬に斜めに傷跡が走っていて、この男の凶暴さを物語っている。

「へい。兄貴がそう言うなら」

「それ以上やるとやばいことになりかねないからな。今日はこれぐらいにして走りにいこうぜ。ところで」

　兄貴と呼ばれた男はゆっくりとシンジとアヤカに近寄って来た。

「お前たちはどうしたもんかな？」

　アヤカはひっと悲鳴を上げて強張った。シンジも恐怖に歪んだ表情で男を見上げた。

アヤカにしがみついて押さえているモヒカン刈りの男が、好色そうな視線をアヤカに向けて言った。「へへ、ヘッ

ド。この女姦っちゃいましょうよ。おれ、もう辛抱たまらんス」

「い、いやああああっ！」

　途端にアヤカは叫んだ。怯えながら何度も地面を蹴って抵抗を試みたが、男の強い力に身動きできなかった。

　首領格の男はアヤカとシンジを見つめながらしばし考え、にやりと笑った。

「ふっ。今夜はあれだけ奴を痛めつけたからな。まあ、潮時ってとこだろ。取り締まりも厳しいからな。そろそろ解放

してやるとしようか」

　モヒカン頭は露骨に不満そうな顔をしたが、黙っていた。首領格の男はいきなりシンジの前にしゃがみこんで話しか

けた。

「俺らは行くが、一つ約束してもらおう。警察には絶対何も言わないってことだ」

「……約束します」

　シンジは血を吐くような思いで答えた。既に涙は枯れ、空ろな表情をしていた。

「いい答えだ。だがよう、そう簡単には信用できねえ」

「いえ、本当に誰にも言いません。ですから、僕らを解放してください！」

「そうかい。じゃあ、そうだなあ」男は小首を傾げて考える振りをした。やがて残忍な笑いを浮かべてシンジに言っ

た。

「お前、二三発、あいつを殴って来い」

「えっ……」

　シンジは絶句した。なんと言う惨たらしい提案だろう。友を殴ることを強要しようというのだ。

「お前があいつを殴ればお前も共犯だ。そうなりゃ、警察に言う気もなくなるだろう。俺らは安心ってわけだ」

「ば、馬鹿な！僕がコウジを殴れるわけないだろう！」

「へっ。だったら、こっちの女に保険を掛けておこう。おい、お前ら。輪姦（まわ）していいぞ」

　モヒカン頭を初めとする男たちが一斉に歓声を上げた。女たちまでもが嬉しそうに笑っていた。

「いやっ！いやぁっ！いやあああああああああぁぁっっっ！！」

　アヤカが恐怖に駆られて泣き叫んだ。その目は大きく見開かれ、喉からは断続的に引き絞るような叫びが上がった。

モヒカン頭の指がブラジャーの紐に掛かった。

モヒカンはよだれを垂らさんばかりの好色な笑いを浮かべた。「ぐへへ。さあ、ねえちゃん。おれと仲良くしよう

ぜ。おれのマグナムはよう、一度味わったら忘れられねえって」

「いやあっ！犯されるのはいやっ！助けて、助けて、シンジ！いやぁああああっ！！」

「けへへっ。いいか。何時間掛かろうと、ここにいる男全員の相手をしてもらうぜ。これだけいりゃあきっと誰かの子

を妊娠するだろうなあ」

　首領はいやらしく笑いながら、アヤカの前に指を突きつけて宣告した。アヤカは子供のように大声で泣いた。シンジ

はいても立ってもいられず、首領に言った。

「ま、待ってくれ。頼む！頼むからひどいことをしないで！」

「ほお。じゃ、どうする？あいつを殴るか？」

「……………」



　シンジは答えられなかった。血の出るほど強く唇を噛み、懸命に考え込んだ。

「おい、リョウ。さっさとその女脱がしちまいな」

　待ちかねた首領はモヒカン頭に向かって言った。アヤカの喉から絶叫が迸った。「うひゃひゃ。いい乳してるぜ」モ

ヒカン頭はアヤカの胸を鷲摑みにした。

アヤカの悲惨な様を見たシンジはたまらなくなった。無我夢中で叫んでいた。

「やります！」

　遂にシンジは答えた。どす黒い絶望の思いに胸が引き裂かれるようだった。

「うへへっ。そうこなくちゃ」

　首領は陽気に笑った。アヤカのブラジャーはずれて、今にも頂点が露になりそうだ。「リョウ、ストップ！」首領の

一声が飛び、モヒカンは手の動きを止めた。周りの男たちからは不満の声が洩れた。

「ヘッド。そりゃないッスよ」モヒカンは情けない顔で首領を見た。

「うるせいっ！！」首領の一喝が轟き渡った。恐ろしく迫力のある一声だ。一座は静まり返り、リョウと呼ばれるモヒ

カン頭もしぶしぶ手を引っ込めた。

首領はシンジの腕をむんずと掴んで立ち上がらせた。

「さ、来な。おい、お前ら。そいつをもう一回立たせろ」

　コウジは地面に仰向けに寝かされていた。傍で様子を見ていたさっきまでコウジを立たせていた男たちが、もう一度

苦労してコウジを抱え上げた。

　シンジとコウジは数十センチの間隔を置いて向かい合った。

　首領が足元に落ちていた小石を拾い上げ、シンジに言った。「こいつを握りこむんだ。パンチがぐっと重くなるから

よ」シンジの腕を掴んで無理やりそれを握らせた。

　シンジはコウジを見つめた。コウジの目は薄くだが開いていた。その目は確かにシンジを見ている。シンジは何か言

いたかったが、言葉に出来なかった。握り拳が間断なく震えた。

「シンジ。わいを殴れ」

　その言葉は弱かったが、シンジははっきりと聞き取った。一時でくのぼうのように突っ立ってコウジを見つめた。

「これで終わるんやろ。いいから殴れ」

　シンジの目から大粒の涙が零れ落ちた。これでシンジは救われた思いがした。「コウジ、ごめんっ！」そう叫んで、

コウジの腹へ軽くパンチを入れた。

「今のなし！」

　途端に首領の声が聞こえた。「今のは弱すぎ。殴ったうちに入らねえよ。もっと本気だせ！それから腹も駄目！ちゃ

んと顔に入れろ、顔に！」

　シンジにはもう何の考えもなかった。泣き声まじりに「ごめん、ごめん」と繰り返しながらコウジの顔を殴った。

　一発。コウジの顔が横を向き、血が飛び散った。シンジのシャツが赤く染まった。

　二発。コウジの顔は反対側を向いた。何か見まみれの塊が口から飛び出た。

　三発。コウジの目から光が消えた。首ががくっと垂れ下がった。

「よおっし。もういいぜ」

　首領の一声に、シンジはがくっと膝を折って座り込んだ。全身瘧に罹ったように震えが止まらなかった。コウジの体

が下ろされ、シンジの足元に転がった。その体はぴくりとも動かなかった。コウジを散々殴った男がその体にぺっ、と

唾を吐きかけた。

「よっ、ご苦労だったな」首領は機嫌良くシンジの肩を叩いた。「全員引き揚げだぁっ！」首領の掛け声に、凶暴な暴

走族の一団は潮が引くようにいなくなっていった。それまで昼間のように明るかった惨劇の場は時を待たず真っ暗に

なった。

　後には泣き続けるアヤカと呆然として座り込んだままのシンジ、そして大の字に横たわったコウジが取り残された。

警察官と救急隊員がその場にやって来たのはそれから１５分ほどしてからだった。携帯電話はどれも略奪されていたの

で、アヤカが必死に公衆電話まで走って彼らを呼んだのだった。

　鈴原コウジの死をシンジとアヤカが知ったのは翌日のことである。死因は外傷性のショック死だった。二人が受けた

衝撃の大きさは筆舌に尽くしがたいものがあった。その衝撃は長く長く尾を引く。これが十年後の復讐劇の発端であっ

た。

　それからさらに５日後、シンジとアヤカは鈴原家を訪れた。この日はコウジの告別式当日だったのだ。黒白の幕が掛

かった部屋に二人は案内された。正面に飾られたコウジの遺影を見て、二人の悲しみは新たになった。涙をこらえつつ

焼香をし、横に控える鈴原の両親に頭を下げた。



　母親の横に小学生らしい女の子がちょこんと座っている。おかっぱ頭のその少女は何の表情もなくシンジとアヤカを

見ていた。悲しみを堪える風情が痛々しかった。その時は何の会話もせず、シンジとアヤカは引き下がった。あの子が

鈴原の妹さんなんだ、と鈴原家を出る時シンジは思った。

　その少女が成長し、目の前にいる。

「す、鈴原さん！あ、あれは違う！あれはあいつらに強要されて仕方なく……」

「黙れっ！！」

　ナツミのブーツがシンジの顔面を強かに蹴った。シンジはうっと唸って顔を顰めた。顔の右半分が赤くなり、靴底の

模様が刻まれた。

「言うと思った。あの事件の事はね、あたしなりにじっくり調べたんだ。あのサディストがあんたに何をさせたかも分

かっている。あれは、僕が悪いんじゃない。仕方なかったんだよう。はっ！笑わすんじゃないよ。あんたには何の責任

もないとでも？」

「……そんなことは言ってない」

「そうさ。あんたは兄の死に責任があるんだ。なんであんな奴の言いなりになった！なんで抵抗してくれなかったんだ

よう！！」

　ナツミの顔は憎悪と興奮のために真っ赤になった。きつくシンジを睨み付けるその視線は赤く充血し、その迫力にシ

ンジは目を合わせることができなかった。アヤカも気圧されて黙っているしかなかった。

「……だって、そうしなければアヤカが、アヤカが……」

「ほうら、本音が出た。結局あんたは女を選んだんだ。親友の命より、好きな女の操を選んだのさ。兄貴は死に、あん

たは女とこうして逢引ができる。どうだい、満足だろ！」

「止めてくれえっ！」

　シンジは身を縮めて膝に顔を埋めた。耳を塞ぎたかったが、両手首を縛られていてはそれも叶わない。その姿勢のま

ま涙声でシンジは言った。

「あの時、まさかコウジが死ぬとは思わなかったんだ。軽く殴ったつもりだったんだ。それがあんなことになるなん

て」

　十年間、シンジを苦しめ続けた十字架が、今この場で最大の重さとなってシンジを苛んでいる。

「あんたがどんな風に殴ったか、そんなことはどうでもいいのさ。肝心なのは兄貴が女とデートする機会は金輪際な

く、あんたたちはこうやってデートしに来ているってことだ」

「アヤカ、あんたにも同じことが言える」

　ナツミはアヤカの方を向いた。アヤカの顔が恐怖に引き攣る。

「あんたがあいつらに股座開いてりゃ、兄貴は助かったかも知れないんだよ。そのくされ〇〇〇と兄貴の命を交換でき

たかも知れないんだ。どうしたら兄貴を救えるか考えなかったのかい？兄貴は身を挺してあんたらをかばった。少しは

お返ししようと考えなかったのか！！」

　興奮に包まれたナツミの、銃を握る手がぶるぶる震えた。

「怖かったの……」

　アヤカの声は弱かった。まるで十代の少女のようだ。

「ただただ怖くて……、何も考えられなかった……」

「ケッ」

　アヤカの頬にナツミの唾が飛んできた。ぺったりとくっついたそれは長く跡を残して顎に垂れた。アヤカの目尻に涙

が浮かんだ。

「もういい。時間がないから、そろそろ始めるよ」

　ナツミはベッドから立ち上がり、氷のような冷たい目で二人を見下ろした。トカレフの銃口が暗い深淵を二人に覗か

せた。

「あたしの目的は言わなくてもわかるだろう。そうだよ。あんたたちはここで死ぬんだ」

　闇い絶望がシンジとアヤカを襲った。シンジもアヤカもひっと息を呑んだ。体が震え、顔面から汗が滴り落ちた。

　そんな中、アヤカは思った。いけない。ここで諦めちゃ駄目。死ぬのは絶対イヤ！あの時みたいにただ怯えているだ

けじゃ駄目なの！考えて！時間を稼ぐの！ すこしでも可能性があるなら、とことん頑張り抜くのよ！

「立ちな」ナツミの手がアヤカの肩に掛かった。

「やめてくれ！」シンジが叫んだ。

「待って！」アヤカも反射的に叫んだ。

「どうしても分からない。死ぬ前に教えて。あなたはレイの髪の色をした鬘をかぶっていたわ。なぜそんな事を？レイ



に罪を着せる気？」

　ナツミは手を止めてにやりと笑った。

「何？時間稼ぎ？それなら無駄よ」

「そんな事言わずに教えて。この事件の真相を知らないと死ぬに死ねないわ」

　ナツミは腕組みをしてしばらく考えた。そして、またベッドに座り直した。

「いいだろ。教えたげる。何、大して時間は掛からない。順を追って話そうか」

「まず、あんたらが事務所に来た日からだ。緋柳アヤカと碇シンジ。梶からこの名前を聞いた時は、震えがきたね。十

年前の怒りが甦ったよ。まさか、あの日、あんな形で再会するとは夢にも思ってなかった。あたしは思ったね。これは

兄貴が引き合わせてくれたんだって。兄貴があの世でこのあたしに復讐を望んでいるんだって」

「事務所に来たあんたたちは、まあ、初対面も同然だったね。アヤカの髪の毛は印象に残ってたけどね。無理もない。

十年前に一寸会っただけだからね」

「梶は一生懸命やったよ。あれで結構優秀なんだ。一週間も立たずに見つけちまった」

「何だって！」シンジが叫んだ。「僕らに嘘を言ってたのか！」

「そうさ。それがあいつのやり口なんだ。依頼は出来るだけ長引かせる。解決しても、難行してるように言うんだ。そ

うすりゃ、経費を荒稼ぎできるからね」

「ひどい奴だ」シンジが言った。

「で、レイはどこに？」と、アヤカが訊いた。

「レイはね、道後温泉にいた。あんたんちにガイドブックがあったの知らないかい？あんたたちが怯えている間、レイ

はのんびり湯治をしていたのさ。電話を何本か掛けただけで、簡単に見つかったよ。梶は早速現地に赴いてね、レイの

かばんをこっそり細工した。超小型の発信機を取り付けたのさ。こうしておけば後はどこに行こうと構いはしない。そ

うしてからあんたたちに会って深刻ぶった話をしたって訳だ」

「あたしはこれを利用しない手はないと思った。レイは失踪する際、危ない行動をしている。このまま行方不明が続け

ば容疑者は当然レイってことだ」

「まず、あたしは梶を始末することにした」

「何ですって……」「梶さんを……」

「実はあいつ女に目がなくてねえ。あたしにも言い寄ってたんだ。で、あたしは梶にオーケーしてあたしの家に誘い込

んだ。後は簡単さ。一戦終わった後、背中を見せて煙草を吸ってるあいつの首を紐で絞めてやった」

　ナツミは薄ら笑いすら浮かべている。二人は言葉もなくナツミを見つめた。戦慄が改めて背筋を這い登った。目の前

にいるのは間違いなく殺人鬼だ。

「死体はどこかの名前も知らない山の中さ。あたしはこう見えても力はあるんだ。運搬から穴掘りまで全部一人でやっ

たんだ。大したもんだろ」

「あいつは独り者だったし、職業柄、家に帰らないことも多い。当分失踪はばれないはずだ」

「次にしたのはアヤカ、あんたのマンションに盗聴機を仕掛けることだ」

「盗聴！？」

「そう。情報を集めてチャンスを待つためさ。これでも探偵の端くれ、いつもやってる事だよ。おかげであんたらの

エッチな声も散々聞かせてもらったよ。はははははっ！」

　シンジとアヤカの青ざめた顔に赤みが差した。恥ずかしげに視線を落とした。

「今回あんたらが旅行するって情報はそうやって知ったのさ。先回りしてこの辺の下調べをする時間もあった」

「それから、レイの始末だ。ひょっこり出てきてもらっては困るからね。あたしはレイの湯治先にいって彼女と会っ

た」

「まさか。レイも殺したのか！？」シンジが悲鳴に近い叫びを上げた。

「話は最後まで聞きな。彼女に探偵の身分を告げてこう言ったんだ。『あなたの旦那さんは先日、交通事故に遭って重

体です。あなたに会いたがっています。私と一緒にすぐ帰りましょう』くくっ。あいつ、真っ青になってすぐ同意した

よ。すぐさま宿を退き払ってあたしの車でこっちに戻ってきたんだ。車の中じゃ、ほとんど喋らなかったね。心配そう

にしてた。まあ、当然だけどね」

「運転しながらあたしは考えた。これで、この女の命はもらったも同然。どう始末する？紐がいいか、ナイフでざくっ

とやるか」

「うわああああぁっ！！」シンジは絶望に我を忘れて叫び声を上げた。目は大きく開かれ、全身が震えた。アヤカはき

つく目をつぶった。

「……と、思っただけさ。あたしは馬鹿じゃない。いろいろな可能性を考えた。例えば。例えばだよ。この襲撃に失敗

することだって十分ありうる。その時にレイを人質に取っておけばどうか？あたしは安全に高飛びする時間を稼ぐこと

が出来る。それ以外にも利用価値はあるかも知れない。殺すことはいつでも出来るわけだからね。そこで予定変更。あ



たしはクロロホルムであいつを眠らせて、誰も知らない安全な場所に運び込んだ。まあ、おせじにもいい所とは言えな

いね。でも生きてるだけましってもんさ。食料も置いてきてやったから、飢え死にもしていない」

　レイが生きている。この朗報にシンジもアヤカも安堵のため息を洩らした。

「喜ぶなよ。馬鹿野郎」ナツミの目が底知れぬ冷たさを湛えて光った。「あんたらが死んだら、いずれレイも後を追う

んだ。死ぬのが少し遅れるだけの話さ」

「「……………」」

　二人とも言葉もなくナツミを見つめた。レイも含めた自分たちには死が間近に迫っている。そう感じたシンジは恐怖

のあまりかちかちと奥歯を鳴らし始めた。

　アヤカは心の中で恐怖と戦っていた。

　ここで挫けちゃ駄目！なんとしても生き延びるの！十年前の弱いアタシじゃ駄目！強くなるのよ！強くなって鈴原の

分まで生きる。それが、それがせめてもの鈴原への償いよ！ああ、あれが間に合えば！まだなの？早く。早く……。

ナツミの話は続いた。「あたしはここに来るときね、わざとＪＲを使った。レイの髪に似せた鬘をかぶってね。あの

色は目立つからね。複数の者が蒼い髪の女のことを記憶しているはずだ。事件の容疑者が碇レイになるのは確実さ。あ

たしは枕を高くして寝ていられる」

「あ、それからあのバイクの二人組みも居場所は分かってる。ちゃんと責任を取らせるから安心しな」

ナツミはちらりと腕時計を見て立ち上がった。

「さ、話すことは話した。もう終いにしよ」

　ナツミは舌なめずりをして銃口をアヤカに向けた。兄ちゃん。見てて。

「いよいよ処刑の始まりだ」

「待って！まだ訊きたいことが！」

「止めろっ！止めてくれっ！」

　シンジとアヤカは墜に恐慌をきたした。口々に命乞いの叫びを発した。

「ごめんなさい！いくらでも謝ります！お金も好きなだけあげる。だから、殺さないで！」

「頼む！アヤカは殺さないで！殺すなら僕だけにして！僕がコウジを殺したんだ！アヤカは許して！」

「だまれええええっ！！」

　ナツミは金切り声を発して二人を制した。アヤカの胸倉を掴んで、銃口を胸に押し付けた。二人は同時に息を呑ん

だ。

「もう終わりだ。謝るならあの世で兄貴に謝りな」

　人差し指が引き金に掛かっていた。それはゆっくりと手前に引かれていく。少しずつ。少しずつ………。

「あばよ」

　その時、階下で大きな電子音が響き渡った。それは甲高い不快な音で、切れ目なく鳴り続けている。ナツミははっと

して銃を上げ、立ち上がった。

「なんだ、あの音は！？」

　アヤカは死のほんの少し手前から戻ってきた。口をぽかんと開け、焦点の合わない目で前を見ていたが、やがてぽつ

りと言った。

「警報装置……」

「なにいっ！」ナツミは動揺も露にアヤカに迫った。「どういうことだっ！」

「やっと作動したんだ……。点検しとけば良かった。でも間に合った。今頃警備会社が動き出してる……」

「こんちくしょう！！」

　ナツミは弾かれたように出口へ走った。廊下に出て、大急ぎで階下へ下りて行く。

　アヤカの目に生気が戻った。「動くのよ、シンジ」立ち上がり、部屋の隅にある机に向かった。そこには木製の椅子

がある。それはかなり前からアヤカが思い描いた生還に必要な道具だった。

　一階に下りたナツミは必死に音の出所を探った。相変わらず煩く甲高い音が家中に鳴り響いている。どうやらキッチ

ンで何かが鳴っているらしい。急いでキッチンに入り、周囲を見回した。それは足元から聞こえて来る。

　アヤカはしゃがみ、縛られた後ろ手で椅子の背凭れを探り、隙間に手を差し入れて掴んだ。前に体重を掛けて椅子を

浮かせた。後ろ向きの作業が効率を悪くさせた。そのまま出口へ駆け足で椅子を運んだ。ここからは慎重に作業をする

必要がある。一旦椅子を下ろして離れ、ドアと椅子の距離を測った。遠すぎる。足で微妙に位置を変え、蹴った。

　椅子の背凭れがドアの棒状になった取っ手のすぐ下に当たった。アヤカはすぐさま足を伸ばして椅子がすべるのを止

めた。そしてぐいぐいと椅子を押し付ける。厚い背凭れの部分が取っ手に密着した。椅子はドアと床に挟まり、動かな

くなった。ドアを開ける場合は取っ手を下向きに回転させる。これで椅子が安定してさえいれば、ドアが開くことはな



い。

　ナツミは遂に音源を探り当てた。ガスレンジの下にある、十センチ四方程のプラスチックの箱だった。顔を近づけて

箱の表示を読んだ。

『ガス漏れ警報機もれたくん』

　一瞬、虚を突かれた表情をした。ガスレンジのつまみが目に入った。その一つが３０度程傾いでいる。即座にそのつ

まみを元に戻した。ナツミはそのまま考え込んだ。

　ガス漏れ？偶然じゃない。あいつ、立ち上がる時、ここに腰を……。

「やりやがった！」

　直ちに真相を悟った。アヤカはあの時、腰をつける振りをして密かにつまみを回したのだ。何のために？警報機の音

を出すためだ。セキュリティ装置の起動と誤認させるためだ。

　ナツミの怒りは頂点に達した。荒々しく警報機から伸びるプラグをコンセントから引き抜いた。ようやく音は止み、

別荘に静寂が戻った。警報機に書かれたひょうきんな商品名がナツミを嘲笑っているかのようだ。ナツミは怒りにまか

せてそれを掴み、床に力任せに叩きつけた。

　音が止んだ時、アヤカは次にするべきことを考えていた。とりあえずナツミの侵入は防げる。しかし、いつまでもも

つとは思えなかった。脱出ルートはある。窓だ。右手奥に窓がある。かなりの高さがあるので危険だが、やってやれな

いことはない。

　問題はシンジだ。シンジの足に掛かった縄を切らなければ脱出は無理だ。シンジ一人を残して行くわけにはいかな

い。

アヤカ、冷静に考えなさい！この部屋にあるもので利用できるものがないか。きっと何かある。

アヤカは部屋中を見回した。するうち、アヤカの目が部屋の隅に立つものに留まった。背の高い電気スタンドがあ

る。その傘はステンドグラスでできていた。

ナツミは二階に向かいかけて立ち止まった。今すぐ二階の連中に怒りを叩きつけたかったが、理性がかろうじてそれ

を押さえた。ガスをこのまま放置していいのか。ナツミは前後も考えず行動する女ではなかった。

まず、海岸の見える大窓の前に立った。躊躇いが浮かんだ。隣家から離れた寂しい場所とは言え、物音が洩れるのは

リスクに違いない。少し考えたが、やはり開けることにした。続いて厨房側の小窓を開けた。夜の涼しい空気が一階に

吹き渡った。しばらくこのままにしておいて、閉めてから処刑に掛かれば良い。

その時、またしてもナツミの予想外の物音が聞こえた。階上で何かガラスが割れたような音がしたのだ。ナツミは

はっとして、ぎらりと光る目で上を睨んだ。

アヤカはしゃがみこんで後ろ手で床に散らばったガラスの破片を探った。どすどすと階段を上がる音が聞こえてく

る。大丈夫、簡単には入って来れないはず。アヤカはそう自分を勇気づけて、これと当たりを付けた破片を握った。

「頑張って、アヤカ！」両手両足を拘束されたシンジは、アヤカに声をかけることしか出来なかった。アヤカはシンジ

の方を向いてちらりと微笑んで見せた。

　ナツミは鼻息も荒く、ドアの取っ手を掴んだ。が、それは動かないのだ。二度三度と力を込めてみる。だがどうして

も取っ手は回ろうとしない。

　即座に敵の工作を覚った。「やりやがったな、この野郎！」一声叫んでドアに体ごとぶつかった。二階全体が小刻み

に揺れた。今やナツミは憎悪の固まりと化し、歯を食いしばって体当たりを繰り返した。

「痛っ」アヤカの手首に鋭い痛みが走った。逆手に持って必死に縄に擦り付けていたガラス片が、誤って腕に刺さった

のだ。アヤカはそれに構わず作業を続ける。今は小さな傷に拘っている場合ではない。血が掌を濡らすのを感じながら

も、アヤカは一心に指先の作業に集中した。

　ドアに掛かった椅子は未だにバランスを保ち、つっかえ棒の役割を果たしていた。ナツミはもう３分近くも体当たり

を繰り返していた。業を煮やしたナツミは遂にそれを止めて、腰に挟んでいた銃に手を掛けた。

　トカレフの安全装置を外して取っ手に狙いを着けた。だが、頭に疑念が湧く。映画では大抵一発で鍵が壊れるが、そ

んなにうまくいくものか？取っ手が飛んでさらにやりにくくなるか、悪くすれば兆弾で自分が傷つくのではないか？そ

う考えたナツミは狙いをさらに下にした。

　ぱあんと銃声が家中に響き渡った。それはさすがのナツミもびくっとするほど大きな音だった。木製の羽目板に小さ



な穴が開いた。細かな木片が廊下に飛び散った。ナツミは跪いてその穴から中を覗いた。椅子の足が見える。内部の様

子は殆ど分からなかったが、それで十分だった。銃口を穴に当て、この角度と見当を付けて引き金を引いた。銃声に続

いて中からがたんと何かが床に当たる音がした。ナツミはにやりと会心の笑みを浮かべた。銃弾は過たず椅子の足を撃

ちぬいたのだ。立ち上がって取っ手に手を掛けた。それはやすやすと回った。

ここで怒りに任せて飛び込むようなナツミではなかった。大きく深呼吸をして、ゆっくりドアを開けた。慎重に内部

を伺った。碇シンジは前と同じ場所にいた。恐怖に引き攣った顔をしてこちらを見ている。

だが、アヤカの姿はどこにもなかった。

憤怒に駆られて一歩部屋に踏み込んだナツミの目が窓に止まった。それは大きく開いて風がカーテンを揺らしてい

る。その下には血痕が、点々と床に散らばったガラス片の辺りまで続いている。

「ちくしょおおお！！」

　ナツミは怒りの叫びと共に窓に駆け寄った。「アヤカ、逃げて！！」というシンジの声を無視して外を見回した。

　ナツミの背後のクローゼットが音もなく開いた。

　アヤカが足音を忍ばせて出て来た。スタンドの残骸を持ったアヤカはゆっくりとナツミの背後に迫った。ナツミはま

だ目を血走らせて外を見ている。アヤカはスタンドの丸い底の部分を先にして、大きく振りかぶった。

　ナツミの後頭部で爆発が起こった。がつん、という鈍い音がした。ナツミはその場に膝から崩れ落ち、横転した。そ

のまま死んだように動かなくなった。

　アヤカははあはと荒い息をしながらナツミの様子を伺った。スタンドの柄を構えて少しの動きも見失うまいと睨み付

ける。左手首からぽたりぽたりと血が滴り落ちている。Ｔシャツの裾は止血に使ったためか真っ赤だった。

「アヤカ、凄い！やったね！」

　シンジが明るく叫んだ。アヤカは答えず、構えを崩さなかった。

　トカレフが見えなかった。今はナツミの体の下になっているらしい。顔が向こう向きになっていて、こちらから見え

ないのも不気味だ。

　スタンドの柄でつついた。何の反応もない。アヤカは考えた。銃を始末しないかぎり自分たちの安全は確立できない

のだ。ならば今のうちに銃を取ってしまおう。

　アヤカは跪き、得物を横に置き、そっとナツミの体に近づいた。動くんじゃない。まだ気絶していて。ああ、神様。

私たちの願いを聞いて。――体に手を掛け、こちらに引こうとしたその刹那――

　ナツミの体は急激に回転した。トカレフがアヤカの顔の真ん前に突きつけられた。

「きゃああああああっ！！」

　アヤカの絶叫が響いた。「アヤカアアアッ！！」シンジも恐怖に駆られて叫んだ。縛られた体を必死にもがかせた。

　ナツミの顔は残忍な喜びに歪んでいた。その両目には間違いなく狂気の色が浮かんでいる。

「ぐへへへへへっ。惜しかったねえ。もう少しであんたの思い通りになるところだった。この勝負あたしの勝ちだ

ね！」

　ナツミはアヤカを睨みながら立ち上がった。くらっと一歩横にふらついた。先程のダメージが残っているようだ。ア

ヤカも立ち上がり、後ろにさがった。銃口は真っ直ぐにアヤカの胸に狙いを付けている。

「一発であの世に送ってやろうと思ったけど、やめだ。まず、膝、それから腕。だんだんと中心に向けていってやる。

地獄の苦しみにのたうつがいい！」

　アヤカはいや、いや、と呟きながら後退りした。ナツミは壁に手をつきながらアヤカを追う。ベッドとベッドの間、

シンジの目の前に来た。アヤカの背が壁にどん、と付いた。もう後ろに逃げ場はない。ナツミは慎重に狙いを付け、引

き金に掛かった指を引く。

「うわあああああああっ！！」

　突然、絶叫を上げたシンジがナツミに向かって突進してきた。虚を突かれたナツミの対応は遅れた。だが、それでも

シンジに向かって銃を向ける。ばあんと銃声が部屋に木霊した。弾はシンジの顔の横を通過した。シンジは頬に衝撃を

感じつつも床を蹴った。

　シンジの猛烈な体当たりを食らったナツミは激しく壁に叩きつけられた。ぐえっと苦しげな声が洩れた。シンジは左

手でナツミのトカレフを握った右手首を掴み、上に向けさせた。

　両者は顔が殆ど接触せんばかりになりながら、揉み合った。どちらも歯を食い縛り、時折獣のような唸り声を上げな

がら、相手を屈服させようとする。

　アヤカはガラス片でシンジの手首の縄も切っておいたのだ。ナツミが部屋に入った時、シンジは足の縄に手を掛けた

ところだった。ナツミが真っ直ぐに窓に向かっていなければ、シンジの命に危険が迫っただろう。

　アヤカは呆然としながら二人の争いを見守っていた。シンジはナツミの右手を壁に押し付けている。「アヤカッ！」

シンジの声に、我に返った。何かしなければ。

　猛然とアヤカは二人の傍に駆け寄り、ナツミの手にある銃を握り、大きく口を開けて手首に噛み付く。



「ぎゃああああっ！」

　あまりの痛みに悲鳴を上げたナツミの手は遂にトカレフを放した。アヤカはトカレフを喜び勇んでもぎとる。だが、

彼女の手は血に塗れていた。つるっと手が滑って床に落としてしまった。あわててアヤカはそれを拾い上げたが――。

　ナツミの足が飛鳥のように跳ね上がった。「きゃっ」つま先が正確に銃を持ったアヤカの手に当たり、銃は勢い良く

吹っ飛んでいく。銃はたまたま開いていたドアの方へ飛んだのだ。室外へ出て階段まで届いた。がらがらと物音が響

き、最後の音は一階から聞こえた。

「アヤカッ。ここは任せて銃を！」

「分かった！」

　シンジの指示にアヤカはすぐさま部屋を出て一階に向かう。飛ぶように階段を駆け下りた。一階に立ったアヤカは必

死の形相で銃を捜した。

　だが、銃の姿は影も形もなかった。

アヤカは目を皿のようにしながら部屋中を歩き回った。二階からずしんという物音がした。アヤカは汗だくになりな

がら、あせりにあせって探し回った。床に這い蹲ってソファの下を覗いた。青磁の壷や観葉植物が植えられた鉢の後ろ

も捜した。しかし、銃は見つからない。

二階では相変わらず争う物音がしている。早く、早くしなくちゃ。きょろきょろと部屋中を見回すアヤカの目が止

まった。机の上に電話機がある。そうだ、警察！アヤカは受話器を取って耳に押し付ける。だが、そこからは何の音も

しない。慌てて電話機が置かれた机の下を見た。

コードが途中で切れて、垂れ下がっている。ナツミは抜かりなくそれを切っておいたのだ。携帯電話は問題にもなら

ない。この地域は圏外だった。

「こんちくしょう！」

　アヤカは叫んで受話器を叩きつけた。涙目になりながら肩で息をする。そのうち、二階から物音がしないのに気が付

いた。

「シンジ？」

　アヤカは恐る恐る振り返って階段を見上げた。別荘はしんとした静寂に包まれている。いても立ってもいられず、階

段へ向かった。一段、一段とゆっくりと階段を上がった。恐怖と不安に襲われながらも、目をずっと上に向けていた。

「シンジ！」

　自分の声が大きく反響するのにびくっとなった。二階のドアが見えた。それは何故か閉まっている。やっとアヤカは

二階に上がった。ごくりと唾を飲み込んで一歩ドアに近づいた。

　いきなり、ドアが開いた。アヤカの心臓がびくんと跳ねた。

「アヤカ……」

　それは彼女の最愛の人。愛してやまない無上の男性。

「やっつけたよ。あいつ、すっかり伸びてる」

「ああ、シンジ。良かった……」

　アヤカはシンジに駆け寄り、しっかりと抱きしめた。目尻から大粒の涙がこぼれた。シンジはそんなアヤカの背を優

しく叩いた。

「あいつを倒して馬乗りになってね。上からぼこぼこに殴ってやったんだ。かなり抵抗したけどね、やっと気絶してく

れたよ。もう大丈夫」

「シンジ、強いのね」

「止せよ。相手は女だよ。それより君こそ世界一の――」

　はうっと声を洩らしたきりシンジは絶句した。目は大きく開かれ、全身が震えている。床に大量の血が一気に滴り落

ちた。

「シンジッ！！」目を瞑ってシンジに甘えかかっていたアヤカは、異変に気づいて目を開けた。目の前にあるのは、一

面青黒く腫れ上がり、無残に変形した女の顔だった。

「きゃああああああっ！！」

　恐怖に我を忘れたアヤカはシンジを放して飛び退った。シンジはその場に前のめりに倒れこむ。背中から血が噴出

し、周辺が真っ赤に染まった。倒れこんだまま、まったく動かなかった。後ろでは血に染まったアーミーナイフを手に

したナツミが物凄い形相でアヤカを睨んでいた。

　絶叫が再びアヤカの喉から迸った。そのまま三歩後ろに下がった。だが、その足が付くべき床がなかった。思わず階

段まで踏み込んでしまったのだ。アヤカはもんどりうって階段を転落した。

　肩が、胸が、腕が、足が、激しく階段に激突した。アヤカの全身を激痛が駆け抜けた。下まで転がり落ちたアヤカは

床に横たわり、立つことすらできなかった。

「いひひひひっ！」



　ナツミは狂気に歪んだ笑いを洩らして階段を下りてくる。逆手に持ったナイフからはシンジの血が滴り、ぎらりと鈍

い光が放たれる。ナツミは壁に手を着きながらも、一歩一歩着実に段を踏む。

「よくも手間を取らせてくれたねえ。だが、これで終わりさ。あんたはここで死ぬんだ」

　アヤカは何とかして動こうと腕に力を込めた。だが腕と胸に走る激痛に負けて元に戻ってしまう。肋骨が何本か折れ

たに違いない。右足も妙な角度に曲がっている。

　ああ、アタシ、死ぬの？こんなみじめな死に方するなんて。

　ナツミはもうすぐそこまで迫っている。一階まであと三段。

　絶望に頭を垂れたアヤカに階段の最初の一段目が目に入った。夫々の段は一枚板になっていて、向こう側まで見るこ

とができる。そこに異物があった。ナツミのブーツがその段に乗った。

　ナツミはアヤカの体をまたいで足元からアヤカを見た。

「けへへへへっ。さあ、死にな」

　ナイフを持った手を大きく振り上げた。だが、空中でその手は止まった。恐怖と驚愕に大きく目を見開いた。

　階段の下に入り込んだアヤカの腕が戻ってきた。その手にあるのは行方の分からなかったトカレフだ。それが小さく

上を向いてナツミを狙った。

「お前が死ね」

　アヤカは引き金を引いた。

　秋のさわやかな陽光を浴びながら、アヤカは松葉杖を付きながら一路病院の玄関目指して歩いている。立ち止まって

病棟を見上げた。５階のシンジがいる病室を探した。今は姿が見えない。だがシンジは必ずそこでアヤカを待っている

はずだ。今日は、と見慣れた看護婦が挨拶してきた。アヤカも笑顔でそれに応えた。もうここに来るのは何回目になる

か分からない。顔見知りも多くなっていた。

　つくづく運が良かったと思う。あの時、たまたま通りがかった村人が銃声を聞きつけなかったら、シンジの命はな

かった。あの状態のアヤカでは、助けを呼びに行くことはできなかっただろう。シンジは九死に一生を得たと言ってよ

い。

　鈴原ナツミは死んだ。アヤカが放った銃弾はこれも運良く一発でナツミの命を奪った。ナツミの顔の真ん中には大き

な穴が開いていた。

　最後の最後で銃を見つけられたのも幸運だったと思うようになった。なぜあんな場所にあったのか、アヤカは後に推

理してみた。階段を下りた先には大きな壷が置いてあった。それに当たり跳ね返った銃は床をすべり、あの位置まで移

動したのだ。居間のどこかと思い込んでしまい、足元にまで思いをいたす余裕がなかった。やはり普通の状態ではな

かったのだ。

　碇レイは事件から５日目のある日、郊外の空き家で無事保護された。飢えと乾きで衰弱しきっていた。発見が遅れて

いればレイの命も危なかった。

　警察は鈴原ナツミの携帯電話から交信記録を調べ、ある初老の男と頻繁に会話していることを突き止めた。その男は

旅行に出かけていて、なかなか聴取することができなかった。ようやくその男と話すことができた時、事件は解決した

も同然だった。男はレイが発見された一軒家のオーナーで、別名を騙ったナツミと仮の賃貸契約を結んでいたのだ。

　梶探偵の身柄は未だに発見されていない。手掛かりとしては山の中というナツミの漠然とした言葉があるだけで、彼

女がどこへ死体を運んだか見当すらついていなかった。

　ようやくアヤカは病院の入り口に辿り着いた。シンジの病室までもうすぐだ。

　廊下の向こうからこちらへやって来る女を見て、アヤカはその場に立ち竦んだ。

　碇レイがいる。

　レイもアヤカに気づいたか、歩調を落とした。そのまま無表情に近付いて来る。

　アヤカはそこで待つことにした。レイに言わねばならないことがある。レイがどう思うかは分からないが、どうして



も一言言っておきたい。

　レイが目の前に来た。アヤカは深く頭を下げた。

「レイ、ごめんなさい」

　碇レイは立ち止まった。アヤカに冷ややかな一瞥をくれた。アヤカはどきどきしながら、レイの言葉を待った。

　だが、レイは何も言わなかった。何事もなかったかのように再び前を向いて歩き始めた。頭を下げたアヤカは一人取

り残された。

　頭を上げてレイの背中を見たアヤカは、後を追うべきかどうか迷った。迷った末に導いた結論は、このまま見送るこ

とだった。これ以上何が言えるのだろう。何万回謝ろうと、自分たちのしたことに変わりはないし、これから変えよう

とも思わない。ならばこの事実をこれから先一生背負って行くしかない、とアヤカは思った。鈴原コウジとその妹の死

を背負って行くのと同じように。

　シンジはいつものように笑ってアヤカを迎えた。「やあ、アヤカ」シンジはもうおなじみになったパジャマ姿で、

ベッドの上に半身を起こしていた。血色は良く、体調も良さそうに見える。

「今日は、シンジ。どう、調子は？」アヤカは訊きながらギブスの嵌った足を伸ばして、いつもの椅子に腰掛けた。こ

の部屋は個室なので、誰にも気兼ねしないで済み、二人ともリラックスしていた。

「もう大丈夫だよ。来週には退院できるそうだ。長く待たせたね」

「そう！良かった。やっと自由の身ね」

　シンジもアヤカも嬉しそうに微笑んだ。二人にとって停滞していた時の流れが、元に戻る日は近い。

「レイと会わなかったかい？」シンジがふと暗い表情を見せて訊いた。

「会ったわ」アヤカはここの玄関であった事を話して聞かせた。

「彼女らしいね。僕と話した時も淡々としていたよ。内心は分からないな。感情を表に出さないほうだから。彼女、

言ってた。『私はあなたが思っているほど弱い女じゃないから』ってね。芯の強い人だよ。たぶん、僕ら以上にね」

　シンジはベッドの横にあるチェストの上から、一つの封筒を取った。それには第二新東京市役所と書いてある。

「離婚届だ。レイの判が捺してある。今日、届けに来たんだ」

　アヤカは息を呑んでそれを見つめた。何とも言えない感情がアヤカの中に湧き上がった。嬉しさと罪の意識。双方が

入り乱れてアヤカを混乱させた。

「ねえ、アヤカ。僕らと関わった人間がまた一人不幸になってしまったね。また一つ重い責任を背負ってしまった。償

いきれない責任が僕らにはある。でもね、僕らに出来ることは少ない。僕らは平凡な一市民だからね。だからきっと、

平凡でもしっかりと長く生きて行くことが彼らに対する責任の取り方だと思うんだ。君と二人で。亡くなったコウジ

や、さっぱりと身を引いてくれたレイのために」

　アヤカの胸にシンジの言葉が沁み渡った。目尻から涙をこぼしながら何度も頷いた。

　シンジの手がアヤカの手を握った。アヤカは思わずシンジの首を抱き寄せて額にキスをした。もうずっと放さない。

そう思いながら、固く固く抱きしめた。

「あっ、そんなに力をいれたらちょっと痛い」

「ご、ごめんなさい」

　アヤカは腕の力を緩め、二人抱き合った姿勢のまま時が流れた。そのうち、アヤカはずっと気になっていたことを訊

いてみることにした。

「ねえ、シンジ。あの別荘の二階でアタシに言いかけた言葉があったでしょ？君こそ世界一のって。あれ、何を言いた

かったの？」

　シンジは答えに詰まった。喉から出かかったが、この場ではあまりに照れくさく、奥に引っ込めた。

「ああ、あれかい？あれは、その……、君こそ世界一の花嫁だって言いたかったんだ」

「まあ」

　アヤカはにっこり笑い、シンジを見つめた。後は例によって例のごとく、熱いキスに突入していった。

ＥＮＤ


