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愛と自由への旅立ち

　最終回「綾波レイコ危機一発」

ｂｙ　ＲＥＩⅣ

　人が内面にどんな悩みを抱えていようとも、月日は律儀に過ぎていく。穂刈シンゴの生活も外見上は平穏そのもので

あった。アスカは相変わらず不規則な生活ぶりで、夫婦のすれ違いも相変わらずだった。彼らが最後にベッドを共にし

てから既に３ヶ月が経とうとしている。

シンゴは今日も自分一人のために夕食の支度をする。こういう時は安上がりのカレーライスにするあたりに彼の性格

が現れている。ジャガイモの皮を向く。その中身が現われて白さが目に沁みた時、思い出したのはレイコの事。綾波、

色白だったなあ。色の白さは七難隠すというけれど、綾波、難点なんかないし。

このように何かにつけては、レイコを思い出し、胸を掻き毟られるような思いをするシンゴである。セロリを見て

は、綾波、足細いよなあ。肉まんを見ては、あの胸触っちゃった、服の上からだけど。綾波にまた会いたいな。

悶々としながら料理をするシンゴの耳に、玄関ドアの開け閉めする音が聞こえて来た。「ただいま」アスカが入って

来た。

「あれ、アスカ。今日はテレビ局じゃなかった？」シンゴはタオルで手を拭きながら居間へ出て、アスカを迎えた。

「それがさあ、中止。司会の森田さんが風邪引いてダウンしちゃったんだって」

「そう。夕食、食べるよね？僕一人だと思って、大したものはないけど」

「いいのよ、別に。簡単なもので結構よ。あんまりお腹空いてないから」

　アスカはにこにことして、機嫌が良さそうだ。最近では珍しいことである。ここでやっとシンゴはアスカが腕に抱え

たものに気づいた。

「あれ、その人形、どうしたの？」

「えへへ。さっきパパに会ったの。車から出てきたとこ。手にこの人形持ってたから、アタシ、嬉しくてパパに抱きつ

いちゃった。『パパ、お土産ありがとう』ってね。パパったら、目を丸くしてたわ。アタシがいないと思ってたせい

か、よっぽどびっくりしたのね」

　アスカは人形を上げてシンゴに見せた。金髪の円らな目をした女の子の人形だ。ばら色のワンピースが可愛らしい。

「これ、結構良いものだって。５千ユーロもしたそうよ。見て、この顔の上品なこと！また、アタシのコレクションが

充実したわね」

　アスカの機嫌がいいのは、高価なお土産のおかげのようだ。シンゴも間近からしげしげと人形を見つめた。どことは

言えないが、確かに価値のある物のように思えた。

「良かったね。食事の後、いつものケースにしまっておくよ」

　アスカの人形コレクションは、専用の部屋にガラスのケースに入れて保管されている。

気分上々のアスカはにこにこしながら人形に頬ずりする。「そうして。今日は得しちゃった」

　人形の白い肌を見たシンゴの脳裏にまたもレイコの顔がよぎった。シンゴはそんなことなどおくびにも出さず、久し

ぶりに二人分の夕食の準備に取り掛かった。

　この日から二日後のことである。朝、シンゴはアスカの父から突然用事を言いつけられた。

「君に頼みがある。今日の２時に叔父の家にこの本を届けてほしい。前から貸す約束をしていたのだが、伸び伸びに

なっていてな。うるさく催促されているんだよ。いいだろ？」

　バークレイが差し出したのは、ロシア語で書かれた分厚い本だった。シンゴにはどういう内容の本か全く分からな

かった。シンゴの立場として氏の頼みはまず断れない。二つ返事で同意した。

「時間を守ってくれよ。向こうも忙しいからな。住所はここだ」

　そう言ってバークレイはメモを手渡した。ここからは往復１時間程の距離だ。

　大した用事じゃないな。ついでにスーパーに寄って買物をして来よう。食材も大分減って来たし。そんな事を考えな

がらシンゴはメモをポケットに入れた。

　こうしてシンゴにとって最も長い一日が始まった。

　昼食を取り終え、食器を綺麗に洗って片付けたシンゴは時計を見て外出の支度に掛かった。アスカは例によって仕事

に出ていてあと三日は戻らないから、シンゴが外出すれば家は無人になる。シンゴは窓が開いていないか点検してから

外へ出た。

　空は一面に灰色の雲がかかっているが、予報では雨が降る確率は低い。シンゴは手に例の本が入ったバッグを抱えて



いた。シンゴは車の運転が好きな方ではないので、地下鉄を利用するつもりだ。最寄の駅までは歩いて十分程掛かる。

散歩の気分でのんびりと歩いた。

　もう少しで地下鉄の駅、という所でシンゴは愕然として立ち止まった。右手を大慌てでジャケットの胸ポケットに入

れた。手に触るものはなにもない。

　財布を忘れて来ている。

「うわ、やばいよ」早く帰って取って来なきゃ、間に合わなくなる。踵を返して家へ向かい走り出した。思えば、着替

えをしながらレイコのことを夢想したのが良くなかった。うっかり財布を机の上に置いたままにして来たのだ。

　はあはあと荒く息を吐きながら、シンゴは駆けた。日頃の運動不足が祟ってか、二十歳頃の体力はない。びっしょり

と汗を掻きながら走り続けて塀に囲まれたバークレイ家の敷地に入り、やっとの思いで自宅に帰り着いた。

　早速玄関ドアに鍵を差し入れる。そこでシンゴは異変に気づいた。鍵がいつもの方向に回らない。あれ、変だなと思

いつつ、ノブを下げてみる。あっさりと動いた。

　シンゴは出発する時、間違いなく鍵を掛けている。それには絶対の自信があった。では錠が開いているのは何故か。

もしやアスカが帰って来た？

　シンゴはドアを開けて中を見た。三和土にはアスカの物らしい靴はなかった。代わりに見慣れぬスニーカーが一足脱

ぎ捨ててある。

　シンゴの背中を戦慄が駆け抜けた。

　侵入者がいる。シンゴは迷った。このまま交番にでも駆け込むか？だが、あのスニーカーはもしかしたらバークレイ

氏の物かも知れない。義父なら当然この家の鍵を持っている……。

　考え抜いた末にシンゴはそっと家に入って確かめる事にした。危ないと思ったらすぐに逃げよう、そう思いながら抜

き足、差し足、音を立てないように慎重に歩を進めた。

　リビングには何の異常も発見できなかった。続いてキッチン、風呂場と覗いてみる。ここにも侵入の気配はない。リ

ビングに接した二つの部屋にも誰もいない。残るは二階だ。二階にはアスカの人形コレクションがある。あれを全て盗

み出せば相当な金額になるはずだ。

　シンゴは階段の手すりを握りながら義父であってほしいと願った。恐れ慄きながら一歩一歩階段を上がって行った。

二階まであと数段。突き当たりの部屋のドアが見えた。人形が保管されている部屋だ。そのドアは閉まっている。不安

と緊張の時が流れる。二階に上がったシンゴはそろそろと慎重にその部屋に近づいた。

　いきなりドアが開いた。出てきたのはシンゴには全く面識のない男だ。男の目が驚愕のため大きく見開かれた。

「わっ！」シンゴは叫んで階段まで駆け戻った。階段の中程で立ち止まって男に声を掛けた。「あなたはどなたです

か？なぜここにいるんですか？」

　男は階段の端に仁王立ちになってシンゴを見下ろした。ダークスーツを身に纏った中肉中背のその男は、眼鏡をかけ

たごく普通の中年サラリーマンのように見えた。男はにっこりと笑い、階段を一段下りた。

「おっと、私は別に怪しい者じゃない、穂刈さん。アスカさんに頼まれて人形を取りに来た局の者です。驚かせて申し

訳ありません」

「局？」

「そうです。急遽番組で使うことになりましてね。ドラマの撮影に使う小道具なんですよ。アスカさん、親切に協力を

申し出てくれまして。そこでアスカさんから鍵を借りてこうしてお邪魔したわけです。一分一秒を争うもんですから」

「そうですか……」

　シンゴは迷った。男の話を鵜呑みにしていいのか？何か違和感のようなものを感じる。そのうちに男が手にする物を

見て違和感の正体に気づいた。

　男は人形の足を掴んで下にぶら下げているのだ。こんなぞんざいな扱いをするテレビ局の人間がいるだろうか？

「確認させてください」

　シンゴはジャケットの内ポケットから携帯電話を取り出した。片手で操作してアスカの番号に繋ごうとする。

　画面に集中するシンゴは背後の動きに気が付かなかった。もう一人の背広を着た大男が、小型の棒を頭上高く振り上

げていた。

　シンゴの脳天からごつっという鈍い音が放たれた。シンゴは昏倒してその場に崩れ落ちる。背後の男が腕を伸ばして

彼を支えた。シンゴは男の腕の中で死んだように動かなかった。

　シンゴはあせっていた。

　どことも知れない港にシンゴはいる。深い霧が周囲を覆い、視界は３０メートル程しかない。岸壁に砕ける波の音

と、船を舫う突起が、この場所が港であることを表している。なぜか人間の姿は一つもなかった。

その中をシンゴは走った。最愛の人の姿を求めて。

「綾波いっ」



　シンゴは一声叫んだ。だがその声に答える者はなく、むなしく反響するばかりだ。遠くで鴎の鳴き声が聞こえた。

　周囲にあるものと言えば海と倉庫ぐらいだ。シンゴはその裏や、間の路地を丹念に見て回った。古びた漁具や、錆付

いた鉄材などが目に入るばかりで、生きた人間すら見出すことはできなかった。

　さらにシンゴは走った。するうち、霧がやや薄くなり、向こうの埠頭の先端に一人佇む女の姿を見た。

「綾波！」

　喜びに燃えてシンゴは叫び、走った。あの特徴のある髪は間違えようがない。

　だんだんとレイコに近づいて行く。レイコもシンゴの声に気づいたようだ。こちらに向かって走って来る。

「穂刈君！」「綾波！」

　墜に二人は出会い、固く抱き合った。

「会いたかった。会いたかったよ、綾波」

「私もよ、穂刈君」

　シンゴは目を瞑ってレイコの体を抱いている。二人しみじみと再会の喜びに浸った。

「うん、きっついわねえ、バカ」

　シンゴは愕然として目を開けた。その声はレイコのものではなく、いやと言うほど聞いてきたあの声。ぞっとしなが

ら体を引き離す。

「証拠を掴んだわよ、バカシンゴ」アスカが鬼の目でシンゴを睨んでいた。

「うわぁあああああっ」と、シンゴは一声叫び、やおら目を覚ました。

　夢だった。心臓が早鐘のように打っている。額はびっしょりと汗で濡れている。

　夢で良かったと喜ぶ暇はなかった。シンゴが目にしたのは見知らぬ天井だったからだ。「ここはどこだ？」思わずひ

とりごちた。天井は高く、むき出しの鉄棒や板で覆われていて、ここが普通の部屋ではないことを示している。照明も

蛍光灯が三列に数個さがっているだけで、みすぼらしい。周りを見るとダンボール箱が壁際にびっしりと積まれてい

て、明らかに倉庫だと分かった。シンゴはそのコンクリートの床に直に寝かされていたのだ。

　腕に付けられたものを見て、シンゴ恐怖に捉われた。両手首が手錠で拘束されている。

　わっと叫んで上体を起こした。足首に取り付けられた枷が金属的な音を立てた。足も腕と同じように拘束されてい

る。それは２０センチ程の鎖で繋がっていて、シンゴの行動を著しく制限している。頭の天辺が激しく痛み、シンゴは

うっと唸って顔を顰めた。

　ドアのきしむ音がシンゴの頭上で響いた。見ると、鉄製の階段を二人組の男たちが下りてくる。この倉庫の詰め所が

上部に取り付けられていて、彼らはそこから出てきたのだ。そこの窓からシンゴの様子を見ていたのだろう。

「お目覚めのようだな」そう言ったのはシンゴが自宅の二階で出会ったあの男だった。「ツイてなかったな。あんな時

間に帰って来なけりゃこんなことにはならなかったのによ」

　男はにやりと酷薄そうな冷笑を浮かべ、眼鏡を上げた。もう一人の大男もくっくと忍び笑いをした。こちらは体重９

０キロは下らないと思われる巨漢で、太い眉毛の下の小さな目は残忍そうな光を湛えている。

「あんたたちは誰だ？僕をどうする気だ？」

　シンゴの前に二人並んだ男たちはにやにやと笑うだけだった。不安の頂点に立ったシンゴは、体が震えだすのを感じ

ながらなおも訊ねた。「あんたたちの目的は何？ぼぼ僕を殺すつもり？お、お金ならあげるから、ひどいことはしない

で」

小さい方が答えた。「さあ、どうだかねえ。俺はそれを決められねえ。その結論はもうすぐここに人が来て俺らに指

示することになってる。せいぜい祈るんだね。けけけっ」

その時、遠くからドアを叩く音が聞こえて来た。それは５回続いて聞こえなくなった。小さい方が大男に目配せし

た。大男はドアの方へ走り出した。

この倉庫は広く、縦３０メートル、横２０メートルはあると思われる。足音が大きく響き、大男はドアに達した。小

窓からちらっと外を見て、鍵を開けた。

巨大なシャッターの横にあるドアが開き、一人の男が入って来た。シンゴはびくびくしながらその男が近づくのを見

守った。

その男は意外にも小柄な老人だった。手に重そうな皮製のかばんを提げている。深い皺が刻まれたその顔は好々爺に

は程遠く、険のある目付きはこの男が他の二人と同じく裏社会の人間であることを感じさせる。

小さい方が言った。「やあ、あんたか。あんたが来るとは思わなかった」

「へっ。こんな老人をこき使いおって。さっさと殺っちまえばいいものを。あのお方の考えは分からん」と、老人は吐

き捨てるように答えた。

「有名人のダンナだからな。死んでもなんでも注目度が違う。サツを寄せ付けねえためだろ」

「そんなこったろうな。ま、こっちには理由なんざどうでもいい。さっさと片付けちまおう」



　老人は背広の上着を脱ぎ大男に渡して、ワイシャツの袖をまくり始めた。

　シンゴは恐怖のあまり声も出さず男たちの会話を聞いていた。が、眼鏡の男が腕を掴んで無理やり引き上げようとす

ると思わず叫んだ。「や、やめてくれ！一体僕に何をする気なんだ！」

「てこずらせるんじゃねえ」

　眼鏡が背広の奥から取り出した物を見て、シンゴは息を呑んだ。小型の拳銃がその手に握られている。シンゴは素直

に立ち上がるしかなかった。

　シンゴは三人に取り囲まれて倉庫の奥へ歩かされた。足枷のためによちよち歩きになるのが情けない。

老人が淡々と言った。「ちょっとした注射をさせてもらう。その後、少し話しをしよう。あまり楽しくはないがね」

　注射と聞いてシンゴの不安はさらに高まった。足が前に出なくなったが、二人の男に両脇を捉えられて、引きずられ

るように進まされた。

　ダンボールの山の奥に３メートル四方ほどの空間がある。そこには禍々しくも電気椅子を思わせる腕や頭を固定する

器具が付いた椅子があった。大型のライトスタンドが傍に立っている。『拷問』という言葉がシンゴの脳裏に浮かん

だ。

「わっ。いやだ、いやだ。やめてくれっ！」

　シンゴは足を硬直させて前進を拒もうとした。だが、男たちの力は強く、抵抗は空しい。無理やり後ろ向きにされ、

椅子に座らされた。眼鏡がポケットから鍵を取り出し、手錠を外した。シンゴは一瞬自由になった手を無茶苦茶に振り

回したが、たちまち掴まれて肘掛に押し付けられた。手首にベルトを掛けられ固定されていく。肘の近くもベルトで縛

り、そうして完全に右腕を固定した後、二人組は左腕にかかった。

　両腕の拘束は左程時間が掛からなかった。さらにヘッドレストに頭を付けられ、上から半球状の帽子のようなものが

下りてきて、シンゴの視界は塞がれた。首にも枷をはめられ、彼の頭部は少しの動きも出来なくなってしまった。最後

に足を縛り付けられて、シンゴは全身殆ど身動きが取れなくなった。

　この間、５分と掛かっていない。男たちには慣れた作業のようだった。シンゴは最初のうちは喚き散らしていたが、

最後の方は恐怖のあまり声が出なかった。

　シンゴの目にはかすかに光が差し込んでいた。目と器具の間にごく狭い隙間があったのだ。老人の声が聞こえてき

た。

「さて、準備は終わりだ。これからの事を説明してやろう。まず一本注射を打たせてもらう。こいつはな、脳の記憶中

枢に作用する薬なんだ。これが働くとここ最近、大体過去一ヶ月ぐらいにあったことはきれいに忘れちまう。自分が誰

か分からなくなるなんてことはないから、良かっただろ？俺たちに会ったことは霧の彼方だがね」

　同時にレイコと再会し、愛を語ったことも。

「それと、後で色々と質問させてもらう。こいつは自白薬も兼ねているので、忘れた振りはできないよ。記憶の消去が

不十分ならもう一本追加だ。まあ、大抵一本で済む」

「その後、おまえさんを眠らせてどこかの田舎道に連れて行って崖から落とす。と言っても、そんなに高い崖じゃない

から安心しな。んで、朝になっておまえさんは目覚める。ふらふらと歩いているところを誰かが発見するだろう。何か

の拍子に崖から落ち、頭を打ったと誰もが思う。ちょっとした騒ぎにはなるわな。アスカの夫の失踪事件！本人は記憶

の一部を喪失！謎に包まれたその日の行動！というわけだ。だが真相は永遠に謎のままさ」

　シンゴは取敢えず最悪の事態は避けられると知ってやや安心した。面倒なことにはなるが、家に帰る事ができる。普

段の日常に戻る事ができる。

「……言いにくいんだが、……誠に残念な事に、副作用がある」

「ふ、副作用？」とシンゴは震え声で訊いた。

「そうだ。無気力。無感動。ま、殆ど廃人だな。いいじゃないか。美人の嫁さんが面倒見てくれるって」

「うわぁあああああああああっっ！！」

　シンゴは恐怖と絶望のあまり叫びだした。喉が裂けんばかりの絶叫が倉庫に木霊した。

「猿轡」老人が冷酷に指示を下した。大きく開けたシンゴの口にタオルのようなものが突っ込まれた。さらに顎を押さ

えられて口を閉ざされ、上から粘着テープを貼り付けられた。シンゴはモゴモゴ言うだけになった。

「さあ、そろそろやるか。一寸待ってくれ」

　老人は黙り込んだ。注射器の準備をしているのだろう。それは、ごく僅かな時間に違いなかった。だが、シンゴに

とっては長い、永遠とも思える恐怖の時間だった。

「首筋に打つよ。痛いが、一瞬の事さ。そのうち訳が分からなくなる。俺たちのこともそれっきりだ」

　老人の言葉はそれで終わった。靴音がこつこつとシンゴに近づいて来る。シンゴの脳裏には首筋に迫る注射器の映像

があった。老人がシンゴの真横に立ったのが分かった。首枷のすぐ上の首筋に冷たいものが触れた。

　体がびくんと震えた。冷たいものは、シンゴの首筋を撫でた。消毒用のアルコールを塗布されたのだ。

「そうだ。別れの言葉を言っておこう。さよなら穂刈シンゴさん」



　シンゴの視界が真っ暗になった。

「何だ、どうした！」

　老人は完全に面食らっていた。注射器を持ちながらその場に固まった。いきなり全ての明かりが消えたのだ。

「こんな時に停電だってか！」眼鏡がいらだちもあらわに叫んだ。

　周囲は完全な闇だ。シンゴが荒く呼吸する音だけが聞こえている。三人は襲撃を警戒してその場を動かなかった。全

身を耳にして物音に集中する。１分、２分……、変わった物音は何も聞こえて来ない。

　老人の声が聞こえた。「ブレーカーが落ちたんだ。どこにある？行って何とかして来い」

「ブレーカーは詰め所にあったぜ」大男がやっと口をきいた。

「ブレーカーが自然に落ちるわけねえ。侵入者かも知れん」眼鏡がライターの火を点けた。周囲に僅かだが光が戻っ

た。

「停電なら外の様子を見りゃ分かる。俺が見て来る。お前と先生はこいつを見張っててくれ」

　大男は頷いて胸のホルダーから銃を取り出した。老人は落ち着き払った態度で丸椅子を引き寄せ、座り込んだ。この

間シンゴは危機がひとまず去ったことに安堵したが、それは一時の猶予に過ぎないかもしれず、不安と恐怖に慄くばか

りだった。眼鏡は一人この場を去った。倉庫に靴音が響く。ライターの光に照らされて天井に梁の影が揺れた。

　眼鏡は右手に銃を構え、左手にライターを掲げながら慎重に歩いて行く。耳に神経を集中させてどんな物音も聞き逃

すまいとする。彼はこれが偶然とは思えなかった。あまりにタイミングが合いすぎている。真っ直ぐ詰め所に向かって

歩を進めた。暗闇の中にぼんやりと詰め所に上がる階段が浮き上がる。彼は油断なく周囲を凝視しながら階段に近づい

た。ようやく階段に達し、一段一段、神経を張り詰めながら上った。

　じっくり時間を掛けて階段を上がりきった眼鏡は、詰め所のドアを凄い目つきで睨み据えた。慎重にノブを廻し、拳

銃を構えてドアを蹴った。

　部屋には誰の姿もない。少なくともそう思えた。既に夜になっていて、部屋の中は暗い。部屋には事務机やロッカー

が数個並んでいる。壁には日程表と書かれた黒板が掛かっているが、何も書かれていない。机には埃が溜まっていて、

ここがかなりの間使われていないことを示している。

　眼鏡は警戒しながら前へ進んだ。右手に外に通じる窓がある。そのガラスを一目見て、彼は一層緊張した。ガラスの

一部分が繰り抜かれている。そこから手を入れて鍵を開けたのだ。間違いなく侵入者はいる。いつでも銃を撃てるよう

に警戒しながら周囲を見回した。一番奥に配電盤が見えた。まずはあれを調べることだ。

　眼鏡の背後、天井の角にへばりついた人影があった。その影が一気に跳躍し、眼鏡の背後に着地した。驚きに心臓が

飛び出しそうになった眼鏡だったが、すばやく振り返り銃を向けようとする。その腕が素早く掴まれ、こめかみに銃口

が押し付けられた。

「動くな」影がひそやかに言った。動きを止めた眼鏡に、さらなる驚愕があった。それは女の声だったのだ。

　

「兄貴……」

　大男はダンボールの陰から出て詰め所の方向を見やった。その辺りからかなり大きな音が聞こえてきたからだ。倉庫

は相変わらず暗く、詰め所の形すら見えない。

「兄貴い！大丈夫ですかあ！」

　大男が大音声で呼ばわった。言い終わると同時に明かりが点いた。久々に戻ってきた光が眩しく、大男は激しく瞬き

をした。光に目を刺激されながらも詰め所を見やった大男はあっと声を上げた。眼鏡が出てきた。だが、その後ろにも

う一人いる。眼鏡は両腕を高々と上げている。後ろの人物は彼の背中に何かを突きつけているようだ。

眼鏡が悔しげに言った。「すまねえ。ドジふんじまった」

　彼ともう一人が階段を下りてこちらに近づいて来る。大男の目に眼鏡の後ろに付いた侵入者の姿がはっきりと映っ

た。それは意外にも細身で、全身を黒い衣装で包んでいる。頭部は口と目の部分だけが出るマスクですっぽりと覆って

いて、正体は窺い知れない。

「銃を下ろしなさい。さもないとこいつの頭を吹っ飛ばすよ」

「女！」侵入者の声に大男は驚きの叫びを上げた。とりあえず右手に構えた銃を下に向けた。老人もいつの間にか大男

の後ろに出てきて、仲間と侵入者を呆然と眺めていた。

　彼らは倉庫の真ん中で１０メートルほどの距離を置いて対峙した。

「穂刈シンゴを解放しなさい。ほら、お前も言え！」

　女は銃口を眼鏡の後頭部にぐりぐりと押し付けた。眼鏡は堪らず叫ぶ。

「お前、あいつの拘束を解いてやってくれ」

「でも兄貴……」

「四の五の言わずに言うことを聞け！」



「へい」

　大男は隅の空間に引っ込んでいった。後に残された老人と女は鋭い目つきで互いを凝視しあった。しばらくして大男

はシンゴを引きずるように連れてきた。手錠や足枷もなく自由な体だったが、大男は油断なく銃を脇腹に突き付けてい

た。

「ほらよ、連れて来たぜ」

「では、取引よ。私はこの男を解放する。そちらはその人を解放してお互い恨みっこなし。これでどう？」

　大男と老人はむっつりと黙り込んでしまった。それを見て眼鏡は狼狽気味に叫んだ。

「おいこら、迷うな！俺の命をなんだと思ってるんだ！」

「まあ、仕方ないな」老人が肩をすくめて言った。「お前さんとは長い付き合いだしよ」

　おびえ切った穂刈シンゴにようやく安堵が訪れた。廃人になる瀬戸際からかろうじて逃れられたのだ。目から涙を流

して救い主の女の姿を見つめた。

「いいわね。では、ワン、ツー、スリーで同時に歩き出す。これでどう？」

「おう」と、大男。

「くれぐれも妙な真似をしないこと。私の銃の腕を甘く見ないことね。ではいくわよ。ワン、ツー、スリー」

　眼鏡が歩き出した。大男がシンゴの背中を押し、シンゴも歩き出した。女は腕を伸ばして眼鏡の背中に銃の狙いを付

けている。大男も慎重に銃を構えた。

　シンゴと眼鏡がすれ違い、後は二人とも駆け足で味方の下に走った。

シンゴは心からの感謝の言葉を言った。「あの、ありがとうございます！」

女はシンゴに見向きもしなかった。「礼を言うのは早いわ。まだ終わっていないもの」ポケットに手を入れて鍵を取

り出し、シンゴに見せた。「ここを出て右に向かい、半町ほど行ったところに紺のスカイラインが停めてあるわ。それ

に乗ってここまで来て。私はこいつらを見張ってるから」

「分かりました！」シンゴは鍵を受取り、勇んで出口に向かい走った。すぐに女の背後からドアの開閉する音が聞こえ

てきた。女はその間、悪人共から片時も目を離さなかった。

　シンゴは倉庫前の通りを息せき切って走った。時間の感覚がなかったシンゴは、やっと今が夜だということを知っ

た。道は閑散としていて通る人は誰もいない。周囲にあるのは工場や倉庫ばかりだった。向こうに濃紺の車が見えた。

鍵をそれに向けてボタンを押すと、ライトが２度３度と点滅する。あれだ。

　あと少しで車に辿り着くという時、突然背後から声が掛かった。「シンゴ君じゃないか！」

　シンゴははっとして立ち止まり、振り返った。意外な人物がそこにいた。

「お義父さん！」

　スティーヴン・バークレイがゆっくりと近づいて来た。高級そうなコートに身を包んでいる。

「こんな所で何をしている？」

「お義父さん、大変なんです！僕、誘拐されて、犯人の所から今、逃げて来たばかり……」

　途中でシンゴは絶句した。バークレイが懐から取り出したものを見たのだ。その手にあるのは拳銃。黒い銃口が真っ

直ぐシンゴの胸を狙っている。

　倉庫では緊迫した場面が続いていた。

「動くなっ！」ふいに女が叫んだ。眼鏡が僅かに動く気配を見せたのだ。

「何でもねえよ。ぴりぴりすんなって」

「下手に動くな。こっちはいつでも撃てるんだから」

　眼鏡はちっと舌打ちをした。大男が持つ銃は横を向いている。こちらの不利は明らかだ。この場にいる四人全てが微

動だにせず睨み合っている。

　女にはいらだちとあせりがあった。シンゴの到着が遅い。あれから５分は経ったのではないか。一触即発の状況は未

だに続いている。不測の事態があったのではないか、そう思い始めた時後ろでドアが開く音がした。内心ほっとしなが

ら、女は声がかかるのを待った。

「そこまでだ」

　それはシンゴの声ではなかった。女は思わずその声の方を向いた。

　穂刈シンゴが両手を挙げて立っている。その後ろに立つのは長身のスティーヴン・バークレイだ。女は息を呑んで、

事態の急変を悟った。

　バークレイはシンゴの背に銃を突き付けている。シンゴは悲しげに顔を歪めて女に言った。「すみません。こんなこ

とになって……」

　女は後ろと前を交互に見なければならなかった。状況は恐ろしく不利だ。前の三人組はにやにやと笑い始めた。



「銃を捨てろ。こいつの命がなくなってもいいのかね」

　バークレイが余裕たっぷりに笑みを浮かべて言った。女は明らかに迷った態度でバークレイを見つめた。そのうち、

大男も銃を上げて女を狙った。

老人が黄色い歯をむき出して嘲笑った。「けへへっ。諦めな、ねえちゃん。お前さんの負けだよ」

「そうだよ。もう選択の余地はない。潔く銃を捨てろ。綾波レイコ君」

　何だって！シンゴはバークレイのあまりにも意外な言葉に驚愕した。目を丸くして女を見つめる。「綾波？綾波なの

かい！？」

　女は遂に諦めて銃を捨てた。さらにマスクに手をかけ、頭から抜いた。蒼い髪の毛が現れ、女は首を振って顔を露わ

にした。

「久しぶり。穂刈君」

　シンゴを救出しに現れた謎の女。それは綾波レイコだったのだ。

「さあ、婿殿。そっちに行って、浮気相手と並ぶんだ」

　バークレイはシンゴの背中を押してレイコの方へ押しやった。レイコは両手を頭の後ろに付けて立っている。シンゴ

はその隣にやや間隔を開けて並んだ。眼鏡が床に落ちたレイコの銃を拾い、シンゴに向けて構えた。バークレイは二人

の中間を銃で狙っている。

「ふふふ。残念だったな。もう少しで逃げられるところだったのに。綾波君も惜しいところだった」

「そんなに余裕たっぷりでいいの？スティーヴン・バークレイ。あなたの命運も尽きたわ」レイコは冷たく言い放っ

た。

「何を言う、この女狐」

「私が単独でここに来たと思うの？仲間が直にやって来るわ」

　バークレイはその言葉をにやにや笑いながら聞いていたが、終わるや否やぷっと吹き出し、やがて可笑しくてたまら

ないというふうに笑い始めた。

「……はははははははは。そうか、仲間が来ると思っているのか。甘いな。お前の連絡員は今日、この日に我々の側に

寝返ったのだ。前からアプローチはしていたのだがね。お前が感づいたという情報と共にな。おかげで大層ふんだくら

れたよ。ふふ。ふはは。うはははははははは」

　勝利の快感に酔うバークレイは呵呵大笑した。三人組も追従して笑った。レイコはぐっと悔しげに唇を噛み締めた。

「君は社を早退したな。もしやと思い、ここに来て良かったよ」

「悪運の強い男ね」

「運も実力のうちさ。しかし、一報を聞いた時は正直驚いた。残念だよ。綾波君。秘書としてはなかなかのものだった

からねえ」

シンゴは二人のやりとりを唖然としながら聞いていた。

「い、一体どういうことなんだ。お義父さん。僕にはさっぱり分からない！」

　シンゴの疑問に答えたのは義父ではなくレイコだった。

「穂刈君。この男、実業家というのは表の顔。その実態は日本に巣食うスパイ組織『ブラックマンバ』の首領なのよ」

「ブラックマンバ？！」

「そう、国の内外で情報を集めては第三国に売っている悪の組織」

「これも事業の一つだよ。婿殿」バークレイは得意満面で胸をそらした。「情報はね、金になるのさ。私は商売人だ。

売ったり買ったりのどこが悪い」

「売るのは情報だけじゃない。人身売買にも手を染めているわ」

「はっ。世の中きれいごとだけでは生きていけないんだよ。綾波君。いや、Ｊ機関のスパイめ」

「スパイだって！」シンゴはあまりに意外な事実の連続に驚き呆れるばかりだった。

「そうよ、穂刈君。私は内閣調査室傘下の秘密情報部、その名もＪ機関のエージェント、綾波二尉。今まで騙していて

ごめんなさい」

「そうだったのか……」シンゴはまるで全世界がひっくり返ったような感覚を覚えていた。もうこの先何があっても驚

かないだろうとさえ思った。

　まだ疑問が残っていた。シンゴはバークレイに恐る恐る尋ねた。「アスカは……、アスカはこのことを知っているん

ですか？」

「いや、知らん」バークレイはあっさりと答えた。「あの子は私の裏の顔をまったく知らんのだ。あの子にだけは清廉

な人物と思われていたい。馬鹿な親だと思うなら、そう思っているがいい」

　実の娘には犯罪者としての本性を隠し続ける男。シンゴは妻が犯罪に関与していないことに安堵すると同時に、一瞬

バークレイに対し哀れみを感じた。



　バークレイは腕時計をちらりと見て、銃をしまった。「私には時間がない。もう行かねば。後はお前たちに任せる」

「こいつらはどう始末します？」眼鏡が訊いた。

「殺すな。特級の薬を打ってやれ。自分の名前すら忘れるぐらいのな。それからさらに薬漬けだ。後は例のルートに乗

せろ。婿殿も少しは金になるだろ」

　三人組は好色そうな目つきでレイコを見て笑った。シンゴは恐怖に駆られてがたがた震えだした。レイコはきつい目

でバークレイを睨んだ。

「シンゴ君、アスカのために君を家に帰すつもりだったが、予定は変わった。気の毒だが、君の存在は危険なのだ。ア

スカにはいずれ埋め合わせはしてやるさ。もう会うこともあるまい。綾波君、君もな。せいぜい長生きしたまえ。で

は、さらば！」

　バークレイは片手を挙げ、足取りも軽く出口へ向かった。やがて、彼が外へ去ると三人組の緊張が微妙に緩んだ。

眼鏡と大男が銃を構えながらレイコの傍に近寄って来た。

大男がいやらしい視線でレイコの体を舐め回す。「へへっ。いい体してんな、ねえちゃん」

「それに美人だぜ。上海の魔窟じゃ売れっ子になれるぜ」と、眼鏡が不気味に目を光らせて言った。「お前はいずれヤ

クなしにはいられない体になるんだ。ヤクのためならどんな恥ずかしいことでもやるようにな。けけけ。自分が誰だっ

たかも覚えちゃいねえ。性交しか能のねえ精液便所に成り果てるんだ。どうだ、うれしいか。ぐは。ぐははははは」

　下品に笑う眼鏡の口の端から実際に涎が垂れ下がった。老人はその後方から処置なしといった風情で眺めている。

「てめえもだぜ。穂刈さんよお」眼鏡は今度はシンゴにからんでいく。

「おめえもなかなかいい顔してるな。女みてえなよ。おめえみたいな男を好む変態も世の中にゃワンサといるんだ。な

あに、慣れればだんだん気持ち良くなるって。だがよ、括約筋が裂けて垂れ流しになるかもなあ。ぐっひっひっひ」

「お願いだ。頼む。止めてくれ」シンゴは目に涙を溜めて哀願した。そんなシンゴのみじめさが眼鏡にとっては嗜虐の

快感となっていくのだ。眼鏡の奥の目がぎらぎらと輝き、歯を剥き出してシンゴに迫った。

「おい、もういいかげんにしろ！」

　とうとう焦れた老人が叫んだ。大男と眼鏡が同時に振り返った。

　その刹那、レイコは跳躍した。

　鋭い蹴りがほぼ同時に男たちの銃を持つ手に炸裂した。たまらず銃は跳ね上がって空を舞う。泡を食った男たちの反

応は鈍い。間髪入れずレイコの上段回し蹴りが眼鏡の側頭部を刈った。眼鏡は意識を失い横向きに倒れる。大男がレイ

コに掴みかかった。だが、レイコは飛燕のような素早い身のこなしでそれをかわし、再び宙に舞う。

　裂帛の気合と共に強烈な横蹴りが大男の顔面を襲った。激しい衝撃に大男の顔面が歪んだ。だが、男は二三歩よろめ

いただけで、倒れない。

　あたっ、あたたたたたっ！怪鳥のような叫びをあげてレイコは目にも止まらぬ速さで突きを叩き込んだ。しかし大男

は防御の姿勢も取らずそれらを受け止めたのだ。さすがのレイコも攻撃の手を休めた。

「効かねえなあ」大男はにやりと気味の悪い笑みを浮かべた。「おめえの攻撃は軽いんだよ。今度はこっちの番だ！」

言うや否や、重量感のある突きを放った。レイコはさっと身を反らせてかわす。男はなおもパンチを振るって猛撃を仕

掛けた。フック、アッパー、様々なパンチがレイコを襲う。だが、レイコは軽やかに体を捻り動きまわって、それらを

悉く空を切らせた。攻撃に疲れたか、男はボクシングスタイルに身構えて間合いを計った。

「あなたのパンチは遅いわ。ハエがとまりそうね」

「なんだとお！」

　レイコの冷ややかな物言いに大男は怒り狂って猛攻を仕掛けた。レイコは絶妙の動きをもってそれらを外す。敵の動

きを見切ったレイコに反撃の時が来た。男のストレートを掻い潜って踏み込み、目を狙って指先を伸ばした突きを放っ

た。男は咄嗟に仰け反ってそれをかわす。だが、それは布石に過ぎなかった。次の瞬間、必殺の蹴りが男の股間を捉え

ていた。

「……………！！」

　大男は衝撃に声もなくその場に立ち竦んだ。すぐさまレイコは一気に間合いを詰め、猛烈な肘打ちを男の腹に叩き込

んだ。

　大男の口から泡が漏れた。気合一閃、跳び上がったレイコの体が空中で回転した。飛び後ろ回し蹴り。レイコのブー

ツが男のこめかみにめりこんだ。そして遂に大男は朽木が倒れるようにその場に横転した。そのままぴくりとも動かな

い。レイコは身構えて床に横たわる二人の男を見つめた。

「綾波、危ないっ！！」

　今まで隅でおろおろしながら戦況を見守っていたシンゴが叫んだ。レイコははっとして振り向く。が、一瞬遅かっ

た。

　老人が瞬時の内に間近に迫り、目にも留まらぬ突きを放った。腹と顎に三発の打撃が決まり、レイコはたまらず後ろ

向きに倒れたが、くるりと一回転して立ち上がろうとする。



　きええええっと奇声を発して老人は跳躍した。鋭い蹴りがレイコの顔面を襲う！レイコはかろうじて右腕でそれを防

御する。が、老人の膝が間髪入れずにレイコの顎を撃った。空中で二発の蹴りを繰り出したのだ。

　レイコの口から血が迸った。意識が朦朧となって遂に仰向けに倒れてしまった。老人はすぐさまレイコの体に馬乗り

になり、両腕を膝で抑えて動きを封じた。にたりと勝ち誇った笑みを浮かべた。

「ふっ。おまえのカンフーもなかなかのものだったが、わしには及ばぬ。わしはこう見えても大陸で九極拳を修めて

おってな、拳法でわしに勝てるものなどざらにはおらんのだ。あの世で修行しなおすんだな。では死ねいっ！」

　老人の親指がレイコの喉を圧迫した。苦しげな息の漏れる音が彼女の喉から迸った。レイコは激烈な苦悶の中、死を

覚悟した。

　その時、ぱん、という音が立て続けに二発、倉庫に木霊した。レイコの喉から圧迫が消えた。目を瞠るレイコの顔に

老人の胴体が覆い被さってきた。

レイコはもがいて老人の力の抜けた体をどけた。老人の胸には穴が二つ開き、そこからはどくどくと血が溢れ出して

いる。目はかっと見開いたまま動かない。老人が死んだことは明らかだった。激しく咳き込んだ後、体を起こして前を

見ると、片膝付いたシンゴが銃口から煙を吐く銃を両手で構えていた。床に落ちていたのを拾い、無我夢中で撃ったの

だ。シンゴは目を大きく見開き、滝のような汗を掻きながら、身動き一つしなかった。

「死んじゃった……。僕、人を殺しちゃった……」

　瘧に罹ったように震えながらシンゴは呟く。レイコは立ち上がり、床に伸びた他の二人を警戒しながらシンゴに歩み

寄る。

「穂刈君！穂刈君！」

　その声に気づいたシンゴはようやく銃を下ろし、レイコの顔を見た。床にべったりと尻を着いた。

「ありがとう、穂刈君。おかげで命が助かったわ」

「綾波。無事で良かった」と言いながらも、シンゴの顔には何の表情も浮かんでいなかった。

「時間がないわ。さ、立って」

　シンゴは答えなかった。うつろな目を宙に向けたまま、何事かしきりに呟いている。レイコはシンゴの前に立ち、悲

しげに彼を見つめた。

「無理もないわ。初めて人を殺したんだものね」

　レイコはいきなり座り込み、シンゴを思い切り抱きしめた。シンゴの頬にレイコの体温が伝わった。

「いいのよ。それでいいの。人を殺したんだもの。ショックよね。怖いよね？でも、あなたのしたことはとても素晴ら

しいこと。私の命を助けてくれたんだもの。誇っていいことなのよ」

　心のこもったその声に反応したか、シンゴの顔に生気が戻ってきた。わななく手から銃を放し、両腕でがっちりとレ

イコを抱きしめた。

「綾波、怖かった。怖かったんだ……」

「穂刈君……」

　レイコは顔をずらしてシンゴの唇を求めた。シンゴも当然それに応えた。

凄惨な争闘の現場に一時甘い空間が立ち現れた。

　レイコとシンゴはその辺に落ちていたロープで大男と眼鏡を縛り上げ、倉庫を出て、今はレイコの車で国道を移動し

ている。運転はレイコがしていて、助手席にシンゴがいる。

シンゴはようやく落ち着きを取り戻し、いつものシンゴに戻っていたが、表情は暗かった。そんなシンゴが長い沈黙

を破ってやっと口を開いた。

「で、どういう事なの？綾波、良かったら教えて」

「事の発端はバークレイが持ち込んだ人形にあるわ」レイコは真っ直ぐに前を見つめながら冷静に話を始めた。「あの

人形はね、穂刈君、只の人形ではないの。あの人形の胎内にはある重要な機密が隠されていた」

「機密？」

「そう。Ｎ２爆弾の設計図が！」

「Ｎ２爆弾だって！」

「そうよ。バークレイはあるルートからそれを手に入れ、極秘裏に日本に持ち込んだのよ。パリで仕入れたフランス人

形に仕込んでね」

「うちにはフランス人形がいくつもある。じゃ、あれらは皆、密輸の道具だったってことか！」

「おそらくそうでしょう。でも今回は誤算が生じた。あの中から図面を抜く前にアスカの手に渡ってしまったわ。バー

クレイもあせったでしょうね。例の二人に、あなたの留守を狙って人形を盗ませようとした。ところが二人は運悪くあ

なたと鉢合わせをしてしまった。そこで、あの眼鏡が会社に電話を入れたの。私はそれを盗聴していた」

「そんなことをしていたのか……」



「それが私の仕事よ。穂刈君。あなたの身に危険が迫っていると知った瞬間はさすがに動揺したわ。あなたを拉致する

場所はその電話で知ったの。私は仮病を使い会社を早退して連絡係に電話を入れ、準備を整えてあの倉庫へ向かった。

それから後はあなたも知る通り」

「連絡係の裏切りは予想外だったわ。人形はバークレイの手に戻ってしまった。もう第三者に設計図を売り渡してし

まったかも知れない」

　あの倉庫には人形の影も形もなかった。おそらくあの二人組は、先に人形を隣のバークレイ邸に置いてきたのだろ

う。

「そうなったら大変だね」

「図面の買い手は間違いなくチョルジョン共和国。あの国が大量破壊兵器を持ったら極東の軍事バランスはどうなる

か。

想像するだに恐ろしいわ」

　シンゴの背中を冷たいものが走った。自分はなんという国際事件に巻き込まれてしまったことか。レイコの横顔を

そっと眺めた。その目には強い意志と自信が漲っている。シンゴは初めてレイコの実相を見出したような気がした。

「あいつの秘書になったのは、あいつをスパイするためだったんだね？」

「ええ」

「じゃ、実家の借金とか、その……、あいつの女だって話は？」

「真っ赤なウソよ」

シンゴの顔にようやく笑みが戻った。「そうか。はは、良かった」

「ごめんなさい、穂刈君。私の身分を明かす訳にはいかなかったし、悪くすればあなたの身にも危険が及ぶわ。それ

で、あんな話をしてしまったの」レイコは紅い瞳をシンゴに向けた。頬にほんのりと赤みがさした。「でも、あの時

言った私の気持ちは……、本当だから」そう言ってすぐに視線を前に戻した。シンゴも顔を赤くしてダッシュボードを

見つめた。気まずい沈黙がしばらく続いた。

　そのうち、シンゴははっとして顔を上げた。「あ、そうだ！あいつ、今夜、自宅で人に会う約束があるって言って

た！」

　それを聞いたレイコは厳しい顔つきをシンゴに向けた。「それは何時に？誰と？」

「ええと、あれは確か……、午後１０時！遠くから来た客人だって言ってた！」

「今は８時４５分。それは多分チョルジョン共和国の人間だわ！急がなくては！」

　レイコは厳しい視線を夜の国道に向けた。アクセルを一層踏み込み、車は急激に加速された。闇の中をシンゴとレイ

コを乗せたスカイラインは一路バークレイ邸へ向けて疾走していった。

　レイコのスカイラインはバークレイ邸から程近い路上に停車した。レイコは銃を点検し、弾丸を補充した後、バック

パックを背負った。手帳を取り出し何かを書きつけ、破りとってシンゴに渡した。

「穂刈君、今、９時１２分。私はこれから奴の屋敷に潜入して図面を奪い取るわ。とにかく今は時間が惜しい。だか

ら、あなたにお願いがあるの。この紙に書いた番号に電話して。甲斐という人が出るわ。私の上司だから。状況を説明

して応援を頼んでほしいの。携帯はこれ」シンゴはレイコから携帯電話を受け取った。

「分かった。でも、綾波、大丈夫かい？あそこはセキュリティシステムが完備されているよ？」

「平気よ。伊達に二度もここに来てはいないわ。システムの中身は十分把握している。あなたはここで待っていて」

「うん、綾波。くれぐれも気をつけて」

「大丈夫。私を信用して。それじゃ」

　レイコはドアを開け外へ出ようとし、ふと動きを止めた。振り返ってシンゴを見る。座席に座り直し、いきなりシン

ゴの首を掴んで唇を奪った。湿った音が車中に響いた。

「さよなら、穂刈君」

　そう言ってレイコは素早く外へ出た。シンゴは無言で闇に溶けて行くレイコの後姿を見守った。まだレイコの唇の感

触が残る口にそっと指を触れた。

「さよならなんて寂しいこと言うなよ……」

　自然とそんな独り言が洩れた。そしてやおら携帯電話を開いてボタンを押し始めた。

　レイコはバークレイ邸の森の中を走っていた。目には暗視装置を着けている。数メートル前の進行方向に赤外線の線

が見えた。レイコはスピードを落とさずひらりとそれを跳び越えた。さらにもう一本。それもやすやすと跳び越える

と、前方にバークレイの豪壮な屋敷が見えた。一階の一室に明かりが点いている。レイコの記憶ではそこは応接室。

バークレイがいるに違いない。

　森の切れ目にある木の陰に身を寄せて、庭を望見した。背広の男が一人所在なさげに突っ立っている。見張りと見て



間違いない。レイコは傍らの小石を掴み、横へ放り投げた。

　男は突然森の方で物音がしたのに驚いた。不審そうな顔つきで胸から銃を取り出し、物音がした方へ歩き出した。森

が近づくとゆっくり慎重に歩を進めた。その後方に音もなく忍び寄る影があった。

　いきなり男の口が塞がれた。銃を持った腕は抱きかかえられたので、片方の手で口を覆った腕を掴むしかなかった。

クロロホルムの刺激臭が男の鼻を貫いた。一秒後には男の意識は失われ、重い体が土の上に横たわった。

　芝生に踏み込んだレイコはスピードを落とし、姿勢を低くして屋敷に接近した。屋外の警報装置はもうない。暗視装

置を外してバックパックに戻した。後は屋敷にどう潜入するかだ。

　レイコは真っ直ぐ庭の一角にある物置の前に立った。それはコンクリート造りの三坪ほどの平屋だ。電線が外に向

かって伸びている。バックパックから小さな鋼棒を取り出し、ドアの鍵穴に差し入れ、指先を繊細に動かす。やがてか

ちゃりと音がして、鍵が開いた。すべるように入り込み、ペンライトを灯す。雑多なガラクタには目もくれず、壁を探

してセキュリティ装置の制御箱を見つけた。

　電子戦は今のところ順調に進んでいる。レイコは物置を出て屋敷の一角に辿り着いた。窓から中を覗く。中は暗く、

何も見えない。記憶に残る間取りではここは納戸で、侵入するには絶好の場所だ。セキュリティ装置は現在無効になっ

ていて、どこをどうしようと警報が鳴る恐れはない。レイコは物置から盗ってきた脚立を窓下に据え、それに乗って窓

に正対した。バックパックから吸引装置を取り出し、窓の一角に貼り付け、さらにガラス切りで丸く線を描いた。

　どん、と吸引装置の頭を叩くと、ガラスに丸い穴が開いた。手を差し込んで内鍵を解除し、悠々と内部に忍び込む。

警報が鳴る様子は全くない。

　納戸のドアを開け、慎重に廊下を見た。赤いカーペットが敷かれた廊下には幸い誰の姿もない。レイコは密やかに廊

下にすべり出た。油断なく胸のホルダーから銃を取り出し、構える。廊下の端をゆっくりと進んだ。屋敷の中は物音一

つしない。時計を見た。９時３９分。十分間に合う。

　レイコは遂に応接室の前に達した。壁に背を付け、ノブを握った。一つ深呼吸をし、一気にドアを開けて中に踏み込

んだ。銃を真っ直ぐ前に突き付けた。

　バークレイがいた。オーク製の豪華な机の向こうに座っている。口をあんぐりと開けて、衝撃を受けたことがありあ

りと現れている。

「動くなっ！」

　レイコの気迫のこもった声が轟いた。バークレイは戸惑ったような顔で両手を挙げた。

　机の上にあるものがレイコの目を引いた。愛らしいフランス人形が横たわっている。

「驚いた……。君があそこから逃げられるとは……。どうやら私に見る目がなかったようだな」

「お前と話している暇はない。図面はどうしたっ！」

「もうここにはない。顧客に渡してしまったよ」

「嘘をつくな。引渡しはこれからのはず。まだ人形の中ね」

「そう思うなら調べてみたらどうだ？」

　レイコは銃口をバークレイに向けてゆっくり近づいた。部屋は広く、応接セットを越えても机まで３メートルも間が

ある。レイコがバークレイの正面に立った。バークレイは内心舌なめずりしていた。もっと来い。もっと近くへ……。

　レイコが一歩前に出た。バークレイの膝が僅かに上がった。それは机の裏側に隠されたボタンを確かに押し上げた。

　いきなり、レイコの足元から支えがなくなった。あっと思う間もなくレイコの体は落下していく。銃の引き金に掛

かった指が縮んで発砲した。銃声が響きわたる。だが、弾は机の前部に当たっただけで、バークレイにかすり傷を与え

ることもなかった。机の前の床には長方形の大きな穴が開いていた。

　落下中のレイコはその間が異常に長く感じられた。下は暗い。突然両足が地面に着き、衝撃が来た。胴体が強かに床

に叩きつけられ、数瞬、意識が飛んだ。気がつくと上の開口部が閉じていこうとしている。瞬く間にレイコは完全な闇

に取り込まれた。

　漆黒の闇の中、痛みを堪えて立ち上がった。幸い骨は折れていないようだ。床は柔らかく、多分マットが敷いてある

のだろう。罠に落ちた者に怪我をさせない配慮だろうか。腕を伸ばしてみると、すぐ壁に触れた。手をついたまま壁に

沿って歩く。角の数は四つ。角から角までの歩数で、およそ一辺が２メートル程の正方形をした檻だと推測した。ふう

とため息が出た。万事窮すか？いや、諦めてはならない。レイコは銃を握り締めて自分を叱咤した。こちらにはまだ武

器がある。銃の重みを頼もしく感じた。

　しゅーっという微かな音が頭上で聞こえ、レイコは俄かに緊張した。刺激的な臭いが漂ってきた。まずい、ガスが！

慌てて手で口を覆ったが、役に立たない。二三度激しく咳き込んだ末にレイコの意識は遠くなり始めた。ガスの噴出音

は止まない。レイコは腰から床に倒れ、「穂刈君」と呟いたきり、その場に眠りこんでしまった。



　穂刈シンゴは突然屋敷から聞こえて来た物音に動揺していた。あれは銃の音ではなかったか？レイコが発砲した？そ

う考える根拠は何もない。シンゴは生唾を飲み込んでバークレイ邸を見つめた。

　屋敷は静まりかえっている。シンゴの不安は頂点に達した。携帯電話で話した甲斐というレイコの上司は確かに救援

を約束した。だが、急なこととてすぐさま駆けつけることは不可能という話だ。できるだけ早く行くから頑張れ、と言

われた。

　警察は？いや、だめだ。バークレイと言えば名士の一人。いたずらと思われるのが落ちだろう。警官が一人ぐらい来

るのが関の山で、かえって自分とレイコを危険に陥れかねない。

　どうしよう、どうしよう。うろたえるシンゴだったが、時は無情に過ぎていく。時計を見る。９時５５分。直にバー

クレイの客がやって来る。と思った時、シンゴが乗ったスカイラインの横を黒塗りのベンツが通り過ぎた。その車は

バークレイ邸の前で減速し、左折して正門の前で止まった。少し間を置いて門が開き、ベンツはバークレイ邸に進入し

ていく。

　シンゴは必死になって推理した。銃声がしてからもう１０分は経つ。なのに客は予定通りにやって来た。屋敷の中に

はバークレイの部下が多数いるはずだ。誰かが客の方へ連絡を入れそうなものではないか。

　考えるより行動だとシンゴは思った。車を出て、屋敷の正門前に走った。格子状の門なので内部は覗ける。屋敷の玄

関には明かりが灯っている。ベンツは玄関の前だ。玄関ドアが開き、誰かが出てくる。現れたのは長身の男だった。あ

んな背丈の男はこの屋敷に一人しかいない。スティーヴン・バークレイだ！

　レイコは失敗したに違いない。どうする、どうする。シンゴは頭を抱えて正門前をうろうろする。

突然シンゴはヘッドライトの光を浴びた。見覚えのある車が近寄ってきた。真っ赤なポルシェ・カレラ。アスカの車

だ。

「アスカ、帰って来たの？なぜ？」

　思わずひとりごちたシンゴの前にポルシェが停まった。窓が開いてアスカが顔を覗かせた。

「アンタ、こんなところで何やってんの？」

「あ、これは別に……。アスカこそどうしたのさ。ずっと泊まりのはずだったろ？」

「ロケね。ロケなら中止ぃ」アスカは眉間に皺を寄せて不機嫌そうだ。

「中止……。ま、いいから入りなよ」

　アスカはリモコンで門を開けて、ポルシェを敷地に乗り入れた。シンゴは一人取り残される。

　アスカが帰って来た。僕は彼女の相手をしている暇なんかないのに。畜生、どうしたらいい？同じ敷地の中にアスカ

とレイコが……。ふいに抜群のアイデアがシンゴの頭の中に湧き出てきた。もしかしたらレイコを助けられるかも！シ

ンゴは一目散にアスカの後を追って走った。

「まったく、志村エリコのくそったれ！」

　家に入ったアスカは憤りも露にハンドバッグを投げ捨てた。シンゴはおろおろしながらそれを拾いに行った。

「あの、もしかしてドタキャン？」シンゴはバッグを持って苦笑いを浮かべながら訊いた。

「ふんっ。そうとも言うわね。あのクソ女。ちょっとアタシより若くて、人気投票でも上になったからってつけあがり

やがって。もう二度とアイツと共演なんかするもんか！」

　アスカは真っ赤になって腕を振り回し、怒り心頭の様子だ。いつもなら早々に退散するシンゴだったが、今はそうは

いかない。

「いやあ、大変だったねえ。アスカの仕事は人間関係が難しいよねえ。ところで……、いや、止めておこう。アスカに

これ以上心労を負わせたくない」

　シンゴは難しい顔をしながら奥へ行こうとした。アスカは怪訝そうな顔をして呼び止めた。

「ちょっと。何よ、今の。言いたいことがあるなら言いなさいよ」

「い、いや、いいんだ。まあ、お義父さんのことなんだけど。…おっと、しまった！」

　思わず口がすべったという感じでシンゴは口に手を当てた。アスカとしてはますます気になる。

「えっ、パパがどうしたって？早く言いなさいよ」

「あ、ああ。でもまずいなあ。後でお義父さんに怨まれそうだ」

「いいから言うのよっ！バカシンゴ！」

「分かった。言うよ、言うよ。実はね、綾波のことなんだけど……」

「レイコが！何よ。どうしたってのよ！」アスカは噛み付かんばかりにシンゴに迫った。

「今ね、お義父さんのうちにいるんだ」

「パパの？」

「うん。入っていくところを見たんだけど、それが実に親密そうでね。ぴったりくっついて。まさかあんなこと

を……」



「何よっ！何をしたのっ！」

「……お尻を撫で回したんだ」

「なんですってえ！！」アスカは衝撃に口をぽかんと開けたままにした。

「きっと今頃ベッドかな。うーん、来年になったら綾波をお義母さんて呼ばなきゃならないかもね」

　アスカにさらなる衝撃。あのレイコが義理の母親に……。

「シンゴッ。ついて来なさいっ！」

　アスカは大股で玄関に向かった。シンゴは内心喜び勇んでアスカの後を追った。

「でも、いきなり踏み込むなんて大人げないんじゃないかなあ」

「何言ってんの。アイツが妊娠でもしたらえらいことよ！なんとしても阻止しなくちゃ！」

　アスカは額に血管を浮かび上がらせてバークレイ邸へ急いだ。シンゴはその後を真剣な面持ちで走った。綾波、無事

でいてくれ、と強く祈りながら。

　バークレイはベンツで来た客、キム氏と応接間で向かい合っていた。応接セットにはワインが置かれ、今しがた乾杯

が終わったところだ。

「ふふ、これでお国の防衛体制も万全と言うわけですな。アメリカも、中国も、ロシアもお国に一目置くことになるで

しょう」

「わが国の安全に大いに寄与していただき感謝いたします」

　キム氏は小柄な五十過ぎの紳士だ。その精悍な目つきはいかにも海千山千という雰囲気を漂わせている。

「もう夜も遅い。早速それを見せていただきましょう」

「そうですな。しばらくお待ちを」

　バークレイは立って事務机まで歩いた。下の引き出しを開ける。例のフランス人形が入っていた。

　これは一種の外連といってよかった。客の前で人形から機密を引き出すところを見せたかったのだ。その人形に手を

掛けたその時。

『あ、お嬢様、困ります！』

『そこ、どいて！今すぐパパに会わせて！』

『お父上は今、お客様で……』

『その客が問題なのよっ。勝手に捜させてもらうわよ！』

　バークレイは呆然としてその声に聞き入った。なぜアスカが今ここに？むっとした顔つきになって引き出しを閉め

た。

「キムさん。ちょっとした問題が発生したようだ。申し訳ないが、しばらくお待ちいただけませんか？なあに。すぐす

みますよ」

　バークレイは引き攣った愛想笑いをキム氏に見せた。キム氏は憮然としつつも頷いた。

「どうぞ。いろいろと家庭の事情がおありのようだ」

　皮肉めいたキム氏の言葉にも作り笑いで応じて、バークレイは部屋を出た。出た途端、怒りに燃える視線を声がした

方へ投げつけた。

「パパ！パパ！」アスカは二階に上がり、真っ直ぐ父がいるはずの寝室を目指した。シンゴと執事もその後にぴったり

ついている。「パパ、いるの？！」アスカは寝室のドアを勢い良く開けた。

「あれ、誰もいないじゃない」

寝室の豪勢なベッドはきちんと毛布が掛けられていて、誰かが使った形跡もない。アスカはついさっきまでベッドで

戯れる父親とレイコの姿を想像していたのだが。

「だからそう申しました」年老いた執事が困り果てたという感じでアスカに言った。その後ろに人相の悪い背広姿の男

たちがやって来た。全部で５人、彼らはシンゴをきつく睨んでいる。組織の人間に間違いないとシンゴは感じ、寒気が

走った。

「アスカ、何をやっている！？」

　バークレイが不機嫌さも露に姿を現した。シンゴを親の仇のように睨みつけてこちらにやって来る。

「パパ、レイコはどこ？」アスカは負けていなかった。傲然と胸をそらしてバークレイに問い返した。

「レイコ？綾波君かね？そんなのはここにおらんよ」

「すみません、お義父さん。うっかりアスカに喋っちゃいました」

　シンゴは頭を掻きながら義父に頭を下げた。バークレイは戸惑いを覚える。

「何を言ってるんだ、君は？」

「お義父さん、まだ若いから、恋愛もしたいですよね？綾波を選ぶとはさすがにお目が高い」



「私と綾波君が？」

「ええ。今日、綾波と一緒に来たでしょ？仲が良さそうだったなあ。お義父さん、どうか綾波を幸せにしてやって下さ

い」

「ば、馬鹿を言うな！」バークレイは顔を真っ赤にして怒り叫んだ。

　アスカが二人の間に割って入った。「ダメよ、ダメよ！アタシは絶対認めないわよ。あんな奴と付き合うなんて。他

はともかくアイツだけは絶対ダメ！すぐ出てってもらうから」

「だから、おらんと言ってるだろう！」

「パパは嘘を吐いている。娘のアタシには分かるわ。家中捜させてもらいますからね！」

　アスカはさっと踵を返して向こうへ大股で歩いた。シンゴも早速後に続く。バークレイと５人の子分も仕方なく付き

従った。

「頼む、アスカ、もう止めてくれ」

「そんなにアイツがいいの？もしアイツとくっついたら、アタシ、出てくから」

「アスカ、お願いだ」

「シンゴ、アンタまでついて来なくていいわよ！」

「いや、僕がいないと、アスカが綾波に乱暴しそうでさ」

「ふん。勝手にすれば」

　アスカを先頭に男の一団がバークレイ邸の中を歩いていく。時ならぬ人探しでバークレイ邸は喧騒に包まれた。

　一同は遂に地下に下りて来た。二階から一階と見て回って来たが、レイコは発見できなかった。

「なあ、アスカ。もういいだろ？」

「ダメ。全部見なきゃ」

　バークレイは必死に宥めすかすが、アスカは歯牙にもかけない。屋敷の地下にもいくつもの部屋があり、探索の範囲

は広い。アスカは一つ一つ丹念に見て回った。そして、ある倉庫のような部屋の前に立った。後ろに立つバークレイは

天を仰いだ。

　アスカは勢いよくドアを開けた。

　レイコがいる。アスカは予想とあまりにも違ったレイコの姿に唖然とした。レイコは黒一色の服を着て、壁に両手を

広げた大の字姿で拘束されているのだ。頭を垂れてじっと静止している。気を失っているようだ。

「アンタ、何やってんの！？」アスカの大声にレイコが反応した。垂れていた頭が上がり、ぼんやりした目でアスカを

見た。「アスカ……？」さらにシンゴやバークレイの姿も認める。「穂刈君まで……」

「そうか、そういうことか！」シンゴが突然叫んだ。「お義父さん！ＳＭの趣味まであったんですね！」

「え、えすえむ……？」アスカが目を丸くして後ろを振り返った。

「何を馬鹿な！」バークレイが憤然として否定した。

「そうかあ、お義父さん、綾波をうちに連れ込んでこういうことをしてたんだあ！放置プレイですかあ！いや、人の趣

味って分からないもんですねえ！でも別に犯罪ってわけじゃないんだし、当事者がそれで幸せならいいんじゃないです

かあ！」

　機関銃のようにシンゴはまくし立てた。バークレイの怒りは頂点に達する。「なにおう！私にそ、そんな趣味がある

わけないだろう！」

　レイコの頭は素早く回転した。この場の状況とシンゴの策を飲み込むと、色っぽく、訴えかけるような視線をバーク

レイに送った。

「ああ、ご主人様。どうにかしてくださいまし」

　それを聞いたアスカは、仰天のあまり口をあんぐりと開けてレイコと父を見た。舌がもつれた。「ご、ご、ご、ご、

………」

「ご主人様、大勢に見られて恥ずかしいですわ。この人たちをよそへやってくださいな」

　唖然としていたバークレイがやっと反応した。「でたらめを言うな！この女狐！私はお前の主人じゃない！」

「汚らわしい！！」

　とうとうアスカがキレた。噛み付くようにバークレイに迫る。

「アタシ、パパを見損なっていたわ。こんな変態行為を、よりによってレイコ相手にするだなんて！恥ずかしいったら

ありゃしない！とにかくこの女が同じ敷地にいると思うだけでいらいらすんのよ！コイツをすぐに追い出して！でない

とアタシ、家出してパパに二度と会わないから！え、どうすんのパパ！」

　バークレイは窮地に立たされた。キム氏をいつまでも待たせて置くわけにいかず、さりとて綾波がスパイだとは死ん

でも言えない。ばらせばこれまで極秘にしていた裏の商売まで明らかになってしまう。そうなればアスカは自分をどう

思うだろう。アスカにだけは立派な父親と思わせていたい。



「何とか言って！！」アスカの甲高い叫び声がバークレイの神経を逆撫でする。歯噛みしながら考えこんでいたバーク

レイは、遂に頭を掻き毟って叫んだ。

「分かった！もうどうでもいい！おい、お前、綾波君を放してやれ！」

　後ろに控えていた子分に指示を下した。子分はあっけに取られてバークレイの顔を見直す。

「え、い、いいんですか？」

「構わん！拘束を解いてやれ！」

　子分は中に入り、しぶしぶ鍵を取り出してレイコの手首に掛かった枷をはずしていった。足首の枷もはずされ、遂に

レイコは自由の身になった。が、ガスの影響が残っているのか、ふらっとよろけてしまう。

「綾波、大丈夫かい！？」シンゴが慌ててレイコを支えた。レイコは感謝の視線をシンゴに向けた。アスカにとっては

面白くない場面だ。

「ほら、とっとと出てけ！マゾ女め！二度とうちの敷居を跨ぐんじゃないよ！」

「分かったわ、アスカ。ごめんなさい」

「ほら、さっさと行く！」

　アスカはレイコの背中を押した。バークレイの一党が後退りして道を開けた。シンゴがレイコに肩を貸して歩き、そ

の後をアスカが怒りの形相でついていく。

　距離を置いて後を追うバークレイが、傍の子分に耳打ちした。

「お前、綾波を尾けろ。仲間を連れて行け。適当な場所に来たら必ず殺せ。いいな？」

　目つきの悪い、いかにも凶暴そうな子分は無言で頷いた。

　シンゴ、レイコにアスカはようやくバークレイ邸の外に出た。レイコはガスの効果が抜けたのか、一人で歩いてい

る。バークレイやその子分たちは屋敷に止まり、ここにいるのは三人だけだ。

「アンタ、もう変態は止めてノーマルになりなさいよ。元同級生として恥ずかしいわっ」

「そうね。これからはあんなこと止すわ。会社も辞めてあの人とは別れる」

　道々、アスカは盛んにレイコに嫌味を言い、レイコは大人しくそれを聴いている。シンゴは苦笑いを浮かべながら見

守るだけだ。

「ところで、その変な格好は何よ？」

「ああ、これ。ごしゅ、いえ、あの人、女スパイを捕らえた秘密警察長官の役が好きなの」

　アスカは呆れ返って二の句が継げなかった。もう処置なしといった風情だ。そうこうするうちにレイコのスカイライ

ンがある場所まで来た。レイコは車に乗り込み、アスカに最後の挨拶をした。

「本当にごめんなさい。アスカのおかげで目が覚めたわ」

「ほー。それは何より。じゃ、二度と来ないでね。バイバイ」

「じゃあね。綾波」とシンゴは言い、レイコのバックパックを後部座席に置いた。あの倉庫の隅に置いてあったのを抜

かりなく持って来たのだ。一瞬片目をつぶって見せた。

「ありがとう。穂刈君」レイコは感謝の眼差しと微かな微笑みをシンゴに送った。アクセルが踏まれて車は発進した。

アスカとシンゴは並んでレイコが去り行くのを見守った。

　スカイラインが通り過ぎた瞬間、一台の車のライトが点灯した。狭い路地からすべり出たその車は、レイコの車の後

にぴったりと付き、ハイエナのように跡を追っていくのだった。

「いや、どうも長時間お待たせして、申し訳ない」

　バークレイは心からすまなそうにして応接室に入った。キム氏は苦虫を噛み潰したような表情で彼を見た。

「待たせるのも大概にしてほしいですな。直に日付が変わりますぞ。私も暇ではないんだ」

「返す言葉もありません。あんなハプニングがあるとは。娘にはほとほと手を焼いてまして」

「教育に失敗なさったようで。わが国では考えられない有り様だ。」

　バークレイは内心むっとしながらも愛想笑いを浮かべる。レイコが去った後も尾行の段取りに忙しく、時間を食って

しまった。ここは相手の機嫌を取るしかない。今後もいい取引先になるはずの顧客なのだ。

「なんと言われても仕方ありませんな。さて、早速取引とまいりましょう」

　改めて席に戻り引き出しを開け、人形を掴み出した。

「ほう、人形ですか」

「左様。これは本物のアンティークドールでして。値打ち物ですよ。税関もまさかと思うでしょう」

「面白い」

　バークレイは得意げに人形を持ってキム氏の向かいに座ろうとする。



　その瞬間、ドアが勢い良く開いて闖入者がなだれ込んできた。

「動くなっ！！」

　闖入者は拳銃をバークレイに突き付けた。その者の姿を見て、バークレイは凄まじい衝撃を受けた。

「綾波……レイコ！」

　それは、レイコだったのだ。

「馬鹿な！お前がなぜここに？」

「私の車を尾けたのは正解よね。でも運転していったのは私じゃない。Ｊ機関の同僚よ」

「何だって！」

「応援がぎりぎり間に合ったのよ。彼は私が車を発進してすぐに私と会い、私と運転を代わったの。今頃は他の仲間と

共にドンパチやっているはず」

「くそう！」

「屋敷を空も同然にしてくれて助かったわ。さあ、もうあきらめなさい！」

「私には外交官特権がある」と、キム氏は悠然と言い放った。

「バークレイさん。今回はめぐり合わせが悪かったようだ。私はあきらめがいいほうでね、今日は帰らせてもらいま

す。またの機会に。と言っても、あなたにはもう会えない公算が強いですな。それでは」

　キム氏はアタッシュケースを取り、悠々と立ち上がった。レイコとしては、悔しいが見送る以外にない。キム氏は立

ち止まってレイコを眺めた。「美しい。スパイにしておくのは勿体ない。こんな仕事は早く辞めた方がいいですぞ。女

の幸せを掴みなさい」

　レイコはほんのり頬を赤くして叫んだ。「早く行きなさい！」

「そうしましょう。では」

　キム氏は大物の風格を漂わせながら部屋を出た。後には顔を真っ赤にしたバークレイと、きっと彼を睨むレイコが

残った。

「人形を机に置いて。手を挙げて後ろに下がって」

　バークレイは言われた通りに人形を置き、立ち上がって後退りした。レイコは慎重に銃を向けながら机に近寄り、人

形を手に取った。

「それは高価なものだ。傷をつけないようにしてくれたまえ」

　レイコは人形を仔細に眺めた。首は付け根のところが回るようになっているようだ。中を確認したいところだが、

バークレイの動きも油断ならない。彼の目はまだぎらぎらと光り、何かを狙っているように見える。

「中の物を出せ。投げるから受取って」

　レイコは人形をバークレイに放り投げた。受取ったバークレイはにやりと笑った。

「中身は渡した後だ、と言っても信じないよな？」

「その手は食わないわ。先ほどの会話は聞いていたの。図面はまだそこにある」

「探す手間を省いたという訳か。私の負けだな」

　バークレイは人形の首に手を掛け、ぐいっと９０度捻った。あっさりと首は胴体から離れる。胴体にぽっかり開いた

空洞にバークレイは指を突っ込んだ。

　黒い円筒が現れた。それは直径３センチ、長さ１５センチ程の大きさをした金属性の筒だった。その中には恐るべき

大量破壊兵器の秘密が隠されているのだ。

レイコは応接セットが邪魔にならないように移動してバークレイと相対した。

「床に置いてこちらに蹴れ」

　バークレイはゆっくりとそれを床に置き、立ち上がった。

「こっちに転がして」

　バークレイは素早く足を動かした。だが、それは真横に吹っ飛んだ。思わずレイコの視線はそれを追う。

　悪の首領はその機を逃さなかった。人形を傾ける。すると小さな黒い玉が転がり落ちた。

　ばん、と玉は弾け、瞬間、物凄い光線がレイコの目を焼いた。

　視覚を奪われたレイコは何も出来なかった。爆発の瞬間目を瞑っていたバークレイが体当たりを浴びせてきた。衝撃

を受けたレイコはなすすべもなく床に倒される。バークレイの重い体がレイコに圧し掛かった。銃を持っていた腕を掴

まれた。バークレイは銃を掴み、もぎとろうとする。その力は強く、銃を奪われるのは時間の問題だ。

　あたあっ！気合と共にレイコの足が跳ね上がった。ブーツの先端がバークレイの後頭部にぶち当たった。バークレイ

はたまらず前のめりに倒れる。レイコは死に物狂いで体を捻った。視覚が戻ってきた。ようやく彼の重量から逃れパン

チを顎に叩き込む。

　バークレイはうっとうめいてレイコの腕を掴んでいた手を放した。レイコは体勢を立て直して銃を向けようとする。

だが、敵はまだ諦めない。



　バークレイの左足が素早く旋回した。その足先は過たずレイコが構えた銃を捉えた。銃は空を飛び、窓ガラスを破っ

て外に出た。

　スタングレネードの影響が残るレイコの反応はまだ鈍い。バークレイのパンチを顎に喰らった。不利と見たレイコは

床を転がって距離を取る。

　レイコは次の攻撃に備えた。だが、バークレイは立ち上がって部屋の隅に走った。そっちにはあの筒が転がってい

る。

　しまった、とレイコは思った。奴は筒を持って逃げる気でいる！慌てて立ち上がった時には、バークレイは筒を掴ん

で部屋を出ようとしていた。

　レイコはカモシカのように走った。ここで逃げられては祖国がまたも危険に曝されるのだ。廊下に出たレイコに物凄

い勢いで走るバークレイの後姿が見えた。レイコは必死に後を追った。

　廊下の終わりにドアがあった。それを開けると渡り廊下になった。行き先にあるのは純和風にしつらえた離れだ。

バークレイは普段そこで茶の湯などを催している。その場にふさわしい日本庭園を一通り見回したがバークレイの姿は

ない。レイコは離れに逃げ込んだと見て突進した。

　離れに入ったレイコはぐっと速度を落として慎重に進んだ。明かりが点いていて、ここにいるのはもう間違いない。

襖を開けた。広い畳の部屋がある。敵の姿はない。さらに奥に進んだレイコは次の間に通じる襖を開けた。

　上着を脱ぎ捨てたバークレイが床の間を背に仁王立ちしていた。彼が手にする物を見て息を呑んだ。日本刀だ。床の

間には鎧兜や刀が飾ってあるのをレイコは知っていた。敵はその刀を使おうとしている。

「良く俺をここまで追い詰めたな。綾波レイコ」

　彼は不敵な笑いを浮かべ刀を鞘から抜いた。

「俺はもう終わりだ。どこかの国へ高飛びすることにしたよ。この図面があればどこでも歓迎してくれるだろう。アス

カのことは残念だが、あの子も大人だ。克服するだろうよ。だが、その前に」

　バークレイは刀を大上段に構えた。

「お前を斬り捨てねば気がすまん。俺は剣道六段の腕だ。甘く見ないことだ」

　部屋中が殺気で満ちた。レイコはその中で静かに立っている。と、片方の手をバックパックに伸ばした。その手が掴

み出したのは長さ４０センチ程の丸棒を鎖で繋いだものだった。沖縄に伝わる伝統の武具、ヌンチャクである。

　バークレイはそれを見てせせら笑った。「ふん、面白いものを使うな。だが、俺にかなうものか」

　レイコは無言でヌンチャクを両手で前に突き出した。次の瞬間、気合と共にもの凄い速さで棒を回転させたのであ

る。ヌンチャクが鋭い音を立てて空気を裂く。右かと思えば左、左かと思えば右と、変幻止まることがない。バークレ

イは呆気に取られて棒の動きを目で追った。

　棒がレイコの脇に挟まり、動きが止まった。レイコは片腕を前に伸ばしてじりじりと間合いを詰めた。

　バークレイは剣を青眼に構え直した。こちらは微動だにせず戦機の熟するのを待った。

　両者の間合いが接近した。息詰まる緊張が頂点に達した。

「でえええええぇっ！！」

　咆哮と共にバークレイが斬りかかった。剣尖が真っ直ぐレイコの脳天に振り下ろされる！だが、レイコはすんでのと

ころでそれをかわし、逆に棒の先端でバークレイの胴を薙ぐ。バークレイは咄嗟に後退してそれを避ける。両者は再び

間合いを取った。

　レイコはヌンチャクを肩から後ろに廻し、片方の手で下の端を掴む。上と下、両方から繰り出せる体勢だ。

　レイコの足がじりじりと前に進む。バークレイが間合いに入ったと思ったその瞬間、ヌンチャクが剣めがけて振り下

ろされた。キン、と金属音を立てて剣先が沈んだ。レイコは目にも止まらぬ速さで間合いを詰め、上段に蹴りを放つ。

それはバークレイの顎を捉えた。が、ぐらっと揺れながらも剣を返して横に薙ぐ。

　剣はレイコの頭上を通過した。一瞬早く体を沈め両足でバークレイの足を挟む。たまらずバークレイは横転した。レ

イコが先に立ち上がった。だが、その腹めがけて必殺の突きが襲って来る！レイコは畳を蹴って跳び退った。

　バークレイは勢いに任せて立ち上がり、突進した。けだもののように喚いて剣をぶんぶんと振り回す。レイコは右へ

左へ跳び回り、あるいはヌンチャクで受け止めて、それらをかわす。

バークレイの猛攻は凄まじく、いつしかレイコを圧倒していた。レイコの背中が壁に突き当たった。後ろに逃げ場は

ない。バークレイはにやりと血に飢えた笑みを洩らした。

「死ねえっ！！」

剣が一直線にレイコの喉元を襲って来た。もらった、とバークレイは思った。がきっと音がして剣先はレイコの喉元

に止まった。

バークレイは我が目を疑う。レイコはヌンチャクを上下に構えている。その棒と棒を繋ぎ合わせる鎖の輪に剣の先端

が嵌り込んでいるのだ。

　レイコの奇声が迸った。右足が跳ね上がり、剣を持つバークレイの手を強かに蹴った。剣はバークレイの手を離れ宙



を舞う。次の瞬間、ヌンチャクが顔面に炸裂する。さらに上段回し蹴りが続けざまにバークレイを撃つ。素手になった

バークレイはたまらず後退して距離を取った。顔面は醜く腫れ上がっている。

　レイコはヌンチャクを捨て、とどめを刺さんと近づいていく。バークレイは拳を上げて拳法の構えだ。

　レイコには油断があった。敵に余力はないと思ったのだ。だが、バークレイはまだ死んでいなかった。

　雄叫びも凄まじくバークレイが突進してきた。重い突きが続けざまに放たれた。レイコはそれを胸に受け、後ろに飛

ばされる。

　バークレイが跳んだ。飛び蹴りがレイコを襲う！レイコもまた跳躍した。両者の蹴りが交差した。速さと高さでレイ

コが上回った。レイコのブーツはいち早くバークレイの顎を打ち抜いたのだ。瞬間、意識を飛ばしたバークレイは頭か

ら落ちた。妙な角度に首が曲がりぐきっと不気味な音がした。そのまま大の字に横たわり、ぴくりとも動かなくなっ

た。着地したレイコは片膝ついて彼を見守った。はあはあと肩で息をし、全身汗みずくになっていた。

　勝利を確信したレイコはバークレイの体を探った。ズボンのポケットから例の筒が突き出ていた。それを取り出した

レイコはその蓋を取って中身を抜いた。

　それは数枚の紙で、夥しい図形や複雑な配線、数式などが細かい縮尺でびっしり描かれている。レイコには意味不明

だったが、これが件の設計図であることは明らかだ。

　それらを元に戻してレイコは立った。表で数人の男が自分の名を呼んでいる。聞き慣れた声だった。仲間がこの屋敷

に来ている。襖を開けて庭に出た。庭は月明かりに照らされて明るい。見上げると満月が中天に掛かっていた。レイコ

は懐かしいものを見るようにしばしそれに見とれた。月がこれほど美しいと感じたことはかつてなかった。

　うららかな春の陽射しを浴びながら、穂刈シンゴは田舎の道を歩いている。その辺りは市街地からはずれ、林や草

原、里山などが豊富な、豊かな自然のある地域である。彼は手に大きな花束を持ち、その表情はどこか楽しげだ。ぱ

りっとしたジャケット姿はこの訪問が特別なものであることを物語っている。

　バークレイに纏わるスパイ事件が終息して三ヶ月が過ぎた。スティーヴン・バークレイは生きて逮捕された。しか

し、首に損傷を負い、下半身不随となって終生車椅子生活を余儀なくされた。当初、アスカの心労はひどく、声を掛け

るのもはばかられる有様だった。番組の降板が相次ぎ、タレント生命は事実上終わりを迎えた。にもかかわらずマスコ

ミは連日取材攻勢を続けた。

シンゴとの夫婦関係も破綻してしまった。ある朝、シンゴが起きると、食卓に一枚のメモが置いてあった。

『あたしはしばらく消えるから。あんたは好きに生きればいいわ。あの女とくっつきたければ、そうしたらいい。離婚

してもいいわよ。そのうち連絡する。バイバイ』

　それ以来、シンゴはアスカの声すら聞いていない。マスコミはアスカの行方不明の話題でまた賑やかになった。もう

しばらく世間はアスカとその父に関する話題で盛り上がることだろう。

　一方でシンゴとレイコの関係は一層親密なものとなった。この日から一月前のある晩、二人は遂に体を重ねた。シン

ゴは自分の下で嬉涙を浮かべながらあえぐレイコをたまらなく愛しく感じた。

　そうして今日の訪問である。行き先はレイコの家。シンゴは初めて自宅に招待されたのだった。レイコの両親は既に

亡く、レイコが一人受け継いで住んでいるそうだ。年中空けているから、掃除が大変だわ、と笑っていた。

　道の向こうに教えられたレイコの家が見えた。古いが住み心地の良さそうな家だ。シンゴはふと、そこで寝起きする

自分の姿を想像した。

　家に着き、ドアの横にあるインターホンのボタンを押した。ところが応答がない。シンゴはやや間を置いてもう一度

ボタンを押したが、家の中には何の変化もなかった。

「レイコさんならいないよ」

　突然後ろから声が掛かった。五十過ぎのおばさんだった。

「あたしは向かいに住んでるもんだけど。さっき女の人が訪ねて来てねえ、玄関先で１０分も話してたかねえ。それか

ら二人揃って出て行ったの」

　シンゴは深い胸騒ぎを覚えた。レイコの身に何かが起きたのではないか。

「それは、どんな女でした？」

「スカーフをかぶって黒眼鏡をしてたよ。若い感じだったね」

「それで、どっちの方へ？」



「この先の道を左に曲がってった。資材置き場しかないんだけど」

「ありがとうございます！」

　シンゴは不安に押しつぶされそうになりながら駆け出した。その女は誰だろう。まさか敵の残党では？様々な憶測が

シンゴの頭を駆け巡った。

　おばさんに教えられた通りに道を曲がり、シンゴは走り続けた。その辺りは鬱蒼とした杉林になっている。道の向こ

うは開けていて、そこが資材置き場なのだろう。シンゴはレイコの安全を祈りながら走りに走った。

　道の向こう、資材置き場の入り口に女が現れた。髪の色は蒼。レイコだ。黄色いトラックスーツを着ている。

「綾波いっ！」シンゴは叫んだ。だが、レイコはシンゴを見向きもしなかった。

　杉の木陰からもう一人の女が現れたのを見て、シンゴは愕然とし、立ち止まった。

　その女は長い金髪を垂らしていた。それが誰かは火を見るより明らかだ。すなわち、アスカ・バークレイ。アスカは

細身のジーンズに黒いＴシャツを着ていた。

「アスカ！一体何を……」

　シンゴは息せき切って二人に駆け寄る。もう少し、という所で、二人は声を放った。

「来ないで！」「来んな、バカ！」

　二人にそう言われては、シンゴとしては止まらざるを得ない。及び腰になり二人を見つめる。

「どうしてもやるのね？」

「やるわ！」

　いつもの冷静なレイコに対し、アスカの気迫は十分だ。

「あなたとやる理由はないわ」

「アタシにはあんのよ。あんな父親でもアタシには優しいパパよ。それを一生車椅子から離れられない体にしたわ。ア

タシはパパの仇を討つ！」

「それは仕方のないこと。あの時は私の命も危なかった」

「はっ！だったらアンタに戦う理由を作ってあげる。いい？高校の時、アンタが突然転校した理由、それはアンタの実

家が倒産したからよね？」

「その通りよ」

「あれはね、元はと言えばアタシがパパに頼んだからなの。アンタが邪魔だったから。パパはアンタの実家の取引先に

圧力を掛けてくれたわ。あそこと取引を止めないと、うちも取引を止めるぞってね。これが、アンタんちの倒産の理由

よ！ははは！どう、分かったでしょ！」

　レイコの表情が変わった。眉の付け根が上がり、瞳の奥にメラメラと怒りの炎が上がった。

「父はあの事件が元で還らぬ人となった。母も２年後には後を追った。そう。原因はあなたにあったのね」

「これほどのことを聞かされても、まだやらないと言える？」

「やってもいいわ。でもあなたにそれほどの実力があって？」

「ふん。じゃあ、これを見な」

　アスカはその場を離れて落ちていた板を一枚拾った。それを腕を伸ばして支え、はっ、と気合もろとも目にも止まら

ぬ突きを放った。

　板は真っ二つに割れた。にやりと笑ってレイコを見た。

「どう？伊達にアクション女優をやっているわけじゃないのよ。パパにもみっちり鍛えられたわ。さらにここ２ヶ月、

山篭りをして特訓して来たんだから」

「板は打ち返さないわ」

　レイコの返答は冷ややかだった。アスカはせせら笑って、レイコを広い方へ手招きした。

「二人とも止めてよ！」

　遠巻きに二人の会話を聞いていたシンゴはたまらず叫んだ。レイコはちら、とシンゴを見て答えた。

「何も言わないで、穂刈君。これはアスカと私の問題なの」

「黙って見物してりゃいいのよ。バカシンゴ！」

　シンゴはもう何も言えなかった。ただ、これから始まる宿命の決闘に立ち会うことで腹を括った。

　両雄は広い資材置き場の中央に向かった。そこは２０メートル四方はある空き地なので、立合いの場所としては申し

分なかった。

　アスカは空へ向かって突き、蹴りを入れ、準備運動に入った。レイコは柔軟体操で体をほぐし、同様に突きと蹴りを

点検する。そしてアスカがゆっくりと広場の中央に立った。ほどなくレイコがアスカに正対した。小鳥の鳴くのどかな

春の昼下がりに、そこだけが異様な緊迫の只中にあった。

　アスカが左手を前にして構えた。対してレイコは腰を落とし、ゆらゆらと両腕を回転させ迎え撃つ体勢だ。

　戦いは既に始まっているのだ。両者とも凄まじい気迫を込めて相手を睨み据える。



　アスカの両足がじりじりと小刻みに前に出る。迎え撃つレイコは寸分も動かない。

　両者の間隔が間合いに入ったと見るや、アスカが襲い掛かった。

「はあああっ！」

　顔面めがけて突きを放った。だが、レイコの腕が内側からそれを撥ね付ける。続けざまに腹へ、それをレイコは掌で

払う。上段回し蹴り。レイコは軽やかにステップしてそれをかわす。

　アスカは攻撃を止めない。下段に蹴りを放つ。と、その足は急激に角度を変え、上段に変化した。仰け反ったレイコ

の鼻先をかすめた。

「はいいいいっ！」

　アスカが跳んだ。顎を狙って蹴りを放つ。それをステップでかわしたレイコに二発目の蹴りが襲う。が、寸前、レイ

コの腕が蹴り足を払う。

　アスカは地面を這ったが、ただでは起きなかった。レイコの足めがけて素早い水面蹴りを放つ。しかし、それも空を

裂くのみ。レイコは大きく跳ねて後方に着地した。

　アスカは立ち上がり、肩で息をした。内心あせりを覚えた。これまでレイコはただの一撃も食らっていないのだ。対

するレイコは平然とした顔でアスカを見ている。

　むっとしたアスカはレイコに向かって猛進した。軽く突きを入れて上段へ蹴りの連打。前から横から、上へ下へ、猛

烈な蹴りがレイコを襲う。レイコはそれらをいなし、払い、悉く外していく。そして、アスカが上段蹴りを放つと見る

や、回転して下段に蹴りを入れた。

　軸足を払われたアスカはどうと倒れる。だが、レイコは追撃をしなかった。

「来なさい」

　倒れたアスカに指先で手招く。悔しさに眉を怒らせたアスカは、立つと見せていきなりレイコの左足を掴み取った。

　ぉあたっ！気合と共にレイコの体が宙を舞い、後方に回転する。瞬間、レイコの右足はアスカの顎を蹴り上げた。ア

スカはたまらず尻餅をつく。軽やかに着地したレイコは、呼吸も乱さず構えを取る。

アスカは歯噛みしながら一計を案じた。レイコを無視してその場を離れ、木の根元に置いたバッグめがけて走った。

レイコはきょとんとしてそれを見守る。アスカはバッグに手を突っ込んで光るものを取り出した。その正体を知ったレ

イコに緊張が走った。

　それは甲に四本の鋭いナイフを取り付けた厚手の手袋だったのだ。ナイフの刃渡りは２０センチはある。アスカはそ

れを右手に装着した。アスカの右腕が四本の長い爪を持った兇器に変身した。

「決闘の場にそんなものを持ち込むとは。見下げたものね」

「うるさいっ！勝てばいいのよ勝てばっ！」

　大股でレイコの前に戻ったアスカは直ちにレイコに突進した。レイコは動きを変えざるを得なかった。今度の拳は触

れれば切れてしまうのだ。

　アスカは右腕を振るってレイコに襲い掛かる。変わった間合いに必死にそれをかわすレイコ。アスカの攻撃は休むこ

とがない。ナイフを警戒するあまり蹴りの防御がおろそかになった。太股にアスカの蹴りをもらう。右足がびりびりと

しびれる。アスカは右腕を突き出すと見せて回転し、左の裏拳をレイコの側頭部に入れた。さらに腹部へ鋭い廻し蹴り

を叩き込む。これももろに食らってしまい、顔を顰めたレイコの腹にアスカの右腕が襲う！かろうじて跳び退り、かわ

したかに見えたレイコだったが、横腹に鋭い痛みを感じた。

　スーツの横腹の部分が切れて血が滲んできている。レイコはそこを押さえて傷口の状態を探った。アスカは勝利を確

信してにやりと笑い、レイコを眺める。

　傷の具合は思ったほどではなさそうだ。皮一枚が切れたといったところだ。レイコはアスカを睨みながら血に汚れた

指先を舐めた。

　レイコの脳裏に昔習った師父の言葉が甦った。『考えるな。感じるのだ』

　そう、感じなければ。両手を前で合わせ、目を瞑ったレイコは深く深呼吸をした。そして再び目を開け、アスカと向

き合った。

「お待たせ」

「何？まだやる気？参ったすれば許してやろうかと思ったけど、どうしても死にたいらしいわね。いいわ。死になさ

い」

　アスカはグローブを嵌めた右腕を前にしてじりじりと前進した。と、レイコの両足が軽やかに跳ねた。前後左右へ止

まることがない。アスカは見慣れない動きに戸惑った。レイコはステップも軽く跳ね回る。アスカは一気に距離を詰

め、蹴りを放った。レイコは軽くそれをあしらう。続けざまに右手を突き出す。だが、レイコは余裕を持ってそれを避

ける。

　レイコはアスカを中心に円を描いていた。アスカは錐のようにそれを突き破ろうとする。

　危険極まる攻防は果てしなく続いた。アスカの動きが落ち始めた。それでもなお前に出ようとする瞬間、レイコの蹴



り足がアスカの膝を打った。アスカは前に出る機先を制されたのだ。今のは偶然よ。痛みを堪えながら再び踏み込む。

だがレイコの電光のような蹴りが脛に入った。アスカは遂にバランスを崩した。その機を逃さず、レイコが踏み込む。

　ぉあちゃあああっ！！怪鳥の叫びを発したレイコの素早い回し蹴りがアスカの顎を撃った。間髪入れず後ろ回し蹴り

がアスカの首を刈る！アスカはとうとう横向きに崩れ落ちた。

　頭を振り、ダメージを払おうとするアスカ。レイコはじっと身構えてアスカの出方を待つ。

　アスカの口が切れていた。レイコに蹴られた足も痛む。だが、アスカは執念で立ち上がり、身構える。その目は未だ

らんらんと猛禽のような光を湛えている。

「まだやるの？」

「当たり前でしょう。死ねえっ！」

　電光のようなアスカの動きだった。ナイフの先端がレイコの顔めがけて襲い掛かる。速い！レイコは首をずらしてか

ろうじて避けた。蒼い髪が二三本切れて飛んだ。乾坤一擲の打突をよけられたアスカの隙は大きかった。必殺の突きが

アスカの鳩尾に食い込む。たまらず前かがみになったアスカのこめかみにレイコの肘打ちが決まる。

　強烈な打撃を食らったアスカの足元が乱れた。はちゃああああああっ！！絶叫と共にレイコは空中で回転した。紫電

一閃、ブーツの踵が非情にもアスカの延髄を打ち抜いた。

　アスカの目は何も見ていなかった。前のめりに地面に倒れ込み、そのまま動かなくなった。レイコは荒く息をしなが

らアスカを見つめた。

　あなたの負けよ。アスカ。レイコは構えを解き、体の力を抜いた。その顔は何故か悲しげに歪んでいた。

やがてそっと膝を折り、アスカの体に手を掛け仰向けに横たえた。右手からグローブを外し、胸の上に置いた。アス

カの首筋に触り、脈を見る。力強く打っている。大丈夫、死んではいない。レイコは大きく安堵のため息を吐いた。

　シンゴが駆け寄って声を掛けた。「お見事！」

「馬鹿言わないで！」レイコの声は怒気を孕んでいた。

「私もアスカも抜き身の刀のようなもの。刀は鞘に収まっているべきだわ。穂刈君。あなたは鞘に収まっていなければ

だめよ」

「綾波が何を言ってるのか、良く分からないよ……」

「行きましょう。救急車を呼んだ方がいいわ」

　レイコは立ち上がり、シンゴと肩を並べて歩き始めた。

「お腹の傷は大丈夫？」

「平気よ。心配しないで」

「それにしても綾波は強いなあ。僕はしみじみ感心しちゃったよ」

「ブルースと呼んで」

「へ？」

「……何でもないわ」

　何故かレイコの顔は赤い。シンゴはレイコの言葉の意味が分からず首を捻るばかりだった。

　ううん、とうめいてアスカは上体を起こした。グローブが傍らに落ちた。負けを自覚したアスカだったが、不思議と

気分は悪くなかった。

見回すとその場には誰もいない。道の方に目をやると、遠くレイコとシンゴが歩み去っていくのが見えた。アスカは

あぐらをかき、二人を見送る。自然と言葉が洩れた。

「綾波レイコ。あの女の行く手にはこれからも多くの敵が待ち構えているに違いないわ。だけど、あの女はきっと勝ち

続け、生き残るのよ！」

終


