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千曲川はその名称通り何度となく曲がって犀川と合流し、日本一長い信濃川になる。犀川は渓谷

を流れ、その流れの速さからいたるところにダムが造られていたが、千曲川はただひたすら平ら

なところをゆっくりと流れていた。千曲市は更埴市と戸倉上山田町が合併して、新しく誕生した

市である。東と西に山があり市の中心に千曲川が流れていた。　

千曲川と平行して走る国道十八号線を軽井沢方面に走り、打沢の交差点を右折すると、勤務先の

千曲中学校がそこにあった。校舎周りには沢山の樹木が植えられ、校舎に当たる日光を和らげて

くれる。合併後改築された校舎は新しく、壁には肌色のモルタルが塗られ、屋根にはオレンジ色

の瓦が敷き詰められていた。それはまるでヨーロッパのリゾートホテルを思わせる建物のような

趣があった。

建物を上空から見ると口形になっていて、県道に面した南側が二階建てで、職員室や保健室の

ある建物になっている。北側は三階建てで、教室にあたる建物があり、東と西は渡り廊下で繋が

っていた。中庭には旧校舎にあった瓢箪型の池がそのまま残され、中庭や職員室前にも樹木が植

えられ、業者によって綺麗に手入れされていた。　　

菱来誠はエスクードを職員駐車場に停めると、黒革の分厚い鞄を持ち職員室に向かった。シ

ルバーメタリックの車には、生徒が悪戯したと思われる、線状の傷が彼方此方に付いていた。こ

の学校に赴任して直ぐに新車を購入したのだが、学校に乗ってきたその日に、もう釘で引っかい

たような傷が、フロントフェンダーからリヤのテールランプまで、真直ぐ線が引かれていた。こ

のときは流石にショックで暫く立ち直れなかったが、一週間も経たないうちに傷は数箇所に増え

ていた。

校内に植えられた樹木に止まった蝉が耳障りに鳴いている。薄らと額に滲み出た汗を、背広の

ポケットから取り出したハンカチで拭くと、職員室に向かい歩き出した。

菱来は名古屋の私立大学を卒業し、長野県の中学教師なって今年で二十二年になる。受け持ち科

目は社会科で、授業中よもや話をする訳でもなく、生徒にはあまり評判のいい先生ではなかった

。誰が付けたか〈はながみ〉という渾名が付いていた。蓄膿症気味のため、ところかまわずポケ

ットからティシュを取り出し、鼻をかむのでこんな渾名が付いたのだろう。前の学校では〈銀

バエ〉という渾名が付いていた。〈はながみ〉という渾名が何で付いたか直ぐに理解できたが、

どうして〈銀バエ〉という渾名が付いたのか分からなかった。結局卒業式の日学級委員を捉まえ

訊いたところ「先生は僕たちが掃除の時間ふざけて遊んでいるときとか、何かしているときいつ

の間にか後ろにいるので銀バエという渾名が付いたんです」と笑って教えてくれた。なるほどと

自分でも思い当たることがあり苦笑した。

　社会科は授業をまったく聞いていなくても、教科書を丸暗記すればそれなりに点が取れる教科

である。真面目な生徒や歴史、地理などに興味ある生徒は授業に耳を傾けるが、そうでない生徒

は隣同士で話をしたり、メールの遣り取りをしたり、各自勝手なことをしていた。校則では携帯

電話を学校に持ってきてはいけない決まりになっているが、菱来が受け持つ二年三組は誰もこの



電話を学校に持ってきてはいけない決まりになっているが、菱来が受け持つ二年三組は誰もこの

校則を守っている者はいなかった。菱来は授業中それらを目にしても、生徒に対して強く注意指

導することはなかった。生徒たちが授業を中断させるほど、大声を出したり、暴れたりしない

限り、多少の遊びは大目に見ていた。それは生徒の方もよく心得ていて、厳しい先生の前では同

じなことを行なわない。菱来の前だから安心してメールの遣り取りもできるのである。偶に生徒

同士話が盛り上がって、声が大きくなることもあるが、そのときは「少し静かにしなさい」と言

うくらいで、目くじらを立てて怒ることはなかった。

　どこの社会でもルールがあり、人はそれに従って生活していく。それでもそのルールを外れる

者はどこの世界でも必ずいて、自分勝手な行動をとる。学校の中の決りはそれほど厳しいもので

はないが、彼等が社会へ出ていく過程に於いて、ここでの決りを守らせるのが教師の務めでは

ある。しかしそのようなことに一々神経を使うのは、疲れるだけだと常々感じていた。

　千曲中学校は三クラスあり、近くにある千曲小学校の生徒がそのまま繰り上がるだけで、小学

校も中学校もまったく同じ顔ぶれの生徒だった。クラスの編成替えはあるものの、他の学校から

生徒が来ないため、生徒にとって中学生になったという実感はあっても、あまり代わり映えしな

い学校生活だったに違いない。

　菱来は比較的身長もあり、がっしりした体格をしていた。髭が濃く剃刀で剃っても青く痕が残

ってしまう。以前は入浴時にＴ字剃刀で剃っていたのだが、一晩経つともう伸びているので、最

近は専ら朝電気剃刀で剃ることにしていた。

　実家は長野県の南端飯田にあり、妻が飯田市内の病院に入院していたが、菱来自身が希望し単

身で北信に転勤してきた。両親は既に他界しており、身内は入院中の妻と東京に嫁いだ姉だけで

ある。

現在はこの中学から車で十五分ほどの、篠ノ井の教員住宅に居住していた。中学、高校、大学と

少林寺拳法を遣っていたが、教員になってからは道着に袖を通したことはなかった。学校では柔

道部の顧問になっているが、もう一人の若い教師が一生懸命遣ってくれるので、ごく希に顔を出

すものの、あまり顧問としての役割を果たしていないのが実情である。

週末は妻が入院している飯田の病院に行くため、どうしても部活は疎かになってしまう。教師に

対する遣り甲斐も生き甲斐も持てず、ただ毎日が変化なく漠然と過ぎていくように思われた。
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　プーという甲高いインターホンの音で目を覚ました林原幸雄は、ベッドの上に上体を起こす

とゆっくり伸びをした。室内の空気を胸いっぱいに吸い込むと、ベッドを抜け出し階段を下りリ

ビングに向かった。

「おはよう」

　リビングでは既に父の明彦がソファーに座り、新聞を読みながらテレビを観ていた。

「おはようございます」父に挨拶すると、ダイニングの対面キッチン前に備え付けられたテーブ

ル前に座った。醤油指しを弄んでいると、母の美佐江が朝食をテーブルに並べた。納豆と目玉焼

きと味噌汁。朝のメニューは目玉焼きの部分が変わることはあるが、略納豆は毎日出された。

　現在中学二年生の幸雄は小学校低学年のときアトピーになり、美佐江は本で読んだのか、ア

トピーには動物性たんぱく質より植物性たんぱく質の方がいいと言い、納豆や豆腐を頻繁に食べ

させるようになった。皮膚科に通い始めて、小学校五年生頃には症状がすっかり快然した。それ

でもあれだけ食べさせられたにも拘らず、不思議と納豆を嫌いにならなかった。

　幸雄の朝食は小学校までパン食だったが、中学校に入ってからは和食に変更した。中学一年生

の冬休みが終わり、三学期が始まった頃、給食を食べ終わった後、用を足したくなり男子便所に

駆け込んだ。毎日掃除しているにも拘らず、アンモニア臭が鼻につく男子便所は、どこにでもあ

る公衆便所と一緒で、小便器が六つと大便用の便器が三つ備えられていた。大便用の便所は男子

便所の一番奥にあり、幸雄は頭の中で迷いながら一番奥の便所に入った。

用を足し終えトイレットペーパーで尻を拭いていると、誰か特定できないものの、男子生徒等数

人の話し声が近付いて来た。そのため幸雄は便所を出る機会を失ってしまう。彼等が出るまでこ

こで暫く待つことにした。というのも小学校時代から、男子は大便所へ入るのをタブー視されて

いた。学校で大便をすることは、まるで罪を犯しているような目で見られる。幸雄も以前同じク

ラスの気の弱そうな者が、学校の便所で大便をして、からかわれているのを目にしたことがあ

った。そのようなことがあり、学校では極力大便をしないように気を付けていた。

大人にとってはたいした問題でないが、子供にとってはとても深刻な問題だった。男子生徒たち

はどんどん此方に近付いて来る。息を凝らしじっと待っているしか術がなかった。靴底のゴムと

床のタイルの擦れる音が近くで止まると、一人の男子生徒が「おい一番奥の便所に誰か入ってい

るぞ」と言い出した。

「まじかよ」一人の生徒が幸雄の入っている便所の前まで来ると、コンコンと戸をノックした。

おそらく彼等は幸雄が入っている便所だけ、きっちり戸が閉まっていたため、中に誰かいるので

はないかと推測したに違いない。幸雄は息を止め気配を消すように努力した。再びコンコンと誰

かが戸を叩いた。

「おい俺の膝貨してやるから、ちょっと中を覗いてみろよ」

　幸雄は慌ててパンツとズボンを穿き立ち上がった。それと同時に、便所の上四十センチほど開

いた隙間から、一人の男子生徒が此方を見ている。それは同じクラスの三橋だった。



いた隙間から、一人の男子生徒が此方を見ている。それは同じクラスの三橋だった。

「林原がうんこしているぞ」

　隙間から顔が消えると三橋が大声で怒鳴った。幸雄は覚悟を決め、ズボンのバンドを締め便所

から出ようとすると、いきなり便器ブラシやデッキブラシが、頭上から降ってきた。急いで便所

の戸を開けると、三人の男子生徒が走り去る姿が目に入った。　

暫くその場所で呆然と佇んでいた。教室に戻ると三橋は既に席に着き、他の生徒と話をしている

。もう学校では大便をすることができない。このようなことがあったため学校で大便をするわけ

にいかず、朝無理をしてでもお腹のものを出していかなければならなかった。朝便意を催すのは

パンより御飯のほうがいいと判断し、実際和食にしたところお通じがよくなった。習慣というの

は恐ろしいもので、朝用便をする習慣を身体が覚えると、土日や祝日になっても朝になると用を

足したくなる。

学校の便所で用便をし、掃除道具を投げ込まれてから、一年以上が過ぎようとしていた。その日

の朝はお腹の調子が悪いのか、便所に入ってもヤギのような小さな丸い便が二つ出ただけで、後

はいくら踏ん張っても大便はそれ以上出なかった。

この朝の大便の出が悪かったこれだけのことが、幸雄の人生の歯車が少しずつ狂い始めるのを、

今の幸雄は知る由もなかったであろう。

幸雄は身長も低く痩せていて、あまり運動も得意でない。勉強のほうも中の下辺りを行ったり来

たりというくらいで、気も弱くあまり親しい友達もいなかった。それでもたった一つ誰にも負け

ないものがある。それは絵を描くことだ。この学校の美術部に所属していた。授業中は先生の話

を殆ど聞かず、授業の隙をみてノートの後に漫画を描いていた。今の幸雄にはまだストーリーは

思いつかないが、将来は漫画家になりたいと夢を抱いていた。

朝何かすっきりしないまま学校に登校した。その日は木曜日なので昼はソフト麺だった。幸雄は

食が細いほうなので、麺類はありがたい。パン給食のときは半分近くパンを残すのだが、ソフト

麺は喉越しも良く残さず食べることができた。しかしそれがいけなかった。給食が終わり暫くす

ると、お腹が重たくなり便意を催してきた。まずいと感じ我慢しようとすると余計に便意が強

くなってくる。

午後の授業があと五分で始まるというとき、どうしても我慢できなくなり、前傾姿勢の内股で便

所に向かった。男子便所に入ると、洗面場に四人の男子生徒が屯していたため、中に入るのを諦

め体育館横にある便所に向かった。鉄筋コンクリート造り三階建物のそれぞれの階に便所があり

、幸雄たち二年生は二階便所を使用していた。　　

一年生は一階、二年生は二階、三年生は三階とそれぞれ使用場所が決められていたため、幸雄は

少し距離があったものの、体育館横の便所を使用することにした。体育館横の便所は校舎に併設

されている便所より幾分小さなつくりになっている。体育館横の男子便所に入ると、二人の青い

体操着を着た男子生徒が小便をしている最中だった。ここで便所に入らなければ確実に漏れてし

まう。しかし男子生徒がいる中で大便所に入るわけにもいかず、何気なく廊下側から女子便所を

窺うと誰もいなかった。幸雄は迷うことなく女子便所に駆け込み、一番奥の便所に入ってドアを

閉めた。そしてズボンとパンツを同時に下ろししゃがんだ瞬間、怒涛のごとくお腹の中のものが

外に排泄された。今までの苦痛が嘘のように解放され、すっきりした気分ちになった。幸雄は二



十五メートルプールを泳ぎきることはできなかったが、プールを横切る十メートルならなんとか

泳ぐことができた。息継ぎをせず必死に十メートルを泳ぎやっとプールの向こう側に着いた心境

と今の気持ちは似ていた。

何とか間にあったという安心感から、自分が今女子便所にいることをすっかり忘れていた。ト

イレットペーパーで尻を拭きパンツとズボンを穿きバンドを締めると、何の躊躇いもなく便所の

戸を開けた。

「キャー」

　女子の姿を確認する前に、女子の悲鳴が先に耳に飛び込んできた。幸雄より五メートル先に、

エンジ色の体操着を着た女子生徒が立っていた。ここが女子便所ということをすっかり忘れて

いた。幸雄は放心状態のままそこから動けなくなっていた。

　ほんの僅かな時間の間に、女子生徒の悲鳴を聞きつけ、男女合わせて沢山の生徒が砂糖に群が

る蟻のように集まってきた。幸雄を見て悲鳴を上げた女子生徒自身、このことに非常に驚いてい

るようだった。

「三組の林原じゃねえか。何でこんな所にいるんだよ？」

　集まってきた体操着姿の生徒は皆、隣クラスの二年二組の生徒だった。

　駆けつけた男子生徒に取り囲まれると、二年二組の中で最も体格のいい生徒、郷田淳がいきな

り幸雄の腕を取り、強引に職員室まで連行していった。幸雄はその行動に一切さからうことがで

きず、郷田のなすがままになっていた。郷田は満員電車で、痴漢でも捕まえたように張り切って

いる。その後を七・八人の男子生徒が興味本位でついて来た。郷田は職員室のドアを開けるとい

きなり「三組の林原は体育館横の女子便所を覗いていました」と大声を張り上げた。それぞれの

執務机に着いていた先生たちが、一斉に幸雄たちに視線を向けた。最悪の状況になってしまった

。大便が我慢できなくなり、男子便所に入りづらかったから、女子便所を借りただけなのに、い

つの間にか女子便所を覗いていたように言われてしまった。

　幸雄はどちらかというと、引っ込み思案のおとなしい性格の少年だったため、反論しようにも

言葉が出てこない。幸雄が職員室の入り口に呆然と立ち尽くしていると、窓際の机で執務してい

た担任の菱来が、立ち上がり幸雄たちの前まで来た。

「郷田と林原、ちょっと社会科準備室まで来なさい」そう言うと菱来は二人を連れ、社会科準備

室へ向かった。

　社会科準備室は職員室の直ぐ隣にあり、細長い場所に地図や年表が所狭しと置いてある狭い部

屋だった。この中学には三人の社会科教師がいて、この倉庫のような狭い部屋に三つの執務机が

置いてある。菱来が生徒二人を連れてきたときは、社会科準備室には誰もいなかった。菱来は自

分の椅子に腰掛けると、二人の生徒に空いている椅子を勧めた。郷田は何の迷いもなく椅子に座

ったが、幸雄はその場に立ったまま椅子に座ろうとしなかった。

「林原取り敢えずそこに座りなさい」

　幸雄は渋々菱来の勧めた椅子に腰掛けた。

「林原どうしたんだ？詳しく説明してみろ」

　菱来の顔は非常に穏やかだった。

「林原は女子便所を覗いていたんです」



　郷田は横から口を挟んだ。

「郷田お前には訊いていない。口を挟むな」

　いつも何となくいい加減そうな菱来の目が鋭くなった。郷田はしゅんとして下を向いた。

「林原、何があったか正直に事実を言ってみろ」

　菱来は覗き込むように幸雄を見た。

　幸雄はもじもじしながら「男子便所でうんちをするといじめられるので、誰もいなかったため

仕方なく女子便所でうんちをしていただけです。それを女子に見られ大声を出されたんです」と

打ち明けた。

「嘘をつけ」

　郷田が横から茶茶を入れた。

「郷田お前には聞いていない。黙っていろ。今俺は林原と話しているんだ。人の話の腰を折るな

」

　突然菱来の大声で、郷田だけでなく幸雄までが身体を小さくした。

「だって・・・・・・」

「郷田、お前は林原が女子便所を覗いているのを、実際に自分の目で見たのか？」

「いえ見ていませんけど、林原は女子便所にいたんです」

「お前は見てもいないのに憶測で林原を犯人扱いにしたのか？それがいつものお前の流儀か？見

てもいないのにいい加減なことを言うな。自分勝手な判断で人を陥れるところだったんだぞ。お

前には話しを訊く必要がなさそうだな。後は俺が林原に事情を訊く。お前はもう授業に戻れ」

　そう言われると、郷田は渋々社会科準備室を出て行った。菱来はそれほど幸雄に対して腹を立

てているようには見えなかった。でも何でこんなことになってしまったのだろう。学校で大便を

することが、そんなにいけないことなのだろうか。誰が、いつから言い出したのか。学校で大便

をしているのを知られたら、その日からその人は大便と同等の存在にされてしまう。

　その日から案の定幸雄は〈女子便所男〉という渾名が付けられたが、男が言いにくかったから

なのか、渾名はやがて〈女子便所〉になった。十日もすると嫌がらせをされるようになってい

った。　

いじめられるのは今回が初めてではない。小学校のときは〈もやしっ子〉とからかわれ、雪合戦

のときは雪玉に石を入れ投げられたこともあったが、それらはごく一部の者で継続性はなかった

。少し我慢すれば何とかやり過ごすことができた。今のところ身体に対して直接手を出してくる

ことはなく、殆どが精神的な嫌がらせである。それでも幸雄は学校を休まなかった。そのときは

まだ担任の菱来を信頼していたのかもしれない。

あの女子便所で大便をした日、菱来は「郷田が何と言おうと、お前が用を足すために女子便所

を使っただけだということを俺は信じる。確かに俺の時代にもそういうことがあったような気が

する。学校で大便をすると、まるで悪いことでもしたように言われる。しかしそれでも女子便所

に入るのはまずいだろう。変な疑いを持たれても仕方ないぞ。本来女子便所は女子しか入っちゃ

いけないところだ。それが男であるお前が便所にいてみろ、女子もビックリするぞ。二度と女子

便所に入るなよ」そのように言ってくれたものの、今度また便所に行きたくなったらどうしたら



いいか、アドバイスは何もしてくれなかった。

　女子便所の一件から十日も経つと、嫌がらせをされるようになったが、身体に直接危害を加え

る者はいなかった。何とか登校拒否にもならずここまで無事こられたのも、担任の菱来が幸雄を

信頼してくれたからだと思っていた。それまでは頼りなく何かいい加減にすら感じた菱来が、こ

の学校で唯一好きな人物になっていた。

　あのとき僕は女子便所なんかまったく覗く気がなく、単に大便をしたいだけだった。しかし郷

田は、幸雄が女子便所の中にいただけで、覗いていると勝手に決め付けた。僕が嘘を付いている

かそうでないかは、僕と神様しか分からないことだが、菱来は幸雄の言うことを信じてくれた。

髭の濃い中年男がいつしか僕の中でヒーローになっていた。

　　　　　　



いじめ　２

          　　　２

　その日の朝は便もよく出て体調はとても良かった。クラスでは既に四面楚歌状態で、幸雄に声

を掛けてくる者はいなかった。この状態を菱来は知っているのか、もし知っているのなら何とか

してくれるような気がした。大人の人はよく人生は山あり谷ありと言うが、きっと僕の今の状態

は谷なのだろう。それもあとちょっとの辛抱だ。そのうちまた元通りになるに違いない

　クラスで席替えするといつも幸雄は教壇の真ん前で、つまりは生徒が一番行きたくない場所に

座らされる。その日も登校すると真直ぐに自分の席に向かった。机の横にあるフックに、リック

型の鞄を掛けると椅子を引いた。そのとき椅子の座面に茶色い絵の具が、排泄物のように載って

いるのが目に飛び込んできた。うんこのように見せたつもりだろうが、どこから見ても絵の具と

分かる。幸雄は学生服のポケットからポケットティッシを取り出すと、椅子の座面についた絵の

具と思しきものを拭いた。一回拭いただけでは落ちず、何回か拭いているうちにティッシュが無

くなってしまった。誰がこんな卑しい悪戯をしたのか分からなかったが、例え相手が分かっても

、それに対して抗議する勇気は幸雄にはなかった。

　翌日登校するとまたしても同じものが椅子の座面に塗りつけてあった。昨日と同じようにポケ

ットティッシで拭き取った。絵の具と分かっていてもそのねっとりとした感触は悪戯した当人の

思惑通り幸雄に不快な感覚を与えた。そしてその翌日もまったく同じことが施してあった。土日

と休みを挟んで月曜日に登校するとまたしても幸雄の椅子に絵の具が塗りたくってあった。幸雄

は暫く自分の椅子を呆然と眺めていたが、今までのようにティッシュでは拭かず、そのまま椅子

に座った。何かねっとりした不快な感触が尻に伝わり、これを塗りつけた者の悪意が心まで到達

したような感じがした。

「汚ねー。まじかよ」

　近くにいた男子生徒が露骨に嫌な顔をした。女子生徒も男子生徒もひそひそ何か言っているが

、幸雄の耳には言葉として届かない。机の上に突っ伏すと涙が止めどもなく溢れてきた。何でこ

んなことをするのだろう。一時限目の授業が終ると、体育館の更衣室に行きズボンだけジャージ

に穿き替えた。昼休みに中庭にある手洗い場で汚れたズボンを洗った。冷たい水は手だけでなく

心まで冷たくした。

　翌日学校に登校すると椅子には何も施していなかったが、机に白チョークでうんこたれ、死ね

と書かれてあった。椅子に絵の具を塗りつける嫌がらせといい、このチョークによる落書きと

いい、いったい誰が遣ったのかまったく見当がつかない。通学用鞄の中から雑巾を取り出すと、

それで机の上を拭いた。昨日までのことがあったので、家から雑巾を一枚持ってきた。

翌日学校に登校すると、机にも椅子にも何も悪戯は施されていなかった。その翌日もまたその翌

日も何もなく無事一日が過ぎていった。それでも周りの皆が何か余所余所しいというか、偏見の

眼差しで幸雄を見ているように感じたのは気のせいだろうか。それから一週間幸雄の身には何も

起こらなかった。皆の目は相変らず冷たいように感じたが、それでも直接危害を加えてくる者は

いなかった。実際に嫌がらせをされたのは、一週間程度のことだ。直接嫌がらせをされていると

きは確かに辛く悲しかったが、それを我慢すれば、ときがすべて解決してくれるように思えた。



きは確かに辛く悲しかったが、それを我慢すれば、ときがすべて解決してくれるように思えた。

僕は確かに意気地がない。何をされても言い返す勇気がない。遣られれば遣られっぱなし。そん

な僕だから余計皆は嫌がらせをしてみたくなるのだろう。それは僕にも責任があるのかもしれ

ない。無視は確かに辛いけど、それでも何とか耐えられそうに思えた。クラスの皆にとって僕は

、毛虫やゴキブリみたいな存在なのだろうか。皆僕のことを嫌いなのだろうか。

　幸雄はこの学校の美術部に所属していた。同じクラスに女子が二人美術部に所属していたが、

その者たちと言葉を交わすことはなかった。幸にして絵を描くときは人と話をする必要がない。

　しかし絵を描くのがあれほど好きだったにも拘らず、この頃はそれすらも億劫になってきた。

鉛筆で石膏像をデッサンしていても、なぜか形を正確に捉えることができない。油絵を描いてい

ても、キャンバスに色が乗らない。次第に美術室に足を運ばなくなっていった。　

授業が終わるとグランドに行き階段部分に腰を下ろした。野球部やバレー部が練習している。

　

何で皆あんなに上手に運動ができるのだろう。幸雄にとって体育は最も不得意な科目だった。運

動場の西側には姨捨山が見える。親指のような変な形の山だ。

他人から嫌われるにはそれ相応の理由がある。僕は貧弱だし顔もあまりよくない。運動神経も悪

いし頭もよくない。これだけでも他人に嫌われる要素は備えている。それに追い討ちをかけるよ

うに女子便所の一件があったため、余計に嫌われる要素が増えてしまった。

　僕は学校で嫌われているけれど、そのことを家の両親にだけは知られたくない。僕が学校で皆

からいじめられているなんて知ったら、両親はどんなに悲しい思いをするか、それを考えると優

しい両親には心配を掛けたくなかった。一週間以上何もなかったことは、嵐の前の静けさで、そ

の後の幸雄に対する嫌がらせは、次第にエスカレートしていった。

　ある日学校に登校し、下駄箱で上履きに履き替えようとしたら、下駄箱にあるはずの幸雄の靴

が片方だけ見当たらなかった。上履きを学校側は白い靴と指定しているものの、それほど厳しく

靴を限定しているわけでない。中にはメーカーのラインの入ったスニーカーを履いている生徒も

いたが、それらに対していちいち注意を受けることはなかった。白い靴はどれも似たような形を

しており、必ず踵の部分に消えないようマジックで、名前を書くことになっている。

　幸雄は自分の靴はないかと、靴箱の甲板に手を伸ばしてみたが、靴はなく埃が手に付くだけだ

った。そのときまた始まったと思った。嫌がらせが。

幸なことに家から履いてきた靴が、白いスニーカーでメーカーのラインが入っていたが、この程

度なら同じようなスニーカーを履いている者もいたため、砂だけ払って下履きを上履きに代用

した。正直教室に向かう足が重かった。嫌がらせがなくなるとは思わなかったが、それでもここ

数日は何もなかったため、このまま無事に過ごせるものと勘違いしていた。

　教室に入り自分の机に向かうと、あるはずの自分の机がそこになかった。どこに行ってしまっ

たのかと思い後を振り向くと、教室の後にある掃除用ロッカーの横に、机と椅子が仲良く並んで

置かれていた。幸雄は一瞬頭の中でこのまま床に座り、担任の菱来が来るまで待とうかとも思

った。そして菱来が教室に入って来たら『学校に登校して来たら机と椅子がなかったんです』と

訴えれば、菱来は僕が皆から嫌がらせを受けていることに、気付いてくれるかもしれない。でも

今の段階では誰が遣ったかまったく見当がつかない。その上益々嫌がらせがエスカレートしてい



くに違いない。そのように思った途端幸雄は後に置いてある机に向かっていた。

　掃除用ロッカーの横に置いてある机を見ると、机と椅子の座面に雑巾の絞り汁みたいな汚れた

水が、水溜りのように染みになっていた。幸雄は掃除用ロッカーを開け雑巾を手に取るとそれを

拭いた。そして雑巾をロッカーに戻すと、小さな身体で机と椅子を重ね本来あるべき場所まで運

んだ。定位置に机と椅子を置くと、何もなかったような涼しい顔で椅子に腰掛けた。時間がすべ

て解決してくれる。今はそう思うしか術がなかった。

　その日体育の授業から教室に戻ると、教科書に鉛筆でバカ、死ね、女子便所と書かれてあった

。それが鉛筆からマジックに変わるのに、それほど時間は掛からなかった。真綿で少しずつ首を

絞められていくような不快な感覚を味わっている。この後嫌がらせがエスカレートしていくのは

間違いない。今の時点で誰が幸雄に対して悪意を持っているかまったく分からない。或いはクラ

ス全員かもしれない。たとえ相手が特定されても幸雄はその者たちに対して、やめてくれとは言

えなかった。こうなってしまった以上、もう我慢するしかないのだろう。

　幸雄は小学校のとき両親に連れられ、サーカスを見に行ったことがある。空中ブランコや綱渡

りは確かにスリリングで凄いと思った。しかし何よりも幸雄の心を捉えて離さなかったのは、猛

獣使いとライオンのショーだ。幸雄の頭の中で一番強い動物はライオンだと認識していた。火の

輪潜りにしても、二本足で立つ演技にしても、史上最強の動物が人間の猛獣使い、それも若い女

性が鞭一本でライオンを操るのが凄く恰好よかった。一歩間違えば食べられてしまう。それを若

い女性の猛獣使いは、鞭一本で自分の思い通りにライオンを操っている。子供である僕には分か

らないが、猛獣を調教するにも色々遣り方があるのだろう。それでもあの勇気は半端なものでは

ないと感じた。自分よりはるかに強い者を屈服されることができる彼女が羨ましく思えた。その

頃の幸雄は特にいじめっ子にいじめられたわけではなかったが、それでも自分がどのクラスメイ

トよりも軟弱なのは自分自身よく分かっていた。自分より強い者には絶対逆らわない。いつから

僕はこんなに軟弱になったんだろう。僕がもう少し身体が大きく強かったら、僕をいじめような

んて考える者はいないに違いない。僕は何でこんな弱いのだろう。そう思うと自分自身が情け

なかった。

　



いじめ　３

３

　社会科準備室を追い出された郷田は腹の虫が納まらなかった。あのぼんくらの〈はながみ〉が

、あんな大声を出し睨み付けるとは思ってもみなかった。正直あの教師をなめていた。それなの

に一喝され、それにびびってしまった自分が情けない。俺は力も強くリーダーシップもあり、ク

ラスの皆から一目置かれている。それだから女子生徒の悲鳴を聞きつけ、女子便所に逸早く駆け

つけたのに〈はながみ〉は端から俺の言うことに耳を貸さなかった。時間が経てば経つほど、腸

が煮えくり返ってくるのが自分でも抑えられない。あの意気地なしの林原の前で怒られたのが、

よけい郷田のプライドを傷つけた。林原の野郎ただで済むと思うなよ。

　郷田は放課後同じ野球部で二年三組の真下に、昼休みの女子便所の出来事を詳しく話した。

「あのやろう俺に恥を掻かせやがって、絶対仕返ししてやりたい」

　あのやろうというのは勿論林原で、今の郷田にとって教師である菱来はとても適う相手ではな

いことはよく分かっていた。必然的に憎しみがより弱い者に転化されていくのは、自然の摂理に

他ならない。

「分かった。林原をいじめるのなんかわけないさ」

　不敵に笑う真下を見て、自分と同じ色を持っていることを再認識した。

　小学校のとき、同級生が郷田のことを〈ジャイアン〉と言ったため、頭を思い切り叩いて泣か

せたことがある。俺はいじめるほうになっても、いじめられるほうには決してならないという確

証があった。

　真下は郷田より体格はひと回り小さいものの、郷田よりはるかに陰険な性格をしている。真下

がどんな陰険な嫌がらせをするか見物だった。

蛇に睨まれた蛙のようになってしまった自分も情けないが、菱来には何か説明できない怖さを感

じる。

　林原が女子便所を覗いていたのか、そうでないのか、そんなことは俺の知ったことではない。

ただあいつは入ってはならない所に入っていた。だから俺はあいつをわざわざ職員室に連れて行

ったのだ。褒められこそすれ何で怒られなければならないのか、どうも納得いかない。その思い

はどんなに時間が経っても、郷田の心から払拭することはできなかった。

 



いじめ　４

　　　　　　　４　

　精神的な苦痛よりも、やはり肉体的な苦痛のほうが辛いと感じる。椅子に絵の具で塗りたくら

れようと、教科書に落書きされようと、それは確かに辛いことだけど、誰が遣ったか分からな

いし、僕さえ我慢していれば、いつか諦めてくれるのではないかと思った。しかし時間が経つに

つれ、その嫌がらせがとうとう幸雄の身体に直接向けられるようになっていった。それはもしか

したら僕が、彼等の嫌がらせをまったく気にしていないように映ったからなのかもしれない。

　その日幸雄は二時限目の授業が終ると、男子便所に小便をしに行った。便所では何人か小便を

している者がいたが、幸雄は空いている場所に行き、そこでズボンのファスナーを開け小便を

した。すると幸雄の背中を誰かが押した。何も謝らず行ってしまったところをみると、わざと遣

ったのだろう。御陰で幸雄の手は小便でべとべとになり、ズボンにも小便が多少飛んだ。学生ズ

ボンは黒かったため、濡れた場所は分かりづらかったが、決して気持ちいいものではない。

その後は教室内を歩いているとき、足を掛けられ転ばされたり、体育の授業の時間バスケットボ

ールを思い切り顔目がけて投げつけられたりもした。このときになってようやく誰が今まで幸雄

に対して、嫌がらせをしていたか知ることができた。このクラスで先頭になって幸雄に嫌がらせ

をしていたのは、野球部の真下だった。真下の他にも仲間が三〜四人いるみたいだったが、先頭

になって遣っているのは真下に違いない。真下はクラスの中でも人気があり勉強もできた。いっ

てみれば幸雄と正反対の性格をしている。彼がなぜ幸雄に対して嫌がらせをしてくるのか、何と

なく分かったような気がする。この時点ではもう嫌がらせの域を超えいじめになっていた。真下

が幸雄をいじめるのは、おそらく二組の郷田の入れ知恵に違いない。

あの女子便所の一件のとき、菱来は郷田の性格をよく理解していたのか、彼の言葉に耳を貸さ

なかった。事実無根にも拘らず、郷田は幸雄を覗き魔みたいに決め付けた。しかし菱来は幸雄の

ことを信じて、郷田のことは取り合わなかった。あのとき郷田の中から沸々と怒りが込み上げて

くるのを横にいて感じた。郷田は小学校のときから喧嘩も強くリーダーシップもあり、先生方も

一目置いているように思えた。しかしそれは子供だからそのように思えただけで、幸雄にとって

脅威のガキ大将も、菱来にしてみれば郷田はただの子供にしか過ぎないのだろう。郷田は幸雄と

クラスが違ったため、三組で一番仲の良い真下に幸雄をいじめるよう嗾けたのではないだろうか

。真下は頭が良く力を前面に出してくるようなタイプではなかったため、最初のうちは直接身体

に対して危害を加えてくることはなかったが、幸雄が全然懲りていないと思ったのか、時間の経

過と共に身体に対して直接危害を加えるようになってきた。

　今まで幸雄に対して行なってきた嫌がらせが、確証がないものの真下と分かって、意外な気も

したと同時に、彼なら遣ってもおかしくないのではないかとも思えた。今まで幸雄の周りには、

いじめはなかったとはいえないものの、このような露骨ないじめは幸雄が初めてのような気が

する。クラスの中で幸雄はいじめられているのは間違いない。しかしクラス全員がそれに加担し

ているとは到底思えない。でも誰もそれを止めようという者がいない限り、彼等も真下と同類な

のだ。

　真下、伊田、木下、山口の四人は、幸雄に対して露骨に危害を加えるようになっていた。幸雄



　真下、伊田、木下、山口の四人は、幸雄に対して露骨に危害を加えるようになっていた。幸雄

はそれでも菱来に対し、自分がいじめられていると訴えてはいなかったが、幸雄がクラスの中で

、このような立場に追い込まれていることに気付いているのだろうか。四人は幸雄よりも体格が

いいため、すれ違いざまに頭をぽんと叩かれたりもした。それでも幸雄は何も言わずただ耐え忍

ぶしかなかった。

　昼の休憩時間にズボンとパンツを女子生徒の前で脱がされ、パンツとズボンを窓から中庭に投

げ捨てられた。それらの行為に女子生徒は「あんたたちバカじゃない」と言って顔を背けた。女

子にしてみれば幸雄の下半身なんて、見るに値しないものだっただろうし、真下たちは単に幸雄

を辱しめたいだけだったに違いない。力の弱い幸雄では真下たち四人に抵抗することすらできず

、されるがままにならざるを得なかった。このとき幸雄が泣いて哀願したら、彼等は喜んだだろ

うか。本当は悔しく悲しかったが、なぜか涙が出なかった。

　よくテレビなどで女の人が、悪い奴らに強姦されるシーンがあるが、僕も強姦される女の人と

一緒で、抵抗することができなかった。誰でもいい一言彼等に（やめたほうがいいよ）と注意し

て欲しかったけれど、もしそれを口にしたら、今度はその人がいじめの対象になってしまうかも

しれない。そう思うとそれを望むのは酷なような気もする。

　休みの日父と戸倉上山田温泉の銭湯に行ったけど、このときは周りが皆裸だったため、自分が

裸になっても少しも恥ずかしくなかった。しかし皆の前で、それも女子がいる前で、パンツを脱

がされるのは、この上もなく恥ずかしく屈辱的なことだ。悔しいけど何も抵抗できない幸雄は、

翌日ズボンのバンドに南京錠を付けていった。昨日と同じことをしようとした真下たちは「おい

こいつ、バンドに鍵を付けてきたぜ。だせー。バカじゃねーの」とからかったが、彼等が幸雄の

抵抗に少なからず驚いていることは間違いなかった。そしてこのことは真下たちが、幸雄に対す

る憎しみに火を点ける結果となり、いじめは更にエスカレートしていった。

この日まで何とか学校で大便をすることなく過ごせた。もし学校で大便が出そうになったら、菱

来に言って早退させてもらおうと考えていた。しかし小便を我慢することはできなかった。幸雄

が便所に行くと必ず真下たちがついて来て、小便をしている幸雄を後から押す。幸雄はその度に

手が小便で汚れ、ズボンも少し汚してしまう。それも何日かすると飽きてしまうのか、今度は幸

雄を三人で押さえつけ、真下が髪の毛を持つと幸雄の顔を小便器に突っ込んだ。このとき嫌だと

思い必死に抵抗したが、やはり幸雄は力が弱く顔がもろに便器に付くのを防ぐことができなか

った。汚物に顔を押し付けられることは、この上もなく屈辱的なことだ。それは幸雄以上に真下

たちのほうが理解していただろう。

　幸雄はあのときあんなことをされながら、なぜ学校に行き続けたのか。父や母に僕が学校でい

じめられていることを知られたくないのは勿論あったが、幸雄自身にも彼等に負けたくないと

いう、小さなプライドがあったのかもしれない。

　人という生き物は直ぐに飽きてしまうのか、真下たちはより残虐性を求め、行動が次第にエス

カレートしていった。昼食の後小便に行くと、真下たち四人は幸雄の後をついて来た。幸雄が小

便をしている間、山口が大便所で戸を開けたまま小便をした。ジョボジョボという不快な音が幸

雄の耳に飛び込んできた。その間他の三人は幸雄に対して何もしてこなかった。　　

幸雄は小便をし終わって腰を振ると、伊田と木下がそれぞれ幸雄の両腕を取り、先ほど山口が



小便をした大便所に引き摺られるように連行された。山口に腰を押され更に爪先で膝の裏を圧さ

れると、幸雄は便器の前で正座するように床に膝をついた。

「こん中に顔を突っ込め」

　氷のような感情のない真下の言葉に背筋が寒くなった。目の前にある便器の水溜りが、黄土色

に濁っている。

「君たちは何でこんなことをするんだ？」

　幸雄の口から出た言葉は、やめてくれという哀願ではなく、彼等に対する軽蔑と疑問だった。

「何でこんなことをするんだだって」

　からかうように伊田が言うと「きまってんじゃん。おもしれーからするんだよ」と真下が言

い放った。他の者もケラケラ笑っている。

　真下は幸雄の髪の毛を後頭部から摑むと、それに自分の膝を添え、一気に幸雄の顔を便器に押

し込んだ。冷たい感触が額に伝わり、やがて鼻の中に汚水が入り、つんと鼻孔に痛みを感じた。

最初息を止めていたが我慢できなくなり、口を開くと汚水はもろに口内に入り咳き込んだ。

「汚ねーなあ。まじかよ。こいつ小便飲んだぜ」

「おえー。気持ちわりー」

　誰か分からなかったが、頭上で勝手なことを言っている声が鮮明に耳に入ってきた。

（死にたい。もう耐えられない）

　真下たちはこのような残酷な行為をしているにも拘らず、誰かが幸雄の襟足に唾を吐き捨てた

。それは生温かくこの世のものと思えぬほど不快なものだった。

「女子便所はやっぱり便所がお似合いだ」

「ははは・・・・・・」

　男子生徒たちは幸雄から離れると笑いながら便所を出て行った。

下を向いた顎から滴り落ちるのは、汚水と唾と涙である。幸雄は便所の床に膝を着きながら大声

で泣いた。悔しかった。遣られた行為よりも、僕が彼らに対して何もできない不甲斐無さが情け

なかった。

　幸雄は便所の洗面場で顔を洗うと、急ぎ足で社会科準備室に向かった。そこには僕を救ってく

れる救世主がいるはずだ。社会科準備室のドアを開けると、そこには誰もいなかった。

幸雄はこの後の授業には出なかった。授業なんてどうでもよかった。汚水が喉下を通ったとき、

今までの考えがすべて間違いだったと思い知らされた。僕は他人に対していつもいい人でありた

いと思っていた。たとえ相手が僕に対して嫌悪感を抱いていようと、時間が来ればきっと理解し

合えると信じていた。しかし世の中はキリストの教え通りにはいかず、僕がいくら広い心を持っ

て相手を受け入れようと心掛けても、相手は虫けら程度にしか感じていないのだ。

幸雄は今日までどんなに嫌がらせをされようと、いじめを受けようと何とか耐えることができた

。それはやはりいつかは理解し合えると、心のどこかで相手を信じることができたからだ。でも

いくら幸雄が相手を理解しようと努力しても、まったく幸雄の気持ちは相手方に伝わらなかった

。

　よく子供は純真な心を持っているというけれど、中には大人よりも残酷な要素を持っている子

供もいることは確かだ。



　幸雄は誰もいない社会科準備室で、ひたすら菱来の来るのを待った。もうこの局地から僕を救

い出してくれるのは菱来しかいない。

どのくらい待っただろう。かなりの時間が経過した後、社会科準備室のドアが開いた。幸雄はて

っきり菱来だと思い、座っていた椅子から立ち上がった。しかし戸口に立っていたのは、同じ社

会科の教師宮島だった。

「どうした。林原？」

　宮島はただごとではない林原の表情を見て、心配そうに幸雄に声を掛けてきた。

「菱来先生は・・・・・・」

「菱来先生は、職員室じゃないかな。ここで待っていなさい。先生が呼んできてやる」

　そう言うと宮島は踵を返し、社会科準備室から出て行った。

　　　　　　　



いじめ　５

　　　　　　５

　五時限目の授業が終わり、職員室の自分の席に戻るとパソコンのスイッチを入れた。ウインド

ウズの画面が開くまでモニターを眺めていると「先生林原が・・・・・・」と宮島が困惑した顔

で近付いてきた。

「林原がどうかしましたか？」

落ち着いた口調で菱来が尋ねると「林原の様子がどうも変なんです。今社会科準備室で菱来先生

を待っています」宮島は不安な顔を菱来に向けた。

宮島の口調に菱来もただごとではない不安な気持ちを感じ取った。菱来はパソコンをそのままに

して社会科準備室に向かった。準備室の戸を開けると、幸雄は椅子に座り焦点の定まらない目で

此方を見ている。それはあまりにも悲しみに満ちた絶望的な眼差しだった。

「林原どうした？」

「先生・・・・・・」

　幸雄は今まで我慢してきたものを吐き出すように泣き出した。

「何があった？落ち着いて話してみろ」

　小さな肩が小刻みに震えている姿を見て、自分の想像が当ってほしくないことを願った。

「先生、もう耐えられません。僕は女便所に入ったときからずっといじめられていました」

　自分の想像が当ってしまったことに愕然とした。確かに最近幸雄の様子がおかしいように感じ

ていた。そうだ自分は幸雄が何かいつもと違うことに気付いていた。それはいつごろからか、教

室の一番前にいる幸雄の目は、明らかに元気のある中学生の目ではない。負けたボクサーが控え

室で一人佇んでいる姿に似ていた。何か悩み事を抱えているのは間違いないように感じた。それ

が分かっていて何も声を掛けてやれなかった。生徒に頼られるのが怖かった。できれば関わり合

いたくないのが本音だ。だから今まで生徒の前では努めて頼りない教師を演じていたのだ。

「クラスの誰にいじめられたんだ？」

　ここまで来たら知らない振りはできない。

「真下と伊田と木下と山口です」

「真下・・・・・・」

　真下はクラスの中でも成績はトップクラスである。今は昔と違って成績のいい子が決して良い

子とはいえないものの、菱来の目から見ていじめを率先してやる生徒にはとても見えなかった。

真下のような頭の良い生徒がいじめの中心にいる場合、話は非常にややこしくなってくる。菱来

の長い教師生活の中で頭のいい生徒が意図的に悪事を働いたとき、他人に自分の過ちを指摘され

ても、それを素直に認めるとは思えない。彼等は自分に火の粉が飛んで来ないようにあらゆる姑

息な手段を取ろうとする。正直林原は迷惑な厄介ごとを持ち込んでくれたなと感じた。

「いったい真下たちに何をされたんだ」

　菱来が幸雄から訊いたいじめは壮絶なものだった。あまりにも卑劣で大人でも考え付かないよ

うな悪質なものだ。これは何とかしなければならないと思ったと同時に、まさかあの優秀な真下

がそこまでするとは信じられなかった。



がそこまでするとは信じられなかった。

「分かった。真下のことはなんとかする。今日はもう家に帰りなさい」

　幸雄は何か訴えるような目を向けたが、渋々社会科準備室を出て行った。その後姿はとても寂

しそうに菱来の目には映った。

　自分自身無責任だと思いつつ、幸雄に慰めの言葉を掛けてやれなかった。

　六時限目の自分の受け持ち授業を自習にして、いじめに関わっていると目される生徒を社会科

準備室に呼び出した。準備室には椅子が三つしかなかったため、会議室からパイプ椅子を二つ持

ってきた。社会科準備室で待っているとコンコンと戸を叩く音がした。

「入ります」という声がしたと同時に準備室の戸が開けられ、幸雄が名指しした四人がゆっくり

と入ってきた。四人は野球部、サッカー部のそれぞれの有力選手である。皆成績も良く一見まじ

めな生徒に見えた。

「先生僕たちに何の用ですか？」

　この中のリーダーと思われる真下が、悪びれもなく訊いてきた。

「まあ、そこに座ってくれ」

　四人は菱来に勧められ椅子に座った。

「実は君たちを呼び出したのは、先ほど林原が泣きながら俺のところに来た。その様子がただご

とでないと思ったので、理由を訊くと君たちにいじめを受けたと言うんだ」

　そう言うと菱来は鋭い視線を真下等四人に向けた。

「先生、それは何かの誤解だと思います。僕たちは林原にいじめなんかしていません。ちょっと

悪ふざけが過ぎたところはあったかもしれませんが、悪気があって遣った訳ではありません。林

原が誤解しているようでしたら、後で彼に謝っておきます」

　落ち着き払った真下の言い訳を訊いていると、とても嘘を言っているように思えない。確かに

いじめというのは、双方の受け止め方でどのようにも解釈できるのも事実だ。でも林原のあの追

い詰められた表情はとても嘘を言っているようには見えなかった。そうなると目の前にいるこの

生徒たちが嘘を言っていることになる。しかし確たる証拠がない以上、真下たちを責めることは

できないような気がした。

「もう一度訊くが、本当に林原をいじめてはいないんだな？」

「先生僕たちがそんなくだらないことするわけないじゃないですか。もうすぐ三年生ですよ」

　この真下の落ち着き払った態度は何なんだろう。濡れ衣なのか、本当の悪党か、どちらかには

違いないが、僅か十四歳にしてこのように大胆な行動を取って、尚且つ林原をいじめていたとし

たら、そう簡単には尻尾を出さないだろう。自分が思っている以上に、いい玉かもしれない。

　非常に厄介なことに巻き込まれたと感じたと同時に、何とかしなければ取り返しの付かないこ

とになるような気もした。

「まあ、君たちが何も遣っていないというのならそれでいいんだ。林原は君たちに比べれば身体

も小さいし気も弱い。君等がちょっとふざけたつもりが、相手にとっては酷く傷付くこともある

。それは分かってやってくれ。わざわざ呼び出して済まなかったな」

　確証が得られない限りこれ以上詮索しても何も出てこないような気がした。このとき菱来はこ

の四人をただ帰してしまったことが、この後とんでもない事態になるとは夢にも思わなかった。



　　　　　　　



いじめ　６

　　　　　　６

　幸雄が学校から早退すると家には誰もいなかった。幸雄は一人っ子で、父の明彦は長野市内の

会社に勤務していた。母の美佐江は上山田温泉にある旅館水凰荘で、掃除夫をしていたため、夜

六時ぐらいにならないと二人とも帰宅しない。幸雄が小学生でいる間は、美佐江も近くの部品工

場のパートに行っていたが、幸雄が中学校に上がると同時に、時給が高い旅館の掃除夫に転職

した。旅館の掃除夫は時給もさることながら、チップも貰え客が置いていくタオルも貰えるので

、美佐江はこの仕事を気に入っているようだった。

　幸雄は学校から早退しリビングでＰＳ２を遣っていると、玄関のインターホンが鳴った。今日

学校での屈辱的なことを頭から払拭するには、格闘ゲームを遣るのが一番と思い、対戦相手にサ

タン真下と名を付け、こてんぱんに遣っ付けている最中だった。帰宅して二時間以上は経ってい

たかもしれない。この時間に来る者といえば宅配便と相場が決っているため、インターホンには

出ずそのまま玄関に向かった。「はーい」と言い玄関扉を開けると、そこには今幸雄が一番会い

たくない人物が立っていた。

「よう。さっきは悪かったな。とりあえず謝っておくわ」真下は悪怯れることもなく言った。真

下の後には金魚の糞みたいに伊田、木下、山口が学生服姿で立っている。

「しかしお前も卑怯だな。先生に告げ口するとはな。御陰ではながみに呼び出されたぜ」

　このとき幸雄は真下たちを菱来が叱ってくれたとばかり思っていた。そこには一瞬光が射した

ように感じられた。しかしその後真下が発した言葉に、幸雄は奈落の底に突き落とされる。

「はながみに俺たちにいじめられていると言ったらしいが、俺がはながみにそんなことはしてい

ません。それは言い掛かりですと言うと、はながみはそうか君たちの言うことを信じよう。林原

には誤解があったかもしれないので、明日もう一度詳しく訊いてみるってさ。当り前だよな。成

績トップの俺と、成績があまり芳しくない林原の、どちらを信じるか常識で考えれば分かるよな

」

後ろにいた他の者たちも「ああ」と相槌を打った、不敵に笑う真下の顔が鬼のように見えた。

「俺たちこれから部活があるから帰るけど、明日学校休むなよ。また楽しいことしようぜ。待っ

ているからな」

　真下が言うと「待っているからな」「待っているからな」「待っているからな」と三人が鸚鵡

返しのように言い、県道の方へ歩いて行った。

　幸雄が住んでいるこの地区は小島といい、中学校から歩いて十五分ほどの距離にある。走れば

十分と掛からないだろう。幸雄は真下が帰っても、家の中に入らずその場に呆然と佇んでいた。

外は耳が痛いくらい寒いはずなのに、今はまったく寒さを感じない。目の前にあるのは絶望だ

けだった。僕は明日学校に行かない。一番頼りにしていた先生は何もしてくれなかった。

　幸雄が住んでいる家から千曲川を渡り、白馬方面に山道を上って行くと、信更という場所にた

め池のような小さな池がある。池の名称は《嫁殺しの池》といい、周りに民家がなく池の水は緑

色に淀み、池の名前と比例してより一層不気味さを増していた。

　この地方は土地が痩せていて昔から各地に色々な逸話があり、幼い頃誰ともなく聞かされた。



　この地方は土地が痩せていて昔から各地に色々な逸話があり、幼い頃誰ともなく聞かされた。

林原の母である美佐江の実家が《嫁殺しの池》から五分ほど車で走った場所にあり、野菜を貰う

ためよく実家に顔を出していた。

　幸雄は子供の頃、この《嫁殺しの池》の逸話を美佐江から聞かされた。それは千曲市の人間な

ら誰でも知っている姨捨山伝説と違って、まったく救いようのない話だった。

｛昔々とても意地悪な姑がいる家へ嫁いだ嫁は、一日で田植を終らせろと言われ、朝早くから田

植をやったが、まだ田植が終えないまま日が暮れてしまった。嫁はお日様が再び昇ってくれるよ

うに空に向かって頼んだ。そうすると再び日が昇り、嫁は田植をやり遂げることができた。しか

し疲れきった嫁はその場で亡くなった。そしてその池から水が噴出し、田圃は一瞬にして池にな

ってしまったということだ｝　

それを聞いたとき怖かったのは勿論だが、虐げられた人が結局最後まで報われず死んで逝くこと

がとても理不尽に思えた。幸雄が知っている昔話は、殆ど最後は報われる話だった。それなのに

この話しは姑にいびられ、結局精根尽きて亡くなってしまう。嫁の祟りを恐れ池の近くには祠

が建っている。車でここを通るたびに憂鬱な気分になった。

　幸雄は学校でいじめを受ける度に、この池の伝説を思い出し、学校がこの《嫁殺しの池》のよ

うに、水に飲み込まれてしまえばいいのにと何度思ったことか。嫁がおてんとうさまにお願いし

たように、幸雄も最後の頼みの綱と思い頼った綱を、頭上で切られてしまった。結局最後は独り

で解決しなければならないのだ。

　同じ町に生まれて同じときを過ごしているのに、方や毎日のようにいじめられ死にたくなるよ

うな辛い日々を送っている。それなのにもう一方は毎日人をいじめることに生き甲斐を感じて

いる。何がどう違うのか。それは運命でどうすることもできないのか。もしこの世に運命という

ものがあるなら、僕みたいに惨めな人間はいつまでたっても惨めなままで、日が経つにつれ、そ

の惨めさが益々増幅していくのではないかと思えてならなかった。

目を瞑ると思い出すのは便器の中に溜まった小便の混じった汚水だった。学校に行ってまたあの

ようなことをされるのはもうたくさんだ。僕の心の中はいつも曇っているか雨が降っている。こ

の頃は晴れ晴れした気持ちになったことがない。梅雨どき部屋を閉め切っているとカビが生え

るが、僕の心にもカビが生えていた。

お父さんお母さんごめんなさい。今日まで僕を育ててくれたことに感謝しています。僕は弱虫

です。誰にでも来るはずの明日は僕には来ませんでした。



いじめ　７

　　　　　７

　林原美佐江が勤務先の温泉旅館水凰荘から、原付バイクで帰宅したのは、午後六時を少し回っ

た後だった。道路が凍結していないときは原付バイクで通勤している。バイクを家の前で降り自

転車置き場に置いた。バイクの鍵と一緒に繫がった玄関鍵を、玄関扉の鍵穴に鎖し右に回わし扉

を手前に引いた。がつんと鍵が掛かっていて扉が開かない。(幸雄また鍵を掛け忘れている。しょ

うがないわね)鍵が掛かっていると思って鍵を回したのに、鍵は掛かっていなかったため逆にロッ

クされてしまった。小さな玄関ホールの引き戸を開けると、そこはもうリビングになっている。

この家の造りは一階には廊下がなく、リビングを中心にどこの部屋でも行けるようになっていた

。リビングの壁には二階に行く階段がはしご状に架かっていて、その階段に何かがぶら下がって

いるのが、目に留まった。

　それが自分の一人息子、幸雄と認識するまでかなりの時間を要した。

　世の中の母親にとって、我が子の死に様を目にすることほど不幸なことはない。なぜ幸雄はこ

のような姿になってしまったのか、目の前にある現実を素直に受け入れるには、あまりにも過酷

すぎた。

　働くことはそれほど辛いことではないが、それはすべて息子のためにと思って我慢できた。ど

んなに大変でも目標があれば頑張れる。それが何ものかに奪われてしまえば、これから先、何を

生き甲斐にしていけばいいのか分からない。

い首した物体が幸雄だと分かっても、何もできずただそこに呆然と立ち尽くしていたが、やがて

足の力が抜けそこに倒れこんでしまった。

　帰宅した夫の明彦に起こされたとき、それが夢であればとどんなに思ったことか。大事な一人

息子がこの様な姿になってしまい、すべての希望生きる力をなくしてしまった。いったい息子に

何があったのか。



いじめ　８

　　　　　８

　一度幸せを摑んだ者にとって、その幸せが手から零れ落ち、それが決して取り戻せないと分か

ったとき、どれほど今が辛く寂しいことか、一言で言い表すことは難しい。一人だから孤独で寂

しく辛いのではない。生きる目的を見失ってしまったから辛いのだ。今の自分には明日という日

がこないのではないかとさえ思えた。

　人は生きていく上でどんなに辛くとも、食物を採取しなければ生きていけない。独身時代は自

炊もしたし、料理教室まで通い料理を覚えたが、今はそれさえも億劫になってきた。食事は専ら

外食かコンビニ弁当で済ませている。このような生活を続けていたら、身体を壊すのも時間の問

題だろう。しかしそれとて今の菱来にはどうでもいいことだった。

　菱来が学校から帰宅し、教員住宅で独り寂しくコンビニ弁当を食べながらテレビの洋画劇場を

観ていると、サイドボードの上にある電話が鳴り出した。この時間に掛かってくる電話は殆どが

学校からである。電話機の表示板を見ると、予想どおり勤務先の学校だった。

そのときなぜかいつもとは違う憂鬱な気分になった。受話器を取り「もしもし菱来です」と受け

ると受話器の向こう側で「宮前だが、直ぐ学校に来たまえ。君のクラスの林原が自宅で自殺を図

った」と怒鳴りつけるような教頭の声が耳に飛び込んできた。

「今日はもう帰りなさい」菱来が言うと本当に寂しそうに幸雄は社会科準備室を出て行った。

　何で自分はあのとき気付いてやれなかったのだ。いや自分は気が付いていた。見て見ぬ振りを

したのだ。同じ過ちを一度ならず二度までも、何と愚かなことか。持っていた割り箸を片手で圧

し折ると、それを食いかけのコンビニ弁当に投げつけた。暫くその場から動くことができなか

った。



絶望の扉　１　　２

絶望の扉

　　　　　　　１

　菱来薫は中学校のテニス部に所属していた。薫のいる飯田鼎南中学校は飯田の町を下り、川を

越えたところにある。学校からは崖っ淵にある飯田拘置支所の高い外壁が、ヨーロッパにある古

城のようにそそり立っているのが見えた。飯田は坂の町で市の中心地は市の高台にある。薫の住

んでいる鼎から急な坂道をどんどん上っていくと、坂を上り切った場所に飯田拘置支所があり、

斜め向かいに市役所がある。市役所の前には小さいながら動物園があり、薫も幼い頃よく父に連

れられ動物園に足を運んだ。

　長野県でも飯田は温暖で、父親の仕事の都合で、長野市や松本市から転校してきた者は皆、此

方の冬は北信や中信に比べると暖かいと口をそろえて言う。薫は冬長野や松本に滞在したことが

なかったため、飯田が他と比べてどれだけ暖かいかは分からなかった。

　町には林檎並木があり、市の中心から少し外れると周りは殆どが林檎畑で、春になると一斉に

林檎の花が咲き、林檎の里を象徴しているような景色を見せてくれる。

　中学のテニスは軟式で、前衛と後衛とに別れるダブルスが主で、薫は田尻美穂とペアを組んで

いた。美穂とは一年生からペアを組み美穂が前衛、薫が後衛で三年生になった今でもそれは変わ

らない。美穂も薫も運動神経がよく三年生が引退すると、当然のようにレギュラーを勝ち取った

。

　飯田は狭い町ながら祭り好きで、特に夏の人形カーニバルは全国的にも有名で、外国からも人

形使いが来てカーニバルを盛り上げていた。

　この町の基幹産業に水引があり、母の由紀子は水引の工房へパートに出ていた。薫の携帯電話

や通学鞄、テニスのラケットケースにも由紀子が水引で作った動物のストラップがぶら下がって

いた。由紀子は気を利かせ、仲のいい美穂にも薫と同じ水引を作ってあげた。そんなに仲のいい

二人だったが、あることが切っ掛けで亀裂が入り、二人の中は壊れてしまう。

　春の地区大会に出場した鼎南中学校は、最初の組が勝ち田尻、菱来組になった途端、美穂が緊

張のあまりミスを繰り返し、すべてのセットを落としてしまった。後衛にいた薫は本来なら勝て

ていたはずなのに、美穂の初歩的なミスで負けたことが悔しくて仕方なかった。　　

ガックリ肩を落としながらコートを後にする美穂に、薫は何も声を掛けてやることができなか

った。いつもであれば気安く「どんまい、どんまい、次頑張ろうね」と励ましの言葉を掛けてや

るのに、その日はすべてのミスが美穂のせいに感じ、どうしてもそれが許せなかった。

コートの外に出て同じテニス部の仲間が「気にしなくていいよ。今度頑張ればいいじゃん」と励

ましの言葉を掛けてくれた。美穂は蚊の泣くような声で「ごめん」と薫に謝ったが、薫はそれに

は何も答えなかった。その後の組は相手チームが圧倒的に強かったため、健闘もむなしく負けて

しまった。一対二で次の大会に進むことができなかった。

大会の翌日学校に登校すると、昨日のテニスの大会で、隣町にある大久保中学校の男子生徒が恰

好よかったと、女子生徒の間で話が盛り上っていた。やがてこの中学校の女子テニス部の話にな



った。美穂は隣クラスだったため、彼女たちの話題は美穂が試合でミスを連発した話に移ってい

った。薫は彼女たちの直ぐ傍の席にいたため、話しの内容に興味を持ち自らも話しに加わった。

そして薫が「美穂があのとき、あんな単純なミスをしなければ、次の大会に進めたのに」と女子

生徒たちに悔しい思いを口にした。しかしその一言が次の日には(美穂のせいで負けた。美穂みた

いな下手くそな者とは、もうペアを組みたくない。今まで我慢してきたけど今度ペアを組む子

はもっと上手な子の方がいい)と薫が言ったことになり、それはあっという間に学校中に広がった

。同情が美穂に集まる一方で、薫は我が儘な嫌な女という噂が流れ、彼女の学校での立場を一気

に悪くしていった。

テニス部の監督は仕方なくメンバーを変更した。薫の相手は美穂ほどテニスが上手ではなかった

ため、当然のようにレギュラーを他の部員に譲ることになる。でもそれはたいした問題ではなか

った。それよりも周りの部員が、薫とは一切言葉を交わそうとしなくなったことだ。そして試合

から十日ほど経った頃、薫に対して嫌がらせが始まった。最初は教科書やノートにマジックでわ

がまま女、自分勝手と書かれ、携帯電話には引っ切りなしに、無言電話や悪戯メールが入って

くる。気のせいかクラス全員が薫を無視しているように感じた。　　

当初は自分の言った一言が、このような事態を招いたことを反省し、ただひたすら我慢するしか

ないと考えていた。

嫌がらせが始まって一ヶ月もすると、今度は直接的に嫌がらせをされるようになった。掃除時間

に床の雑巾掛けをしていると、男子から塵取りで取ったゴミを頭からかけられたり、雑巾の絞り

汁を背中に垂らされたりした。起き上がり男子生徒を何も言わず睨みつけると、相手の男子生徒

は「おお、こえ〜」とからかい薫から離れていった。

夏休みに入り大会の練習が始まっても、部活には一切顔を出さなかった。結局夏の大会はレギ

ュラーが惨敗し、春同様次の大会には出場できず、三年生はそのまま引退した。

由紀子は水引の工房に勤めていたため、娘の異常には気付いてやれなかった。今年の人形カーニ

バルは家に引き籠り、どこにも行かなかった。それは本当に寂しい夏休みだった。美穂との関係

もすっかり疎遠になっていた。

夏休みが終わり、状況が改善されていればと、少し期待して学校に登校したが、夏休み前と何も

変わっていなかった。机や椅子に雑巾の絞り汁をかけられたり、上履きの爪先部分に画鋲を入れ

られたり、体操服を隠されたり、状況は悪い方へ確実に傾いていた。

ある日学校に登校すると、薫の机の上に牛乳瓶が置かれ、それには数本、土手などに咲く地味な

花が無造作に活けてあった。薫が自分の椅子に座ると、周りにいた殆どの者が、薫に向かい目を

閉じ合掌した。男子生徒の小沢が「御悔み申し上げます」と言うと皆一斉に笑った。

「あなたたちふざけないで」

　薫は立ち上がると、花を牛乳瓶ごと持ってゴミ箱に投げ捨てた。そして席に戻ると机に突っ伏

した。でも悔しさはあったが、涙は出なかった。

　男子生徒の中には塵取りのゴミを掛けたり、雑巾の絞り汁を掛けたりする者はいたものの、直

接身体に危害を加える者はいなかった。それでも薫は担任に相談しようとしなかった。それまで

薫の成績はクラスで常にトップ・スリーに入っていたが、中間試験は十番に順位を落とした。そ

のときまでいじめられているという自覚はあったにも拘らず、何とか自分はそれに耐えられる精



神力があると思っていた。私はいじめには決して屈しない強い精神力がある。そう信じていた。

それでも一つだけ気になることがあった。美穂のことだ。あのようなことを口走ってしまったこ

とは、確かに薫自身にも非があると感じる。夏休みから部活には顔を出さなかったが、どうして

も美穂には謝っておかねばならないと考えていた。

　五時間授業のとき、帰宅してから直ぐ美穂の家に自転車で向かった。本当は自転車で行くよう

な距離ではなかったが、美穂の家まで歩いていく気力がなかった。自転車を道路端に停め、玄関

扉の横にあるインターホンを押した。

「どちら様ですか？」

　インターホンから聞こえる声は間違いなく美穂の声だ。

「あの薫です。菱来薫です」

　そう言うと少し間をおいて「私今あなたに会いたくない」と返事がした。久しぶりに聞いたそ

の声は非常に冷たく薫の胸に突き刺さった。

「あの美穂」とインターホンにいくら話しかけても、その後返事は返ってこなかった。薫は暫く

その場で呆然と佇んでいたが、ふっと小学校から比較的仲の良かった矢部友香の家に行くことを

思い付いた。彼女は美穂と同じクラスでとてもおとなしく、引っ込み思案の性格だったが、小学

校のときは三人でよく遊んだ。彼女なら私の気持ちを分かってくれるかもしれないと思った。

友香の家は、美穂の直ぐ近くにある。家のインターホンを押すと、友香本人が玄関扉を開けてく

れた。そのときの友香は薫の顔を見て明らかに困惑していた。彼女はテニス部でなかったが、テ

ニス部での今回の経緯は、すべて知っているように感じられた。

「ごめんね。勝手に来て。先ほど今回のこと謝りたいと思い美穂の家に行ったんだけど、美穂私

に会ってくれないんだ」

　薫は涙声になりながら友香に訴えた。

「当り前でしょう。美穂があなたに会うわけないじゃないの。あんな言い方されたら誰だって怒

るわ。あなたたちあんなに仲が良かったのにどうして。『美穂のせいで負けた。美穂のような下

手くそな子とはもうペアは組みたくない。今まで我慢してきたけど、今度ペアを組む子はもっと

上手なほうがいい』そんなことを言われれば、私だってショックを受けると思うわ」

　そう言うと友香は薫を睨みつけた。友香まで誤解している。薫にとって悲しいことは、誰一人

として真実を知っている者がいないことだ。

「友香。今更言い訳になるかもしれないけど、私はただあのとき美穂がミスをしなければ、次の

大会に進めたのにと言っただけで、先ほどあなたが言ったことは、言った憶えはないのだけれど

。何でそんなことになってしまったのか、私にも分からない。確かに試合の後美穂に素っ気ない

態度をとったことはあったけど、そんな酷いことは決して言っていないわ」

　本来なら自分を正当化させるような言い訳はしたくなかった。それでも子供の頃から仲良しの

友香には真実を知ってほしかった。

「本当なの？」

　友香は今まで薫を責めるようなきつい表情だったが、自分が間違った情報に踊らされていたこ

とに気が付いたのか、表情が突然変わった。



「本当よ。そんな酷いことは言っていないわ。多分うちのクラスのテニス部の女子が面白おかし

く美穂に吹聴したのじゃないかしら。ただ私も悪意はなかったにせよ、美穂を傷付けてしまった

のは私のせいでもあるわ。本当に申し訳ないと反省しているの」

「そうよね。私もあなたを子供のときから知っているけど、あんなことを言うとはとても信じら

れなかった。あのとき美穂はトイレに行って泣いたと言っていたけど・・・・・・。これはあな

たに絶対言わないつもりでいたのだけれど、そうなると話しが変わってくるわね」

　友香の困惑した顔を見て薫は一抹の不安を感じた。何かこの後自分は聞いてはならないことを

聞かされるのではないかと思うと、この場所から逃げ出したい衝動に駆られた。

「どうしたの？」

　それでも薫は真実を知りたかった。

「あなた、部活だけじゃなく今クラスでも、酷いいじめに遭っているでしょう。あなたのクラス

の沢田栄一、あの子があなたのいじめの指揮をとっているのよ」

　友香はできる限り淡々と話しているように感じられたが、それが酷く残酷な言葉として耳に入

ってきた。

「え〜。でもなんで？」

　沢田は野球部に所属し端正な顔立ちで、薫は中学に入学したときから彼に対して恋心を抱いて

いた。自分から手紙を出したこともなければ、直接告白したこともない。しかし彼が好きだとい

うことを、親友だと思った美穂には打ち明けたことがある。

「あなた知らないの。沢田は美穂の彼氏よ。どういう経緯で付き合いだしたかは分からないけど

、二人が付き合っているのは間違いないわ。美穂は沢田にあなたをいじめてくれるように頼んだ

のよ」

　中学三年生の少女にとって、男性を選ぶ基準は容姿以外考えられない。憧れの王子様が私を陥

れる悪魔と知ったときの絶望感は、計り知れないものだった。私の周りにいるすべての者が、私

から遠ざかっていくように感じた。

「どうしてなの？何で美穂が！私が美穂を追い込んでしまったのね。私のつまらない一言が美穂

を傷付けてしまった。私は何で美穂の気持ちを分かってやれなかったのかしら」

その瞬間今まで抱いていなかった美穂への憎悪が、自分の根底から湧いてくるのを自覚したとき

、自分自身恐ろしくなった。この期に及んで美穂を恨むのは筋違いに他ならない。

「何であなたは、自分を陥れた人間をそのように思えるわけ？」

「美穂が私を憎むのは私のせいなのかもしれない。もう親友には戻れないのかしら」

私が美穂に抱いていた思いと、美穂が薫に抱いていた思いはまったく違うことに気が付いたとき

、既に美穂と親友でありたいとの思いは消えていた。私は今まで他人に対して憎しみを持ったこ

とはなかった。美穂がそこまで私を憎んでいたことは流石にショックだった。

「美穂も罪作りなことをしたものね。これは美穂から直接聞いたのだから間違いないはずよ。そ

のとき私はそこまでしなくてもと随分反対したのだけれど、彼女はあなたの言ったことに酷く傷

付いたのね。私の意見には耳を貸さなかった。多分あなたのことを心から信じていたから余計許

せなかったのね。おそらく部活でも皆に吹聴したのじゃないかしら」

　バットか何かで頭を思い切り殴られたような衝撃を受けた。友香の言っていることが信じられ



なかったが、彼女が嘘を言う人間でないことは薫も良く分かっている。

そんなに私が憎かったのかしら。私は何であんなことを言ってしまったのだろう。そう思うと美

穂が取った行動が許せないと思うより、自分の軽率さが許せなかった。（ごめん。美穂、私があ

なたを追い詰めたのね。あんなに仲良しだったのに。もう以前のように笑って話すことはできな

いのかしら。私って何てバカなの）今までどんなに意地悪されても涙一つ流さないで耐えてきた

。それがどんなに辛くても、決して先生にも両親にも相談しなかった。どんなに辛くても独りで

乗り切る自信があった。でももうだめだ。頭の中の何かが壊れたような気がする。目の前にいる

友香が何か別の世界から来た異邦人に見えた。直線であるはずの玄関扉が、ムンクの絵のように

歪んで見える。硬いはずの足元が綿の上を歩いているような不安定な感覚に陥った。

「薫だいじょうぶ？」

　友香の語り掛けにも、返事をすることすらできず、踵を返すと自転車に飛び乗り一目散で自宅

に向かった。はっと気が付くといつの間にか自分の部屋のベッドに座っていた。

　　　　　　　２

　菱来が阿智村の中学校から柔道部の練習を終え、帰宅したのは既に午後七時を回った後だった

。インターホンを押しても誰も出ないため、仕方なく自分の鍵で玄関の鍵を開けた。家は決して

新しくないが、用心を考え鍵だけはオートロックに変えていた。キッチンにオートロックを解除

するスイッチパネルがあり、いつもはキッチンにいるはずの由紀子がオートロックを解除してく

れる。

「おい帰ったぞ」と少し大きい声で怒鳴ったが、電気が点いているにも拘らず誰の返事もないど

ころか、人が動く気配すらない。玄関で靴を脱ぎキッチンに向かった。和室の襖が開けられ、電

気が点けてあったため覗くと、そこには信じられない光景が広がっていた。薫が鴨居からぶら下

がり、その下で汚物塗れになった由紀子が娘の足を撫でているではないか。そして何か呪文のよ

うなものを唱えている。それは菱来が初めて目にした地獄絵図だった。

　何なのだ。何でこんなことになったのだ。薫はなぜ僅か十五歳で自らの命に、ピリオドを打た

ねばならなかったのか。

　後日学校より薫はクラスの複数の者から、いじめを受けていたみたいだと報告を受けた。誰か

特定の者がいるのではないかという菱来の詰問に、校長は特定の者はいないと説明した。

　菱来は最後に薫が書き残したと思われる便箋に（美穂ごめんね。貴女にそんな辛い思いをさせ

ていたなんて）と書いてあったため、もしや薫自身にも非があるのではないかと思い、それ以上

詮索することを控えた。たった一・二行しか書いていない遺書の文字を見ただけだが、世間で

起こっている単なるいじめによる自殺ではないような気がしてならなかった。

　自分が知っている薫は、いじめられて自殺するタイプにはとても見えない。あの子が自殺する

原因はもっと違うところにあるような気がする。教師をやっている自分が、娘が学校でいじめら

れ自殺したことを、素直に受け入れられるものではなかった。

　連日マスコミの攻撃に、菱来は口を貝にして何も語ろうとしなかった。自分が教師をやってき

た経験上、どの学校にも大なり小なり必ずといっていいほどいじめは存在する。それは教師がど

んなに頑張ってみたところで、根絶することは不可能なのが現実だ。しかし自分の娘がそれに巻



き込まれて、命を落とすとは夢にも思わなかった。このときはなぜか加害者も気の毒に思えた。

親の目から見ても薫はとてもできた娘だ。由紀子とは年中口喧嘩をしていたが、それとて母と子

のコミュニケーションとしてみれば微笑ましい。　

部活も一生懸命頑張っていたようだし、勉強にしても何も言わずともしっかり勉強し、それなり

の成績を修めているようだった。ただちょっと他の子より正義感が強いところがあり、それが彼

女を追いつめる結果となってしまったのではないかと推測した。

　薫と最も親しい友人と思われる美穂に、ごめんねと書き残している。その子は小さい頃から知

っている。薫が最も仲良くしていた子だった。学校の説明では春の市の大会で美穂がミスして、

それを薫が責めたことが、いじめに繋がったのではないかという見解だった。学校の言うとおり

なのか薫が亡くなってしまったため、確認することはできないが、少なくとも友人であった美穂

にだけは、迷惑を掛けたくないと思ったのではないだろうか。父親としてそれを汲み取ってやる

なら、これ以上追及し彼女を苦しませるのは薫の本意ではないような気がして、それ以上詮索す

ることをしなかった。

由紀子は薫のい首する姿を目の当たりにして、自分の殻に閉じこもったきり出てこなくなって

しまった。あのとき菱来は何度か由紀子に語り掛け、病院にも連れて行ったが一向に病状は改善

されず、仕方なく飯田中央病院の精神科に入院させることに踏み切った。病棟は完全に隔離され

、そこに行くにはエレベーターで行くのだが、エレベーターも扉もすべて職員の持っている鍵が

なければ開けられず、由紀子の病室に行くには職員の立会いが不可欠だった。由紀子には申し訳

ないという気持ちもあったが、自分たちが生活していかなければならないことが最優先で、断腸

の思いで転勤希望を出し、今の千曲中学校に転任して来た。

あの小さな町ではもう生活できない。近所の人はどう思っているか分からないが、教師という仕

事を続けていかなければならない以上、できるだけ噂が届かない遠くの中学校に赴任したかった

。北信まで行けば南信の者が北信に来ることは、よもやないであろうと考えた。

　逃げるようにして北信まで来たが、気のせいか或いは言葉のせいか分からないものの、南信に

比べると北信の人間は理屈ぽく冷たく感じられた。此方に来ても妻の容態が気になり、週に一回

は飯田まで帰ることにしていた。

自分の娘が自殺し転勤までして北信まで来たのに、そこでまた自分の教え子が自らの命にピリ

オドを打ってしまうなんてなぜなんだ。

　自分は幸雄に言われ何とか確証を摑もうとしていた。頭のいい奴らに対抗するには、それなり

の有無を言わせぬ証拠が必要だった。それなのにこんな早く逝ってしまうなんて。　

（幸雄本当にごめんな。お前の無念は絶対俺が晴らしてやる）菱来自身、自分では抑えられない

怒りが沸々と湧いてくるのを、どうすることもできなかった。

　　　　　　　



絶望の扉　３　４　５　

　　　　　　　３

　校長はマスコミの対応と父兄の対応に追われるため、遺族への対応は教頭と菱来に任された。

菱来が教員住宅から学校に戻ると、既に教頭はもう林原の家に行っているということで、学年主

任から大まかな状況を訊き出し、エスクードで林原の家に向かった。林原の家に着いたのは既に

十一時を回った後だった。玄関の呼び鈴を押すと幸雄の父親らしき男が、礼服を着て玄関から出

てきた。その後には礼服姿の教頭が立っていた。菱来が「この度は・・・・・・」と声を詰まら

せ頭を下げると、教頭が「君遅いじゃないか」と嫌味ぽく口を挟んだ。

　幸雄の父と思われる男は狭い玄関ホールで「幸雄に一体何があったのですか？先生は御存知な

んでしょう」と菱来に詰め寄った。

この男が父親に間違いないようだ。林原の母、美佐江には何度か会ったことがあったが、父、明

彦に会ったのはこれが初めてである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

菱来は玄関の三和土に土下座した。膝に伝わるタイルの冷たさと硬さが、幸雄が自分を拒絶して

いるように思えてならなかった。土下座をしてすむ問題ではないのは良く分かっている。しかし

そうせざるをえない自分自身に腹がたった。

「誠に申し訳ございません。息子さんを守って上げられなくて・・・・・・」

　その後の言葉が喉から出てこなかった。

「先生息子はいじめられて自殺したんですか」

　明彦の言葉は驚くほど落ち着いていた。それが余計父親の苦闘を素直に受け入れられない姿に

見え、何も言い訳が見つからなかった。

「申し訳ありません。私は今日幸雄君からいじめを受けているという、相談を受けていました」

やっとのことで自分の思いを口にすると、明彦の後ろにいた教頭が「菱来先生。家族の方には

詳しいことは今調査中と説明してある。無責任な言動は控えてくれ」と横槍を入れてきた。教頭

のこの行動は学校側の立場からすると正当なのかもしれない。しかしそのあまりにも誠意のない

言動に菱来は怒りを覚えた。

「教頭あんた何言っているんだ。人が一人死んでいるんだぞ。調査はこれから俺がする。家族は

自分の息子がなぜ自らの命を絶たねばならなかったか、一刻も早く知りたいんだ。あんたこそ無

責任なことを言うな」

　いつもはおとなしく先生同士で口論さえしたことがない菱来が、鋭い目つきで教頭を睨み付け

ると教頭は一瞬怯んだ。「君・・・・・・」と言ったものの教頭は菱来の怒りの大きさにたじ

ろぎ、それ以上何も言えなかった。

「大声を出して済みません。お父さん私が知っている範囲のことであれば、すべて隠さず御話し

します。そして幸雄君を自殺に追いやった奴には、それなりの償いはさせるつもりです」

　土下座したまま見上げると、明彦は考え込むように目を瞑った。自分の娘も自ら命を絶ってい

たので、この父親の気持ちは痛いほど分かる。

「先生取り敢えず立って下さい。そして幸雄を見てやって下さい」

　菱来はその場に立ち上がり礼服の膝の部分の汚れを払うと、靴を脱ぎ玄関ホールに上がった。



　菱来はその場に立ち上がり礼服の膝の部分の汚れを払うと、靴を脱ぎ玄関ホールに上がった。

「失礼します」と言い明彦の後をついて行った。リビングを抜け奥の和室に通された。小さな箪

笥の上に紫檀でできた仏壇が置いてある。その仏壇の下に白い布団に寝かされた幸雄の遺体があ

った。菱来は遺体の頭の辺りに正座すると、顔に掛けてある白い布を取った。首を吊って自殺し

たと聞いていたが、死に顔は苦痛を伴った顔ではなく、とても穏やかな顔をしていた。一瞬薫の

死に顔と重なった。(なぜ君たちはそんなに死に急ぐんだ。もう少し頑張って生きていれば、きっ

といいことが沢山待っているはずなのに)幸雄が社会科準備室から出て行ってまだ半日も経ってい

ない。声を掛ければ目を覚ますのではないかとすら感じた。

薫のときはいじめられた原因が、自分にあるのではと彼女自身自覚していたのではないだろうか

。友達思いの薫の意思を尊重して、あのときは原因を深く追求しなかった。今思い返してみると

果たしてそれで良かったのかとときどき後悔する。あのとき自分は親の立場よりも、教師の立場

を優先したのではないだろうか。今の時世ことが起こると直ぐに、我々教師や教育委員会は自分

の立場を守るため逃げ腰になる。人一人が亡くなった事実よりも、自分自身の保身に走る。マス

コミがすべて正しいとは思わないが、このような自分たちの行動は、傍目から見ていると大変不

愉快に違いない。

　安らかな幸雄の死に顔を見ていると、真下、伊田、木下、山口、四人の顔が頭に浮かんだ。菱

来は目を瞑り合掌した。

「幸雄ごめんな。本当にごめんな。お前の無念は俺が必ず晴らしてやる」

　独り言のように呟き、後に人の気配を感じたため振り向くと、そこには憔悴しきった美佐江が

いた。

「先生これあの子が残した遺書です」

　美佐江が差し出した物は二つの白い封筒だった。

「拝見させて貰ってもよろしいでしょうか？」

　菱来は美佐江に断りを入れた。「どうぞ」と美佐江は頭を下げた。二つの封筒は糊付けされて

おらず、一通は菱来先生へと書かれ、もう一通は二年三組の皆へと書かれていた。菱来はまず自

分宛の封書から便箋を取り出しそれに目を通した。それには以下のことが書かれていた。

｛先生僕は昨日までどんないじめにも耐えられると信じていました。確かに精神的にも肉体的に

も辛かったのですが、今日僕は真下と伊田と木下と山口に便所で、山口のした小便のたまった便

器に顔を突っ込まれ、それが僕の鼻から入り飲んでしまったとき、何で僕はこんな目にあわなけ

ればならないのだろうと思いました。僕はあいつらに何一つ嫌なことはしていないのに。何で奴

らは僕にあんなひどいことをするのか。僕は人の小便を飲んだとき、すべてがいやになってしま

いました。もし今度生まれかわれるのなら僕は強いライオンに生まれかわりたいです。先生僕は

最後のたのみだと思い相談しにいったのに、結局先生は何もしてくれなかった。僕が女子便所で

うんちをしたとき、郷田が何と言おうと信じていてくれてうれしかったです。おそらく今回のい

じめは郷田が真下に嗾けたんだと思います。先生二年三組の皆にいじめはいけないんだというこ

とを教えてやって下さい。あと真下、伊田、木下、山口と郷田だけはどうしても許せません。先

生仇を取って下さい。僕の最後のお願いです｝そこで文面は終っていた。菱来は自分の瞳から涙

が溢れ、手紙に何滴も落ちていることに気が付き自分で驚いた。自分の頭の中の回路が涙でショ



ートしてしまったのかもしれない。あのとき何らかの手を打っておけば、確実に幸雄は命を落と

さずに済んだのではないか。自分は何て馬鹿なのだ。親としても教師としても失格だ。遺書を持

っている手がぶるぶる震えていた。

　郷田が裏で糸を引いていたのか。幸雄が女便所で大便をしたとき、ちょっと強く郷田にあたっ

たような気はしたが、それがこの様なかたちで、一人の生徒の生命を奪ってしまうなんて、その

ときは知る由もなかった。

「先生大丈夫ですか？」

　項垂れている菱来を見て心配そうに美佐江が声を掛けてきた。菱来はその場から立ち上がると

、明彦と美佐江に向かい沈痛な表情で言葉を発した。

「お父さん、お母さん今すぐ警察に電話して真下、伊田、木下、山口、郷田の五人を刑事告訴し

て下さい。彼等は全員十四歳になっていますので、警察に逮捕されると思います。お母さんこれ

をお読みになりましたか？」

　もう年度末になっていたことと、学籍番号は普通あいうえお順になっているのだが、この学校

は生年月日順になっていたため、この五人が既に十四歳に達していることが菱来にも分かった。

菱来は手紙を美佐江の前に差し出した。

「ええ読ませて貰いました」

　美佐江はそう答えると目頭をハンカチで押さえた。

「菱来先生何馬鹿なことを言っているんだ。君はうちの生徒を警察に逮捕させる気かね」

　少し離れたところにいた教頭が横槍を入れてきた。ことが公になると学校が何も知らなかった

では済まされない。

「やかましい。黙っていろ。何が正しいか間違っているか、司法が判断すればいいことだ。あん

たは教育委員会にでも電話して指示を仰ぐんだな」

　菱来は教頭に罵声を浴びせた。

「自分が何を言っているのか分かっているのかね」

　教頭は顔を引きつらせ、狸のように出たお腹で身体を震わせていた。

「これはもう犯罪です。彼等を許していたら幸雄君は浮かばれません」

「先生よろしいのですか？」

　美佐江は心配そうな表情を菱来に向けた。

「お母さん。私も一人娘を二年前いじめに遭い亡くしました。もうこれ以上子供たちに辛い思い

をさせたくないんです」

　菱来の目は真赤に充血していた。

「美佐江私が警察にすべて話す。菱来先生の言うことは正しいと思うよ。私自身幸雄は弱かった

んだと思う。だからいじめた生徒を恨む気持ちは今はない。しかし幸雄の無念は親である私たち

が晴らしてやらなければならないんじゃないかな。それは幸雄をこのように追い込んだ彼等に反

省してもらうしかないと思う。彼等も警察官から事情を聴取されれば、自分たちがいかに酷いこ

とをしたのか理解すると思うよ」

　明彦は何か決意した表情をした。

「お父さんその通りです。この後のことを学校に委ねていたら、おそらく彼等は何の罰も受けず



、もしかしたらまた何食わぬ顔をして、他の者をいじめるかもしれません。それだけはどんな手

段を講じても阻止しなければなりません」

「分かりました。主人に今から警察に電話して貰います」

　どこまで納得してくれたかは分からないが、先ほどよりは幾分穏やかな表情になったように菱

来には見えた。美佐江の後方にいる教頭に目を向けると、携帯電話で誰かと話していた。

　　　　　　　４

　林原明彦の通報で五人は千曲警察署に連行された。翌日になると東京からテレビ局やら週刊誌

の記者やらが学校に押しかけて来て、千曲中学校は蜂の巣をつついたように騒がしくなった。　

　

校長の記者会見は傍目から見ている限り滑稽だった。担任である菱来は記者会見から外されたが

、テレビのレポーターからコメントを求められ「いじめは犯罪です。犯罪である以上、司法に委

ねるのが最善の策に思います。お父さんお母さんのとった行動は当然だと思います」と毅然とし

た態度で答えた。

　警察が介入した以上何を言っても後の祭りなのに、教育委員会や学校側はひたすら保身に走

った。その中で菱来の独断専行だけが目立ち、学校側はそれを非難した。PTAからのバッシングは

凄まじく、あのような教師は首にしろと言う者まで出だした。ただ社会的には大きな問題だった

ため、マスコミでは賛否両論あったものの、菱来の行動はそれなりに評価された。

　　　　　　　５

　警察の少年課に連行された五人は、その日は簡単な取調べだけで終ったが、翌日からの取調べ

は少年たちにはかなりきつかったに違いない。四人はあっさりと幸雄を自殺に追い込むほどいじ

めたことを認めたが、郷田だけは直接身体に危害を加えていないということで、直ぐに釈放さ

れた。

　幸雄が亡くなった翌日学校は休校になった。その日保護者を集め学校側はことの経緯を説明

した。二日後生徒たちが学校に登校し、朝のホームルームの時間菱来は二年三組の教壇に立った

。目の前にある幸雄が使っていた机には誰が持ってきてくれたのか、綺麗な花が活けてあった。

クラスの皆は元気がない。一人が自殺して四人が警察に逮捕された。それはこの学校の誰もが知

っている事実だ。人それぞれ色々な受け止め方があるだろう。直接いじめに加担したかどうかは

別にして、少なからず彼等、彼女等にそれぞれ大きな傷を残したことは間違いない。

　教壇に立った菱来は一通り皆の顔を見回すと、背広の内ポケットから白い封筒を出し中の便箋

を広げた。

「これは林原が君たちに残した最後のメッセージと思って聞いてくれ。これを読んで林原は何で

自ら死を選ばねばならなかったのか皆もよく考えてくれ。ただ勘違いしては困るのだが、私は君

たちを責めるつもりはない。林原は君たちと一緒に学んだ仲間だ。その彼が最後に何を思い、悩

みこれを書いたのか、君たちはそれを受け止める義務がある」

　そのように言うと菱来は、幸雄が残していった遺書を読み始めた。

「二年三組の皆へ。何で皆は僕のことが嫌いなんだろう。僕は僕なりに皆に嫌われないように努

力したつもりだ。でも皆は僕の存在自体が嫌なのか、どうしたら僕のことを好きになってくれる



のか、いやこの際好きになってくれなんて贅沢は言わない。僕を嫌いにならないでほしい。僕は

皆のことは少しも嫌いではないのだから。もし僕に悪いところがあったら直すから、どうか皆僕

を嫌いにならないで下さい。お願いします」

　菱来は遺書を胸のポケットに仕舞うと、もう一度生徒を見た。女子の中には泣いている者も

いた。また明らかに迷惑そうに怪訝な顔をする者もいた。幸雄がクラス皆の気持ちを動かしたい

と思って死んだのなら、それは成功したに違いない。十四歳の彼等は、大なり小なり同じクラス

の者が、なぜ自ら死を選ばなければならなかったかということは、理解したはずである。ただこ

の中に一人でもいじめを止めようとする者がいたなら、幸雄は死なずにすんだかもしれない。勿

論それは菱来自身にも大いに責任がある。

「君たちの中にカムイ伝というマンガを読んだことがあるものはいるかな？」

　菱来は教室を見回したが、挙手をする者は一人もいなかった。

「先生はこのマンガを丁度君たちと同じ中学のときに読んで、とても衝撃を受けたことを憶えて

いる。この物語は江戸時代、徳川幕府の封建的な世の中での人々の生き様を描いた大河ドラマだ

。この物語には色々な人物が出てくる。厳しい封建社会で自分の進むべき道を模索しながら生き

抜いていく。その登場人物の中に一人の少年カムイと、狼のカムイが出てくる。お母さん狼から

沢山の狼が生まれ、その中に一匹だけ白い毛並みの狼が生まれた。この白い狼がカムイなのだが

、兄弟たちは自分たちと違う毛並みのカムイを何かにつけて仲間はずれにする。これにはちゃん

と理由があって、狼たちは群れで生活していたのだが、この白い狼があまりにも目立ち、狩など

に支障をきたすことになる。兄弟たちはこの白い狼がいると自分たちが餌にありつけないのでは

ないかと考え、カムイを排除してしまう。厳しい大自然の中で、幼い狼が一匹で生きていくのは

不可能で、この狼は己が生き抜くためにより強い一匹狼についていく。そのおこぼれを貰いコバ

ンザメのように付き纏ううちに、やがてこの一匹狼もカムイを仲間として認めてくれる。一方人

間のカムイはこの時代最下層の非人部落の生まれで、否応のない差別を受ける。君たちも歴史

で習ったと思うが、この徳川の封建時代、士農工商という身分制度が画一され、農民は身分こそ

武士の次だったが、現実は貧しくその日食べていくのがやっとだった。当然農民たちの不満は

溜まっていく。そこで捌け口となるのが最下層のえた非人たちだった。非人たちが農民にどれだ

け酷い仕打ちを受けたか想像に難くないが、我々が考えている以上の酷い生活を強いられていた

のは間違いないだろう。ここでカムイは人一倍負けん気が強かったため、この部落を飛び出しや

がて公儀隠密の上忍に拾われ忍者になる。しかし結局その社会でも一番下の下忍として虫けらの

ように扱われ、時代の波には勝てないと思い知らされる。動物にしても人間にしても他の者より

優位に立ちたいと願うのは当然のことだろう。また普通と違ったものを見ると、排除したりいじ

めたりするのもいわば動物の本能なのかもしれない。特に人間は人よりいい服を着て、人よりい

い家に住んで、人よりいいものを食べたいという欲求があったから、これだけ文明を発達させる

ことができたのだが。旧ソ連のように皆が平等にという考え方だと国は滅んでしまう。こんなこ

とを言っては身も蓋もないが、大人になっても決していじめはなくならないし、君たちがこれか

ら高校に進んでも、そこにも必ず大なり小なりいじめはあると思う。でもここで皆も一つ考えて

みてくれ。もしも自分がいじめられる立場だったらどう感じるだろうかと。皆死ぬほど辛いと思

う筈だ。この中には私が言ったことを何馬鹿なことと思う者もいるだろうしまた、実際友人をい



じめた者もいるかもしれない。しかし明日になれば今度は自分自身がいじめられる側になるとい

うことも忘れないでくれ。明日は我が身。他人に対して起こることは、自分に対しても起こるこ

とだということを肝に銘じて欲しい。君たちの中にはいじめられる者も悪いという者もいるかも

しれないが、たとえば林原は君たちに何か迷惑を掛けただろうか。人間は自分では気が付かない

うちに相手を傷付けてしまうこともあるだろう。そのときはお互い様と思って相手を許す広い心

を持って欲しい。弱い人というのは強い人よりも、相手の気持ちを色々考えているものなのだ。

こんなことを言ったら相手の人は気を悪くするだろうかとか、必要以上に気を使っている。そん

な優しい気持ちを持った人を追い込んで、強い人は何も感じないなんて赦されるわけがない。君

たちには先生からお願いがある。今回林原の死を真摯に受け止めて、二度と同じ過ちを犯さない

ようにして欲しい。君たちにはまだこの先楽しいことが沢山待っているはずなのだから。もし躓

いたらそこでゆっくり休めばいいのだ」

　生徒は誰一人何も言わなかった。菱来には生徒たちが皆、自分には関係ないのに何でこの受験

の一番大事なときに心を乱すようなことを言ってくれるのか、はっきり言って迷惑だとでも言い

たかったのではないかと思えてならなかった。

　　　　　　　



絶望の扉　６　７　８　９　

　　　　　　　６

　幸雄のいじめの首謀者と目される郷田は、何ごともなかったように学校に通っていた。警察に

拘束されたのは一晩だけだったことは、ごく一部の教員以外生徒たちは誰も知らない。郷田自身

どう考えているか分からないものの、一人の人間を死に追いやっておきながら、何食わぬ顔で学

校に出てくるのは、菱来にとって我慢できるものではなかった。自分はあのとき幸雄の遺体の前

で約束した。幸雄を死に追いやった者はすべて償いをしてもらうと。だから何もなくただ普通に

生活している郷田がどうしても許せなかった。

　報道によると警察に逮捕された四人も、鑑別所には行っても、少年院送致にはならないような

ことが報道されている。しかしそれでも彼等にとって僅か十四歳にして、警察に逮捕された事

実は、長い人生に於いて決して取り除くことはできない苦い経験になるに違いない。悪いことを

すれば必ず報いを受けるということを学んだはずだ。　

彼等四人の家族は示し合わせたように、どこかへ引っ越したということだ。事件を起こした本人

よりも、家族の方が社会的制裁を恐れたのかもしれない。もし学校や教育委員会のいうなりにな

っていたなら、おそらく今の郷田のように、何ごともなかったように普通に生活していただろう

。そういう意味に於いてあの四人には、幸雄に約束した通り仇を取ってやれたと思う。しかし郷

田は違う。直接身体に危害を加えていなかったため、何もなかったかのように生活をしている。

校長からも一生徒を個人的に責めることだけは慎んでくれと説得された。他の生徒の前で郷田を

吊し上げても、また新たないじめが発生するだけで、何の解決にもならないことは勿論分かって

いる。だからといってこのままにしておくつもりはなかった。

　菱来は飯田に帰省すると、長い間箪笥に仕舞ってあった少林寺拳法の道着を取り出した。胸に

は赤い卍の刺繍が施してある。柔道部では名ばかりの顧問で、高校のときと、大学授業の体育で

選択しただけで、柔道は白帯だったため部活では柔道着に袖を通したことさえなかったが、少林

寺拳法は黒帯だった。始めた切っ掛けは単純で、空手バカ一代をテレビで観たとき、恰好いいし

強くなれると思ったからだ。それで極真会館の道場に見学に行ったが、組み手を見て怖くなった

ため入門を断念した。中学のとき今度は燃えよカンフーを観て、少林寺拳法の道場に見学に行き

女の子もいたため、その日に入門を決めた。中学生の菱来に少林寺拳法の師範は、この拳法は私

利私欲のために用いてはならず、あくまで破邪顕正の拳としてもちいらなければならない。身を

守るための拳法で、相手を一方的に責める格闘技とは違うと教えを受けた。カンフーと日本少林

寺拳法が別物ということも、このとき初めて知った。

　その日授業が終ると二年二組の教室に行き郷田を呼び出し、放課後柔道場に来るように告げた

。そのときの郷田の目は明らかに恐れを抱いている目だった。いくら郷田といえども先生に呼び

出されそれを無視することはできないであろう。

　この学校で菱来が柔道部の顧問をしていても、誰も菱来が格闘技の黒帯だとは思っていない。

少林寺拳法の道着を着て道場に入ると、三人の生徒が既に受け身の練習をしていた。　　　

　顧問の高島はまだ来ていないようだ。生徒たちは一瞬菱来を見て怪訝な顔をしたが、何も言わ

ず練習を再開した。やがて郷田が学生服のまま道場に入ってきた。体格だけは柔道部の生徒より



ず練習を再開した。やがて郷田が学生服のまま道場に入ってきた。体格だけは柔道部の生徒より

立派である。

「郷田、こっちに来い」

　上座に座っていた菱来が立ち上がり大声で郷田を呼んだ。郷田は菱来の姿を見て驚愕の表情を

浮かべた。そして渋々菱来の前に赴いた。

「先生僕に何のようですか？」

　流石にあの事件以来ふてぶてしさはなくなっていた。

「俺が何でお前をここに呼んだか分かるか？」

「分かりません」

　郷田は困惑しながらも即答した。

「取敢えずこれを着ろ」

菱来は自分の横に置いてあった柔道着を取ると、それを郷田の胸に押し付けた。

「いいです」

　最初郷田は気をつけのまま道着を受け取ろうとしなかった。

「いいですじゃない。早く着ろ」

　怒鳴り上げた菱来の声が道場内に響いた。頑なに拒んでいた郷田が、菱来の声に畏縮して渋々

道着を受け取った。

「学生服の上だけ脱いで道着の上だけ着ろ」

　威嚇しながらも今度は穏かに言った。郷田は露骨に嫌な顔をしたが、仕方なく上着を脱ぎ道着

を着用した。帯は菱来が締めてやった。

「先生何をするんですか？」

　郷田はもう半泣き状態だった。何となくこの後自分が何をされるか覚ったようだ。

「郷田、林原が自殺したことをどう思う？」

　身体の大きい郷田でも目線はまだ菱来のほうが高かった。

「可哀相だなと思います」

「それだけか。林原が自殺したのはお前のせいではないのか？」

　菱来がそのように言った途端郷田の膝ががくがく震え、顔が蒼ざめていくのが傍目から見ても

分かった。それまで菱来は一生徒に対して感情的になったことはなかった。菱来にしてみれば中

学生は所詮子供である。しかし今は郷田がただの子供とは思えなくなっていた。

「・・・・・・」

「どうした。俺が怖いか。林原は毎日、このような恐怖を味わっていたんだぞ」

　菱来がそのように言うと、郷田の膝が落ち尻餅を着きそうになったため、奥襟を取って倒れな

いように立たせた。そして右足を一歩引き、拳を縦拳にして腰を入れるとともに、右の拳を思い

切り郷田の鼻筋に打ち込んだ。菱来の拳に骨の砕ける鈍い感触が伝わってきた。そしてすかさず

左手で郷田の右手逆小手を決め、腰を捻り投げた。受け身の取れない郷田は畳に崩れ落ち、痛さ

のあまり右手を左手で押さえ唸っている。

「先生何をやっているんですか？」

　いつの間に来たのか、顧問の高島が菱来のところに駆け寄って来た。



（林原約束どおり俺自身もお前を救ってやれなかった罰として、社会的制裁を受ける。これでお

前が納得するとは思えんが、これが俺の取れるけじめのつけかただ）

郷田の鼻は拉げ右手首は脱臼していた。菱来は自ら携帯電話で１１９番と１１０番を押した。

　　　　　　　７

　菱来が千曲警察署に逮捕された後、警察の留置所から起訴され身柄が被告人になると、長野拘

置支所に移監された。朝食の後荷物をまとめ所持金を確認すると、警察官に手錠をかけられ捕縄

を腰に縛りつけられた。鉄格子の入った白いライトバンに乗せられ、千曲警察署から三十分ほど

で県庁裏にある長野拘置支所に着いた。　　

勾留尋問で裁判所に来たが、こんな場所に拘置所があるなんて、まったく知らなかった。菱来は

幼い頃から飯田の鼎で育った。見上げると必ず目に飛び込んでくるのが、飯田拘置支所の高い塀

である。そこは昔刑務所だったらしく、幼い頃母が「あの中には悪い人たちが沢山入っていて、

誠も悪いことをするとあの中に入れられてしまうよ」とよく脅されたものだ。飯田拘置支所には

入らなかったが、違う場所にある長野拘置支所に入る破目になってしまった。　

子供の頃、誰でもそうであるように、菱来もまさか塀の中に自分が繋がれるとは思ってもみなか

った。

　長野拘置支所には十時に到着した。二人の警察官と共に、手錠に捕縄の状態のままライトバン

を降り、拘置所の中に通された。そこは警察の留置場にはない独特な雰囲気が漂っていた。菱来

自身代用監獄である警察の留置場と、行刑施設の拘置所の違いが今一つ分からなかった。警察官

に訊くと菱来は起訴され、裁判を受けるためここの拘置所に移監されたということだ。拘置所の

職員は刑務官といって同じ看守でも、留置場の看守とはどうも違うらしいということが分かった

。（刑務所や拘置所の行刑施設の職員を刑務官といい、役職は下から看守・主任看守・看守部長

・副看守長・看守長・矯正副長・矯正長・矯正監となっている）

　拘置所に来てまず通されたのが、新入調べ室である。警察官に腰紐と手錠をはずされると、警

察官が刑務官に何やら書類を渡した。刑務官はそれに目を通すと菱来を直視した。

「名前と生年月日を確認する。名前は？」

「菱来誠です」

「生年月日は？」

「昭和Ⅹ年６月５日です」

「本籍は？」

「長野県飯田市・・・・・・」

「今日から貴方はこの移監指揮書に基づき、ここ長野拘置支所で生活してもらう」

　菱来に告知すると、連行してきた警察官の方を向いた。

「結構です。御苦労様でした」

刑務官が警察官に敬礼すると、警察官もそれに対し答礼した。警察官は手錠についた捕縄を巻き

取ると新入調べ室を出て行った。

「まずお金と貴重品を出してくれ」

　刑務官が言うと菱来は自分が持ってきた黒のスポーツバックから、お金の入った封筒と銀行

のキャッシュカードや免許証の入った袋を刑務官前のスチール机の上に置いた。新入調べ室には



二人の刑務官が居り、袖に銀線を巻いた看守部長が、椅子に座り机上にあるノートパソコンを広

げた。

「今からあなたが持ってきた荷物をパソコンに打ち込むので、持物をバックから出してそこの茣

蓙に並べてくれ」

　看守部長が目で促すと、看守が菱来の足元に茣蓙を広げた。菱来は茣蓙の上に衣類は衣類本は

本と種類別に並べると、パソコン前の看守部長の顔を見た。

「今着ている服を全部脱いで裸になって」

　警察でもそうだったが、何が辛いかといえばこのときが一番辛かった。医者でもない人間の前

で素っ裸にされるほど屈辱的なことはない。たとえどんなに格闘技に長けていようと、何もつけ

ず素っ裸にされてしまえば、戦意など簡単に消失してしまうほど、気持ちが小さくなる。裸にな

ると茣蓙の上に立たされた。看守が菱来の正面に立つと身体を嘗めるように見て「身体に手術跡

、傷、刺青はないか？」と訊いてきたため「いえありません」と答えた。看守が自分の掌を菱来

に見せ「掌を見せて」と言った。看守に掌を見せると、耳の穴、口の中、入れ歯はないか確認さ

れ「ちんぽを見せてくれ」と言うと菱来のペニスをじっと見た看守が「玉入れはないね」と言

った。「玉入れってなんですか？」と菱来は疑問に思ったことを口に出してみた。看守の説明に

よれば、ペニスにシリコンでできた小さな玉を入れ、多く入れるとトウモロコシのようになるそ

うだ。なぜ男がそのようなものを入れるのかだいたい想像がついた。

「今度は後を向いて四つん這いになって、尻の穴をみせてくれるか」

　一瞬何を言っているのか理解できなかった。このときばかりは流石に自分の起こした過ちを後

悔した。刑務官たちはこれが仕事で、毎日こんなことを遣っているのかもしれないが、初めてこ

のような施設に収監された者からすると、とてもショックな出来事に違いない。希に尻の穴にタ

バコや覚せい剤を隠し持ってくる者がいるのでここまでするそうだ。自分の中に既に捨てたと思

っていたプライドがガラガラと崩れていくのが自分でも分かった。自分は犯罪者なのだ。自ら望

んで犯罪者になったはずなのに、この先色々なことを考えると憂鬱になってくる。

　長野拘置支所に移監されてから二週間ほど過ぎた頃、県の教育委員会の職員が三人面会に来た

。菱来が拘置所の面会室まで行くと、面会職員の真北看守部長が面会室入り口の覗き穴を確認す

るように指示した。拘置所では面会する際、事件に興味を持った野次馬やマスコミなどが多い

ため、面会の前必ず面会相手を本人に確認させ、面会申し込み用紙に記載されている人物に間違

いないか、間違いがなければ面会を実施するというシステムをとっている。

「相手が教育委員会の人間かどうかなんて、私には分かりませんが。相手の方がそのように仰る

のなら間違いないでしょう」

　菱来自身教師をしていても、上級基幹であるここの職員とはあまり面識がない。

「面会受付で、身分証明書を確認したので間違いないと思うよ。こちらが提示を求めたわけでな

いのに、向こうが自主的に提示してきたんだが。昨日電話があってそちらに菱来という人がいま

すかというので、電話では在監者の有無は答えられませんと説明すると、明日そちらに行くとい

うことで、今日面会に来たということだ。何か渡したい物があるらしいぞ」

　教育委員会の者がここに何しに来たのか、おおよその見当はついた。面会室扉の覗き穴を覗



くと、見知らぬ男が三人面会室に入ってきた。三人とも濃い地味な背広を着ていた。教師は皆教

育委員会には頭が上がらないように思われがちだが、将来教頭、校長を目指す者でなければ、た

いして気に留める存在でない。今回のように社会的な不正行為をしない限り、注意指導は受けて

も懲戒処分を受けることは殆どない。

　公立中学校教師は、法律で身分を保証された地方公務員のため、(勤務実績不良)(心身の故障)（

適格性の欠如）などの理由がない限り免職も降任も降給もされることはないのが実情である。教

師を処分するにはそれなりの理由と手続きが必要となる。

保護者が教育委員会に怒鳴り込んだところで、調査には時間が掛かるし、仮に注意指導を受けた

としても、所詮はお役所仕事である。教師の中にはそれをプレッシャーに感じ、ノイローゼにま

でなってしまう者もいるが、気難しい上司だと思えば苦にならない。教員の場合、教頭、校長は

いても他の教師は年齢の差こそあれ皆同じ先生である。教育委員会は上部基幹だが、別に毎日監

視して顔を突き合わせているわけでないので、たとえ校長、教頭が難しいことを言おうと、自分

の信念を持って仕事をしていれば、何も恐れることはない。民間の会社のようにノルマが課せら

れるわけではないので、ある程度割り切って仕事をしていれば、これほど気楽な仕事はないのか

もしれない。

　中学生なんて何を言おうと所詮は子供だ。他の教師は兎も角、力でも頭でも彼等に負けるわけ

がない。学生時代色々アルバイトをしたが、こんな楽な仕事はないと思っていた。それは単に先

生或いは人として無責任だったからだ。子供は強い者に対して絶対逆らわない。

菱来が子供の頃はよく先生に叩かれた。怪我こそしなかったものの、棒などで頭を叩かれたと

きにはたんこぶができたものだ。だからといってそれを恨むこともなかったし、そんなことを親

に言おうものなら「おまえが悪いから先生が怒ったんだ」と言って「先生うちの子をもっと叱っ

てやって下さい」という親のほうが多かったのではないだろうか。しかし今の時代そんなことを

したら大変な問題になってしまう。

　菱来は適当に生徒との距離を保って、毎日恙無く過ごしてきた。しかし子供という生き物は白

鳥が湖の上を優雅に泳いでいる姿と一緒で、水面下では何をやっているか分からないのが実情で

ある。今の子供たちは菱来が子供のときより学力や運動能力は低下したものの、悪知恵は非常に

働くようになった。それは親やメディアにも責任があると思う。

　菱来はよもや自分の暴力性が爆発し、生徒に怪我を負わせてしまうとは考えてもみなかった。

結果論になるが、郷田のようなガキ大将は自分の力が絶対だと思っている。それ故に自分より力

の強い者には、絶対逆らうことはない。だから郷田が菱来の黒帯を見て腰を抜かしそうになった

とき、そこで止めておけば、郷田は菱来がこの学校にいる限りいじめはしなかったであろう。し

かし子供に対してあそこまで遣ってしまったことは、自分の中に眠っていた暴力性が目覚めて

しまったのだと感じずにはいられなかった。少林寺拳法はあくまで護身術であるため、空手のよ

うな一撃必殺の拳ではない。無抵抗な者に行なう攻撃は本来存在しないのである。

　二十年ぐらい前、ガンジーの映画を観てとても感動した。ガンジーはどんな暴力にも決して屈

しなかった。人間の一番弱い部分をよく理解していた。それは彼がインド人だからと菱来は思

った。ガンジーは絶対的な力に、力で対抗しても決して勝てないことを知っていた。暴力を振る

う者が、相手の血で自らが血まみれになったとき、人間は自分の愚かさに気付くはずである。



　自分はあのとき、幸雄の約束を果せたと思った。しかし時間の経過と共に、暴力では何の解決

にも結びつかないことを身を以て実感することになる。遣ったら遣り返す。それでは何の解決に

もならない。それは歴史が証明している。ガンジーの無抵抗主義はイギリス人にとって脅威だっ

たに違いない。無抵抗な者に暴力を振るうことほど愚かなことはない。

菱来自身、郷田が自分より身体が大きく空手の有段者だったら、おそらくあのような行動には出

なかったであろう。最初子供は絶対的な力に弱いと思ったが、本当は自分も子供と一緒なのだ。

獄中に繋がれ一人になり、己の行なった行為がいかに愚かだったことか再認識した。

菱来が狭い面会室に入ると、透明アクリル板の向こうにいる男たちは「教育委員会の岡島です

」「竹村です」「石野です」とそれぞれ名乗った。そして岡島という男が、定形外の茶封筒から

一枚の書類を取り出すと、アクリル板の前に此方に分かるように示した。そして「残念ですがＸ

年Ⅹ月Ⅹ日付で懲戒免職になりました」と事務的に告げた。

　　　　　　　８

菱来の事件は幸雄の自殺よりも、大きくマスコミに取り上げられた。それまで生徒と一緒になっ

ていじめた先生はいたが、いじめられ自殺した生徒の復讐をした教師は初めてだった。そして何

より菱来の愛娘が二年前、いじめに遭い自殺している。マスコミにとってこんな面白いネタはめ

ったにない。朝のワイドショーも昼のワイドショーもこのことを取り上げた。世論の意見は真っ

二つに分かれた。確かに暴力はいけないものの、菱来に同情的な意見と、いくらいじめとはいえ

一生徒に制裁を加えることは、教育者として絶対遣ってはいけない行為だという意見に分かれた

。ある教育大学のコメンテーターは「教育現場に警察が介入すること事態もはや教育の退廃な

のに、教師自らが復讐鬼になって生徒に制裁を加えることは、愚の骨頂も甚だしい。最低の教育

者です。彼は仕置人にでもなったつもりなんでしょうか。今の時代には似つかわしくない人間

です」と吐き捨てるように言った。　

しかしある私立中学の校長は「大人は子供を天使のように神聖化するが、子供の心の中にはと

きに、途轍もない悪意が潜んでいることがあるのです。人生経験の乏しい彼等は手加減というこ

とを知りません。ある意味に於いては大人以上に残酷なのです。私の経験したことですが、いじ

められ自殺した生徒の葬儀にいじめた生徒が参列し、友達と話しをしながらげらげら笑っている

のです。そのとき私は背筋が寒くなりました。この子は子供の皮を被った悪魔じゃないかとね。

実際のところ学校に警察が介入するのはごく希で、殆ど加害者の子供たちが何の制裁も受けない

のが現実なのです。その子たちが大人になって真面目に遣っていけるかは私の知るところではあ

りませんが、そのような心を持った者がやがて結婚し子供を作ったときのことを考えたら、更に

恐ろしいことになるんじゃないかと思います。我々教師の中では、菱来先生みたいな人間は決し

て歓迎されません。しかし各学校に一人でいいから警察官の権限を持った人間が必要だと思い

ます。彼等は弱い者だからいじめるのです。裏を返せば自分より強い者に対しては絶対に逆らい

ません。私は今回の一件は教育界という池に投げられた一石だと思うのです。これは校長として

の意見ではなく私個人の意見として捉えて下さい。彼みたいな教師は今の学校には必要なのです

」とコメントした。この校長の発言は物議を醸し出し（教育者として言うべきことか。教師が仕

置人になっていいのか）という抗議がテレビ局に殺到した。



拘置所にもジャーナリストやレポーターが押しかけてきたが、それらの面会はすべて断った。自

分のとった行動が、これほど世の中に大きく取り上げられるとは夢にも思わなかった。

９

　自分は幸雄が自殺したあの日、彼が寂しそうに社会科準備室を出て行く姿を見て、不安な気持

ちになったが、まさかそのとき幸雄が死ぬほど思い詰めているとは考えてもみなかった。今まで

何千人と生徒を見てきたが、あんなに寂しそうな後姿を見たのは初めてだったような気がする。

自分はあのとき幸雄を救えたのだ。いや幸雄を救えるのは自分しかいなかった。だから幸雄はこ

の学校で唯一理解してもらえる自分を頼ってきたのだ。それなのに自分は・・・・・・。

勾留されるようになって、林原夫妻が面会に来てくれた。また面会のときには差し入れもしてく

れた。身内が面会に来てもらえない菱来にはとても有り難かった。

透明のアクリル板を通して、林原明彦は済まなそうに頭を下げた。

「先生こんなことになってしまって申し訳ありません。先生本当は私が遣りたかったんです。郷

田のことは息子の遺書を読んで本当に殺して遣りたい気持ちでした。でも実際には何もできなか

ったのです。確かに先生のしたことは教育者としては許される行為ではないかもしれません。し

かし私たちみたいな親の立場からすれば感謝したい気持ちで一杯なのです。あの日先生は私に直

ぐ警察に連絡しなさいと言いました。私たち夫婦はあの後でも話し合ったのですが、先生があの

ときあのように言わなければ、警察には言わず教頭先生の言うように行動していたのではない

でしょうか。そうなれば私は相手の生徒も恨むのは勿論、学校や先生のことも恨んだと思います

。その前に生きる気力をなくしたかもしれません。私たち夫婦は一番大切なものを失ったものの

、何か分からないが得たものもあるような気がするのです。私は今までテレビなどのニュースで

、いじめに遭った子供の親御さんが、悲痛な表情でインタビューを受けている姿を何度となく目

にしました。そのとき親御さんたちが比較的冷静にインタビューに答えていたため、人ごとと思

いあまり深く親御さんの気持ちを考えませんでした。しかし自分が同じ立場になったとき、息子

をいじめた相手にも同じような思いをして欲しいという気持ちを、自分も持っていたということ

に気付きました。それは法律やモラルで割り切れるものではありません。アメリカの９・１１テ

ロもそうであるように、身体の根底から湧き上がってくるのは復讐心だけなのです。良いか悪い

かは問題ではありません。それが人間の悲しい性じゃないかと思うのです」

　そのように言う明彦の表情は苦渋に満ちていた。

「私たちは今屋代駅前や長野の駅前で先生の減刑の嘆願書を書いてもらっています。マスコミで

も先生のことは取り上げられています。まあ反対意見も多いのですが。でも共感できるという人

も少なくありません。先生私たちには残念な知らせなのですが真下、伊田、木下、山口の四人は

少年院送致にはなりませんでした。それでも四人共もう千曲市にはいません。皆家を売り払いど

こかへ越していきました」

明彦に最初に会ったとき、彼はいじめた生徒に恨みはないと言っていた。それは本心ではなかっ

たのだろう。

「そうですか。しかし彼等にとって今回のことは、心に大きな傷となって残ったと思います。自

分の軽率な行動が他人の人生だけでなく、自分の人生をも狂わせてしまうことを、身を持って実

感したのではないでしょうか」



「郷田も結局あの町におられずどこかへ引っ越していきました。彼が影の首謀者だと皆知って

しまったので、彼も両親もあの町には住めなくなったんだと思います」

「あなた方は大丈夫なのですか？」

「私たちは大丈夫です。もう息子が死ぬより辛いことはこの世にありません。どんなことでも耐

えていけます。それより先生頑張って下さい。私たちは先生に本当に感謝しています」

「いえ。此方こそありがとうございます」

　このようにときどき林原夫妻は面会に来て励ましてくれた。面会が終り三畳ほどの独居房で独

り考えると結局、自分は幸雄の後に薫の亡霊を見ていたのかもしれない。薫は自分の無責任な言

動が、女友達の心を悪意に変えてしまったことに酷く悩んだあげく、自らの命に終止符を打った

のではないか。彼女はおそらく死ぬとき、誰も恨んでいなかっただろう。いやもしかしたらこの

俺を恨んでいたかもしれない。遺書に書かれた少ない文字で、薫の本心を知ることはできないも

のの、彼女は自らの命で償いたかったのではないか。あの子はとても正義感が強い。だから余計

自分が許せなかったのだ。そのように育てた私に責任がある。人間はもう少しいい加減なほうが

いいのだ。

 

 



友達

友達

　　　　　　　１

美穂と薫は一見仲良しに見えた。友香も二人は親友だと思っていた。少なくとも薫はあのときま

で美穂は自分の親友だと思っていたに違いない。私たち三人は幼い頃からよく遊んだ。特に薫は

一人っ子だったこともあり、薫のお父さんがよくプールやスキーに連れて行ってくれた。

私には四つ上に兄と二つ下に妹がいる。彼女は三人兄弟の私を羨ましがっていた。「いいな友香

はお兄さんと妹がいて」そのように言っている薫は寂しかったのかもしれない。小学校のとき家

に帰っても誰もいない。夏休みはいつも独りでいると言っていた薫を、少し気の毒に思ったこと

がある。

私はどちらかというと友達に凄く気を使うタイプだけど、薫も友達に対してすごく気を使って

いた。私は子供の頃からおとなしく、他人から強く言われると反論できないところがあった。自

分の意思表示するのをすごく苦手にしていた。そこのところは薫とは違っている。薫は皆から嫌

われないように自分が常にいい人でありたいと神経を使っていたようだ。　

多少我が儘な美穂に比べると、薫は誰にも優しく親切だった。このようなことをしたなら相手が

傷付くということを、薫はよく理解しているように思えた。だから今回美穂があれほど傷付くこ

とを言うとは、正直信じられない思いだった。常に、相手に対して気を使っている薫が、いくら

美穂のせいで試合に負けて悔しかったからといって、あのようなことを口にするとは思えなか

った。

薫と直接話をして、確かに同級生に思わず愚痴を言ってしまったようだが、それをすごく気にし

ているのが気の毒に思えた。たとえいじめに遭っても自業自得と思ったのだろうか。薫は最期ま

でいい人だった。それなのに私はそんな薫を疑っていた。薫がなぜ自殺したのか本当の理由を知

っているのは私だけだろう。或いは薫のお父さんやお母さんも知っていたかもしれない。

　薫があの日私の家に来て、美穂に謝りたいと言った。あのとき私は今更何を言っているのか

と思った。今更美穂に謝ったところで、もう以前の二人みたいに仲良しにはなれないだろう。な

ぜなら美穂は今まで心の中に溜め込んでいた、薫に対しての妬みや憎悪を吐き出してしまった

から。薫は自分を陥れた人さえ許そうとした。いや許そうとしたというよりも、美穂があのよう

な醜い行動を取ったのは、自分に非があると感じてしまったからだ。自分のせいで、美穂があん

なにも醜い人間になってしまった。そう思ったとき薫は自分自身が許せなかったのだと思う。そ

して中学校入学時から憧れていた沢田栄一が、自分をいじめていた張本人と知ったとき、彼女の

心が壊れてしまった。それはまさしく私が言ったよけいな一言に違いない。

あのとき私にも確かに悪意があった。薫があんな卑劣なことを美穂に言うはずがないと思いつつ

、半分は疑っていた。そして薫の口からそれは多分湾曲して本人に伝わっていることを聞いた

とき、私はやっぱりという気持ちになった。私なら二人の互いの誤解を解いてやり、二人を仲直

りさせることもできた筈だ。しかし私はそうしなかった。そこには私の悪意があったからに他な

らない。

私は美穂も薫もどちらも嫌いだった。私たち三人は小さい頃から仲が良く、よく三人で遊んだが



私は美穂も薫もどちらも嫌いだった。私たち三人は小さい頃から仲が良く、よく三人で遊んだが

、私は自分から行動を起こすほうでなかったため、いつも二人にとっておまけみたいな存在だ

った。美穂と薫がメインで私はその間にある繋ぎ紐のようなものだ。

中学校に入って二人は迷うことなくテニス部に入った。私も誘われたが私はテニス部には入らず

バレーボール部に入った。本当は私もテニス部に入りたかった。でも中学校のテニスはダブル

スで、絶対あの二人はペアを組む。だから当然私は溢れてしまう。みすみすそうはなりたくなか

った。私はあの二人が羨ましかった。なぜあの二人がいつも一緒にいたのか分からない。少なく

とも美穂のほうは薫のことを快く思っていなかったようだ。それでも薫は自分がまさか美穂に嫌

われているとは夢にも思っていなかったのだろう。

　薫が自ら命を絶ったあの日、美穂の家に行ったが会ってもらえず私の家に来た。そのときまで

美穂のことで薫が傷付けばいいとさえ思っていた。あんなに純真無垢な人間がどのようにして傷

付くのか見たかった。薫は何に対しても真面目すぎるところがある。それが彼女の命を縮めるこ

とになったのかもしれない。恐らく薫のお父さんお母さんは、本当にいい人で、他人の悪口を言

ったり妬んだりするような行為を娘の前ではしなかったのだろう。私はあのような完璧な人間が

壊れていく姿をどうしても見たかったのだ。しかし私の予想に反して薫の精神状態は硝子のよう

に脆かった。薫がまさか自ら命を絶つとは考えてもみなかった。

　翌日学校で薫が自殺したことを聞かされたとき、あれは半分自分に責任があるように感じた。

私の悪意によって薫は自らの命を絶ったのだ。あの日薫の顔はことの真相を知って、見る見る正

気を失っていった。あの後私が美穂のところに行って、ことの経緯を話せばこんなことになら

なかったのではないか。しかし私のショックよりも、美穂の受けたショックは計り知れない。薫

が自殺した翌朝学校に登校すると、ホームルームの時間担任の山岡の口から出た言葉は驚くべき

ものだった。私だけでなく皆がそう思ったに違いない。

「皆心して聞いてくれ。昨日隣クラスの菱来薫が自らの命を絶ち亡くなられた。今日は休校に

する」

　担任のその言葉を聞いたとき、直ぐに私は後を振り返った。三つ斜め後席にいる美穂の顔がみ

るみる蒼白になっていった。私は今更美穂を責める気はない。私たち二人、いや薫をいじめたす

べての人が、今後重い十字架を背負って生きていかなければならない。ただ美穂が薫に抱いた誤

解だけは解いてやらねばならないと思った。薫はいじめを苦にして自殺したのではなく、美穂を

傷付けてしまったから、それを悩んで自らの命を絶った。そんなこと美穂に果たして言えるのか

。どのように説明すれば傷口を広げずにすむのか、そのときの私には分かるはずもなかった。

　　　　　　　２

美穂はあの試合に負けたことがショックだったと同時に、あれは間違いなく自分のミスだと自覚

していた。本来なら勝てる試合だった。少なくともこの学校には田尻、菱来組が一番上手なはず

である。私はあのときかなり緊張して、場の雰囲気に呑まれてしまった。それでボールをうまく

追えなかった。薫はそうとう頭にきていたようだ。それは試合後の彼女の態度からも分かる。そ

のことは本当に済まないと思っている。

　美穂が更衣室で着替えていると、薫と同じクラスの女子が二人入ってきた。薫の姿はなかった

。美穂が着替え中、彼女たちが美穂に近付き耳元で囁いた。



「美穂、薫がね、貴女のこと昨日の試合は美穂のせいで負けた。美穂みたいな下手くそな者とは

、もうペアを組みたくない。今まで我慢してきたけど、今度ペアを組む子はもっと上手な方が

いいって言っていたよ」

　その言葉は美穂にとってあまりにもショックな内容だった。できれば耳にしたくなかったし信

じたくなかった。先ほどまで薫に対して申し訳ないという気持ちが、どこかに吹き飛んでしま

った。そのとき私の中に薫に対して長年抱き続けた妬みみたいなものが、一気に噴出してくるの

を抑えることができなかった。

　薫とは保育園のときから一緒だった。薫は一人っ子で私には三つ上に姉がいる。薫はいつも新

しい服を着て、私はいつも姉の御下がりだった。薫の父は中学校の先生で、私の父は近くの小さ

な工場に勤めている。薫は夏休みや冬休み、ハワイやグウァムに旅行に行くが、私はまだ飛行機

にさえ乗ったことがない。そして何よりも薫は私より綺麗で頭が良く、運動神経も私より良いよ

うに感じた。すべてに於いて薫は私の上をいっている。保育園、小学校、中学校ととても仲良く

してきたが、いつも私のどこかに薫に対してコンプレックスがあった。本当のところ私は薫と仲

良くしたくなかった。彼女が嫌いだった。何も苦労しないで育ったからなのか。あの素直な性格

、屈託のないあの笑顔を見ていると虫酸が走った。海外旅行に行くと必ず私にお土産を買ってき

てくれるが、私はそれをすべて机の中に仕舞った。それは見ているだけで虫酸が走ったからだ。

グウァムやハワイの土産なんて、今どきどこの雑貨屋にも売っているつまらない品物だ。それで

も気を使って薫が私の部屋に遊びに来たときだけそれを出した。今回のことでそれらをすべて処

分した。薫がもうこの部屋に来ることはないだろう。

　最初薫の携帯電話についたストラップを見たとき、正直可愛いなと思ったし、羨ましくもあ

った。

「薫その携帯のストラップ凄く可愛いね。どうしたの？」

「あ、これ。お母さんが水引工房に勤めているでしょう。売り物じゃないけど、お母さんが作っ

てくれたの。これキリンに見える？」

「うん。見えるよ」

　金と茶色の水引で丁寧に編み込まれたそれは、どこから見てもキリンに違いない。

「薫のお母さん器用だね」

「でもお母さんの勤めている工房に行くと、もっと色々な物を作っているよ。美穂も良かったら

動物のストラップ作ってもらおうか。動物何がいい？」

「ええ、いいの？」

「いいよ」

「私もキリンがいいな」

「そう、じゃあ早速お母さんに頼んでみるね」

　そう言って薫は母親に頼んで、キリンのストラップの他にも、蛙やウサギのストラップを私の

ために作ってくれた。それらは二人の友情の印だったが、今はそれも鬱陶しいだけの品物になっ

ている。

　考えてみればあんなに優しい子が、何であのようなことを言ったのか、薫には美穂の知らない

もう一つの顔があるとしか思えなかった。



薫から貰った水引でできたキリンのストラップに、鋏を入れた。首の部分だけ残り、可愛かった

ストラップが不気味に映った。そして更に細かく刻みゴミ箱に捨てた。残りの水引もすべて鋏

で粉々に切り裂いた。　

それでも薫の真直ぐな明るい性格は羨ましかった。しかしあのテニスの試合でミスを連発した

とき、それに対して薫は私の居ない所で悪口を言った。私は薫のことが嫌いだったが、ある意味

に於いて彼女のことを尊敬していた。あのように完成された女性は、この学校に薫以外私は知ら

ない。その薫からあのような言葉がでるとは思ってもみなかった。ショックだった。

「私は薫にごめんねと謝ったのに酷いわ」

　私は薫と同じクラスの女子に涙目で訴えた。

「本当よね。酷いよね」

　本心からなのか分からないものの、私に同情してくれているように見受けられた。もしかした

ら私のように彼女たちも、薫のことを妬ましく思っていたのかもしれない。

「私絶対に薫が許せない。貴女たちにお願いがあるの」

「何」と言って彼女たちは目を輝かせた。

「私は子供のときからいつも薫の機嫌を取ってきたの」

「何か分かるような気がする」

　この女たちに何が分かるのか。そう思いつつ勉強ができて、美人でスポーツ万能な薫を妬まし

く思っているのは、間違いないように感じた。

「今回のことで彼女の機嫌を取るのはやめるわ。貴女たちクラスの者たちを嗾けて薫に嫌がらせ

をして」

「え・・・・・・」

　彼女たちは流石に驚きを隠せなかったようだ。しかし陰で同級生の悪口を言う彼女たちが、薫

をよく思っていないのは明らかなのに、このように驚いて見せるとはとても白々しい気がした。

　私は彼女たちに薫が困るよう陰湿に嫌がらせをしてと頼んだ。

「何か面白そうね」と彼女たちの目が意地悪く輝いて見えたのは気のせいだろうか。そのとき突

然更衣室の戸が開き、薫が入ってきた。美穂は顔を合わせないようにして更衣室を出た。そのと

き私の中には確かに薫に対する悪意があった。

　私には半年前から付き合っている彼がいた。沢田栄一は野球部に所属し、女子生徒の中では彼

に行為を抱くものも少なくない。まだ沢田と付き合う前あの美人の薫も、沢田のことが好きな

のと、恥ずかしげに私に告白したことがある。何を隠そう私も沢田のことが好きだった。しかし

先に薫に告白されてしまい、そのとき薫に美穂は誰が好きなのと聞かれ、咄嗟の返答に困り、今

はとくに好きな人はいないと答えた。

そんな憧れの沢田と付き合いだしたのは、一年以上前から通っている塾の帰り道である。塾での

授業が終わり自習をして帰ると、午後十時を回ってしまう。普通の親であれば夜道は危険が伴う

ため、母親か父親が迎えに来てくれるのだが、母親は自転車で行けば大丈夫と言って迎えに来て

くれなかった。丁度同じ頃沢田もその塾に通っていて、帰る方向が一緒だったため、いつの間に

かお互いの家もそれほど離れていなかったこともあり、二人とも自転車を押しながら家に帰るよ



うになった。最初のうちはお互い自転車に乗って帰っていたのだが、沢田がある日話し掛けてき

たため、いつ頃からか二人とも自転車を降り話しながら帰るようになっていた。それは私にとっ

てこの上もない幸せの時間だった。沢田はわざわざ私の家まで送ってくれた。

沢田が美穂のことをどう思っていたか分からないが、半年近くそのような状況が続いていく中で

、沢田の方から今度日曜日映画を観に行かないかと誘われた。そのときは天にも昇る思いだった

。沢田が何で私なんかを映画に誘ったのか分からないが、それが切っ掛けで二人は付き合い始

めた。沢田は学業の成績は私より良いみたいだが、同じクラスでは私の親友の薫には適わないと

洩らした。私はこのとき表面上薫は親友であるかもしれないが、本当のところ彼女のことはあま

り好きではないということを、沢田に告白した。それには沢田はとても驚いていたようだ。私は

更に追い討ちをかけるように沢田に、薫が沢田のことを好きだと言ったまったく反対のことを吹

き込んだ。

「沢田君は自分が恰好いいのを鼻にかけ、女の子に人気があるのをいいことに、少し天狗になっ

ているのよね。成績だって私の方が良いのに、ちょっと調子に乗りすぎねと薫は言っていたわ」

そのように言うと、沢田の表情が凍り付いたのが私にもはっきりと分かった。この年頃の男子は

精神年齢が女子よりも明らかに低い。沢田は面白いように私の口車に乗った。しかし今思い返し

てみると沢田は本当のところ薫のことが好きだったのではないか。だから薫が自分の悪口を言っ

ているという私の嘘にショックを受けたのかもしれない。更衣室で聞かされた薫が私に対して言

ったことを沢田にも話した。

「私は薫のことが好きでなかったけど、テニスのペアとしてはお互い信頼し合っていると信じて

いたのに、あんな言い方をされたのは本当にショックだった」と愚痴をこぼし遠回しに薫に対し

て嫌がらせをしてと頼んだ。沢田は顔立ちこそ大人びていたが、内面は今どきの中学生で、呆れ

るほど単純な性格だった。私はもっとクールな性格の男性に憧れていたため、その面に於いて沢

田はどこにでもいる普通の男子中学生だった。私の言っていることを間に受け、薫に対して露骨

に嫌がらせをするようになっていった。ただ沢田は自分が先頭にたって嫌がらせをするわけで

なく、クラスの調子者を嗾け、自分自身は一歩引いたところから傍観していた。

私は自分で唆しておきながら、彼等の遣っていることが怖くなってきた。私が想像していた以上

に薫は次第に追詰められていった。少し気の毒に思えたものの、今更引き返すこともできず、私

自身迷っているときだった。薫は自ら命を絶ってしまった。それを学校で聞いたとき、ショック

のあまり声が出なかった。私はトイレに入り声を出して泣いた。　

このときになって初めて自分のしたことが、いかに愚かだったことかを思い知らされた。そして

同じクラスの最も仲の良い矢部友香に言われたことは、更に私を奈落の底に突き落とすことに

なる。

友香は「表面上、薫は皆にいじめられ、それを悔やんで自殺したように思われているが、本当は

違うの」と言った。「どう違うのか」と私が問いただすと、友香は「それは貴女を傷つけてしま

ったからだ」と答えた。最初彼女が言っている意味が分からなかった。友香は「薫は美穂が聞い

た悪口は言っておらず、それはおそらく同じクラスのテニス部の女子が面白おかしく吹聴した

んじゃないかしら。かといって薫は自分の言ったことを深く反省し、美穂がそれに対し酷く傷付

き自分に憎しみまで持つようになったことが、自分のせいに違いないと、そんな自分が許せなか



ったと、亡くなったその日に私のところにきて打明けたわ。貴女が薫のこと、どのように思って

いたか知らないけど、少なくとも薫は美穂のことを親友だと思っていたみたいよ」

友香は怒ったように私に言葉を投げかけた。その言葉を聞いてすべてを理解した。私は何て愚か

なことをしたのだろう。私は自分の瞳から涙が溢れ出てくるのを止めることができなかった。そ

こまで薫は私のことを考えていてくれたのか。それなのに私は・・・・・・。

　いつもおとなしい友香が私を睨みつけ、まだ何か言いたそうだったが、それ以上何も言わなか

った。しかし彼女の瞳も濡れていた。

　こんな醜い私を彼女は親友と思ってくれていた。知らなかった。友香の説明を受けるまでまっ

たく気が付かなかった。私は通夜の日薫の遺体にしがみつき泣いた。薫の父親は私に「生前薫が

貴女に何か辛い思いをさせてしまったみたいで、申し訳ありませんでした」と頭を下げたが、そ

れに対して私は何も言えなかった。（薫本当にごめんね）心の中で土下座して謝った。それ以来

友香は私と口を利いてくれない。

　



被告人

被告人

　　　　　　　１

警察の取調べは教師という職業だからなのか、世間的に同情が集まったからなのか、比較的紳士

的に取調べが行われた。取調べに対して菱来は否認せずあるがままに自供した。しかし検事の対

応は警察の調べとは明らかに違った。当初は非常に穏やかに話をしていたにも拘らず、犯罪経緯

及び動機を聞かれたとき、菱来は遺体の前で幸雄と約束したので、それを果しただけと供述した

。警察でも同じことを聞かれ、まったく同じ内容を検事に述べた。しかし検事の顔はみるみる険

しくなり「あんたね、仏さんに約束したからなんて、そんなの動機にならないんだよ。前々から

あの生徒のことが気に入らなかったんじゃないのかね。いくら亡くなられた生徒のためとはいっ

ても、わざわざ柔道着まで着せて殴る蹴るは教師のすることじゃないだろう。殴られた生徒の鼻

は完全に砕け陥没していたし、腕は脱臼していたよ。あんた拳法の有段者だか何だか知らないが

、そんなこと弱い者いじめと何ら変わらないんじゃないの」と嫌味たらしく言葉を投げ掛けた。

　菱来は椅子に座り膝の上に握りしめた拳をじっと見詰めていた。自分はこのように社会的制裁

を受けることで、幸雄のSOSを受けてやれなかったことの報いにしたかった。郷田に関しては、個

人的な恨みは一切持っていない。幸雄は一瞬でもこんな自分を頼ってきてくれた。もう亡くなっ

てしまった幸雄の願いを聞き届けるには、あの方法しか思いつかなかった。時間があればもっと

いい方法があったのかもしれない。

（バン）と突然検事がスチール机を叩いた。意識が取調べとは違うところに行っていたため、身

体がピクリと反応した。

「あんた人の話を聞いているのかね」

　検事の声は大きいものの目は落着いているように見えた。これがこの人の取調べスタイルなの

かもしれない。よくテレビドラマで刑事が取調室で、机や椅子を蹴飛ばすシーンがあったが、自

分を調べた刑事はとても紳士的だった。

「私は社会的に許されない行為をしたことは、深く反省しています。結果として郷田に怪我を負

わせてしまったことは、本人には済まないと思っていますが、郷田に対して以前から恨みを抱い

ていたということは一切ありません」

「あんたね。彼は、いや彼の家族全員が、もうあの町に住めなくなったと言っているんだよ。あ

んたがあのようなことをしなければ、あの人たちもあの町を追われずにすんだものを、それに対

してはどう思うんだね」

　机を叩いたときよりは、だいぶ穏やかな喋り方になっていた。

「郷田の入れ知恵がなければ、幸雄は自殺までするほど追詰められなかったと思います。郷田自

身がどのように思っているか、私の知るところではありませんが、これで彼は彼なりに自分のと

った行動が、一人の人間をどのように追い込んでいったのか、分かったと思います。だからとい

って私のしたことが、正当性があるとは思いません。私は私なりに自分の犯した過ちを自覚し罪

を償いたいと思います」

　菱来は淡々と答えた。



　菱来は淡々と答えた。

「あんたね〜。じゃあ刑務所に行ってもかまわんのだね」

「・・・・・・」

　検事にしてみれば幾つも抱えている事件のうちの一つにしかすぎないのだろう。脅してすかし

てすべて吐かせる。それが彼等の常套手段には違いないが、人を陥れるような仕事をしてお金を

貰うとは気の毒にさえ思えた。そのときは自分が如何なる理由があろうと、一人の人間を傷付け

てしまったことは、決して許される行為でないということを、まだ完全には理解していなかった

。

　検事は菱来の供述を、事務官にパソコンで文章にまとめさせ、それを菱来の前で読み聞かせた

。間違いないか確認をとると、供述書に署名捺印した。ここでは学校で使っていた印鑑は必要

なく、すべてポリスメイトによる指印捺印が、印鑑の役目を果たしている。この指印を押すた

びに、自分は犯罪者になったのだなと改めて実感する。自ら覚悟したこととはいえ、被疑者、或

いは被告人としての生活は精神的にはとても辛いものだった。　

四十年以上自分は犯罪とは無縁の場所で生きていると思っていた。生徒が希に警察に補導される

ことがあっても、警察に委ねられたときから、自分には関係ない世界のような気がした。

　小学校のときあまり勉強できなかったが、その後はそれなりに勉強もでき、国立大学こそ行け

なかったものの、それなりの大学を卒業して、難関といわれる長野県の教員採用試験も一発で合

格した。優しく綺麗な妻を娶り、娘も一人授かった。それなりに今の生活を満足しているつも

りだった。それが二年前娘の自殺で自分の心の中にポッカリ大きな穴が開いてしまう。それはど

んなものでも決して埋めることができない大きな穴だった。由紀子のショックは自分より更に大

きく、彼女の魂はどこかに飛んで行ってしまったきり、帰ってこなかった。

　一週間に一回由紀子のところへ見舞いに行くのだが、今ではそれすらできなくなってしまった

。自分がこのような所に収監されたことを、由紀子はもう知っているだろうか。

　自分は今回のことは衝動的に遣ったわけではなく、ある程度覚悟を決めて遣ったことである。

この後職を失いどのように生きていけばいいか分からないが、畑や田圃も多少あり、今は他人に

貸しているが、いざとなれば菱来と由紀子が二人食べていく分は何とかなるだろう。それでも由

紀子のことは気掛かりでならない。由紀子の両親は既に亡くなり、伊那に農業を営む兄がいるだ

けだ。

　検事に今回のこの事件に関して深く反省していると述べたものの、本当のところ間違った行為

をしたという認識と、もっと他に方法があったのではないかという思いはあったが、郷田に対し

て少林寺拳法の技をかけたことは、反省も後悔もしていない。むしろまだ郷田が幸雄の墓前でご

めんなさいと謝るまでは、自分の気持ちが収まらないのも事実だった。

　　　　　　　２

社会科の先生をやっていながら、裁判所の法廷に初めて足を踏み入れた。テレビで観たものと何

ら変わらない。唯一の違いといえば、被告人席に自分がいることだった。

　人定尋問の後、裁判官は検察官に起訴状を読み上げて下さいと促した。検察官は机上に広げた

書類に目を通すと、起訴状を読み上げた。

「公訴事実、被告人菱来誠は千曲中学校でいじめに遭い自殺に追いやった生徒の首謀者として、



疑いが持たれていた被害者郷田淳(当時十四歳)に目を付け、平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日午後四時三十分頃

柔道場に呼び出し、被害者に柔道着を着用させ、自らも少林寺拳法着に着替え同人に対して『林

原が死んだことどう思う』と問い詰め同人が『可哀相だと思います』と答えたものの、被告人は

以前から同人が生意気な行動をとっていたため、気に入らないこともあり懲らしめようと思い、

少林寺拳法の右拳上段突きで同人の顔面中心部を殴り、更に逆小手で投げ、全治二十日間による

加療を負わせたものである。罪名罰上刑法２０４条傷害罪・・・・・・」

　正面の一段高いところに座っている黒の法衣を纏った裁判官が菱来を見下し「被告人に一つ注

意しておきます。あなたがこれから述べることは、有利不利を問わずすべて証拠として採用され

ます。あなたが答えたくなければ答えないこともできますし、また答えることもできます。あな

たが答えなかったからといって、それによって公判が不利になることはありません。その上で聞

きますが、今検察官が読み上げた起訴事実に間違いありませんか？」

　菱来は裁判官を直視して「遣ったことは間違いありませんが、被害者は生意気な行動をとって

いたため気に入らないこともあり、懲らしめようというところは違います。私はただ亡くなった

林原が気の毒に思い、林原の気持ちを被害者に分かって欲しかっただけです」

「分かりました。その部分だけは違うというのですね。では弁護人の意見はどうですか？」

「裁判長弁護人も被告人の意見と同様です」

「分かりました。それでは検察官冒頭陳述をお願いします」

　冒頭陳述で検察官は、被告人は被害者に前々から恨みを抱いており、今回の事件は娘の自殺も

あり、いじめる者に対し必要以上の憎しみを抱くようになったと述べ、そのようなことを斟酌し

ても、教師にあるまじき行動と非難した。その後簡単な証拠調べをして閉廷となった。

出廷のため拘置所を出る際、刑務官から法廷に入ってもキョロキョロしたり、傍聴人に話しかけ

たりしてはならないと注意を受けた。そのため傍聴席をはっきり見たわけでないものの、被告人

席から刑務官が座っている後ろの長椅子に移動する際ちらりと見たら、狭い傍聴席が傍聴人で一

杯だった。今自分の一挙手一投足がこんなにも注目されているのだと改めて実感した。

　　　　　　　３

　菱来は今回の事件まで娘に対しても生徒に対しても、暴力を振るったことはなかった。小学校

のときは別にして、学生時代一度も喧嘩をしなかった。自分で吹聴したわけではないが、中・高

校と周りの者は菱来が少林寺拳法をやっていたのを知っていたため、わざわざそのような者に喧

嘩を売ってくる者は存在しなかった。

　菱来の家は父、精二が団体職員で、市の中心にある県の合同庁舎に入っている地方事務所に勤

めていた。仕事内容は土地改良で、農道や農業用水を測量する仕事だった。県内を転々としてい

たため、北信勤務のときは田畑があるため単身で赴任した。林檎畑も所有していたため、パート

の主婦を雇い母雅が中心となって切り盛りしていた。

　菱来には五つ上に姉の真理子がいる。精二は終戦後ソ連の捕虜となり、暫くシベリアに抑留さ

れていた経験がある。軍隊上がりのため兎に角菱来に対して厳しかった。精二は単身赴任が多か

ったこともあり、家にあまりいなかったので、菱来は子供の頃精二と一緒に遊んで貰った記憶が

ない。たまに家にいるときは、怒る怖い男の人という印象しか残っていなかった。近所の同級生

が父親とキャッチボールを遣っているのを見ると、羨ましくて仕方なかった。



　菱来が小学校のとき、どうしても野球のグローブが欲しくて精二にお願いした。精二はアメリ

カとの戦争に負けたからなのか、野球が大嫌いだった。精二がいるときは野球中継どころか、マ

ンガの「巨人の星」すら見せて貰えなかった。菱来が「巨人の星」を見たのは中学に入ってから

の再放送である。

精二に頼んでやっと手に入れたグローブは、グリーンスタンプ景品の、子供用グローブだった。

こんな物友達の前で見せるのは恥ずかしく思えた。同級生たちが使っているグローブよりはるか

に小さかった。そんなこともあり家ではキャッボールすらしなかった。当時の子供たちの遊びと

いえば殆どが草野球だ。同じ歳の子供たちが友達同士、又は父親とキャッチボールを遣っている

のを羨ましく思いつつ、グローブのない精二がキャッボールを遣ってくれるわけがなく、日増し

に一人で遊ぶようになっていった。家に閉じこもり真理子が買ってきたマーガレットやリボンの

少女マンガを読んで時間を潰した。

精二は菱来が間違いを犯すと直ぐに手が出た。頬を力一杯叩かれ、ときには鼻血が出たこともあ

った。菱来が頬を押さえ泣くと「俺は軍隊時代顔が二倍に腫れるくらい上官に殴られたものだ」

と自慢した。子供ながらにいつかこいつを殺してやりたいと思うほど、父親が憎かった。最近実

の親を殺す子供が増えていると、テレビで報じられていたが、幼い頃の自分は確かに父を殺して

やりたいほど憎しみを抱いていた。それは単に幼い頃から精二に殴られたからではない。精二の

口から発せられる棘のある一言が、幼い菱来の心を傷付けた。

　精二は時代劇が好きで、家にいるときは必ず水戸黄門や大岡越前を観ていた。あれは小学校五

年生のとき、水戸黄門か大岡越前か色々な時代劇を観ていたので、どの番組だったか定かでな

いが、ドラマの中でどこか地方の農民が、何年も働いて金を溜め江戸に出て吉原に行き、花魁を

買いに行くという話しがあった。吉原というところがどんなところで、花魁が何をする人か知ら

なかった菱来は、精二に「おいらんて何？吉原ってどんなとこ？」と訊いた。そのとき精二の口

から出た言葉は、菱来が父親を憎むことに追い討ちを掛けるものだった。

「お前みたいなバカが一生掛かってもいけないところだ」

そのときの菱来は既に大人の男と女が何をするか知っていた。遊郭が何をするところで花魁が何

をするのか、その後直ぐに知ることとなるが、子供ながらテレビを観ていて、ドラマの流れで吉

原がどういうところかおぼろげながら分かっていた。菱来は何であのとき精二にあのようなこと

を訊いたのだろう。「お前みたいなバカが一生掛かってもいけないところだ」清二は吐き捨てる

ように言った、その言葉がいつまでも耳にこびりついて離なれなかった。

確かにその頃はそれほど成績が良かった訳ではない。姉の真理子は賢い子で、近所では有名だ

った。気のせいか菱来にはあれほど厳しかった精二だが、真理子にはとても優しかったような気

がする。野球のグローブにしても、吉原の花魁の話にしても、何で精二は自分に対して辛く当た

るのか。雅は精二ほどでないもののやはり厳しかった。ただ怒って菱来を叩くことがあっても、

精二のような暴力性はなかった。

小学校高学年になると菱来は、精二に殴られそうになると、両腕で顔をガードした。腕と腕の間

で父を睨み付けると「何んだ。その目は、親に対する目か」そのように言うと今度は足の腿を蹴

られた。殴る蹴るとはまさにこのことで、軍人上がりの精二の暴力は凄まじいものだった。その



頃学校の先生はよく生徒を叩いた。当時子供だった菱来でも、先生が愛情を持って生徒を叩いて

いるとは到底思えなかった。先生は生徒を叩いていいのだと思っていた。いや生徒を叩くのが仕

事なのだと勘違いしていた。先生になれば生徒を殴れると思ったとき、自分も先生になりたいと

思うようになっていた。

　空手バカ一代をテレビで観たとき、空手なら父に勝てると素直に思った。空手を習って強くな

れば絶対父に負けない。そう考えただけで浮き浮きしてきた。しかし実際道場に見学に行ってみ

ると、あまりの過激さに尻込みしてしまう。中学三年生になって少林寺拳法の技がある程度身に

付いた頃、父から理不尽な理由で殴られそうになり、咄嗟に少林寺の技でそれをかわしたとき、

精二はビックリした顔をした。父の動きが一瞬止まり、菱来も思わず攻撃の態勢をとってしま

った。

「お前父親を殴るのか？」そう言った精二は既に身長も菱来より低く、何か哀れに菱来の目に

は映った。自分は今までこんな男に殴られていたのかと思ったとき、自分より身体の小さい精二

が何か気の毒にさえ思えた。それから精二は菱来に対して口で小言は言っても決して手を上げる

ことはなかった。

　菱来が高校一年のとき、熱を出してしまい学校での夏休み前、登山に参加できなかったことが

ある。北アルプスの登山は高校に入学したときから楽しみの一つだった。飯田は四方を山に囲ま

れているが、やはり同じアルプスでも北アルプスは一味違うように菱来には映った。中学から高

校にかけ森村誠一の小説に嵌った。この小説の中に登山のシーンが沢山出てくる。それらを読ん

でいるうちに自分でも北アルプスに登ってみたいと思うようになった。だから高校に入って、登

山があると分かったときとても嬉しかった。

　精二は軍人上がりで足腰が丈夫なため、よく一人で山登りをしていた。また林道や農道の測量

の仕事をしていたため、一日中山を歩き回ったこともあったらしい。菱来も子供の頃御嶽山に登

らされたことがあるが、あのときは子供だったためただ疲れただけだった。登山には苦労して産

道を出た赤ちゃんの喜びに似たところがある。最初は森や林しか見えないが、ひたすら登り続け

るとやがて視界が一気に開け、何ともいえない開放感を得ることができる。

　高校一年の夏休み菱来は、学校の登山に参加できなかったことから、何を思ったのか精二に夏

休み槍ヶ岳登山に連れて行ってくれと頼んだ。そのときの精二の顔は今でも忘れられない。とて

も嬉しそうだった。何で山に登りたいのか一切詮索しなかった。「よし、俺に任せろ」と言って

父は父なりに準備をしていたようだ。あれほど厳しかった精二なのに、まるで人が変わったみた

いに穏やかな顔をしていた。しかし夏休みに入り同級生から割りのいいバイトに誘われ、精二と

の約束を果せなくなってしまった。雅に頼んで精二に行けなくなったことを伝えた。精二は非常

に残念そうだった。それでも精二は計画をたてた以上独りで行くと言い北アルプスに登った。

雅が「父さん凄く残念そうだったよ」と言ったとき、初めて精二に済まないという気持ちにな

った。子供の頃は殺してやりたいほど憎かった精二だが、自分より弱い者に見えたとき、父親の

立場が薄らではあるが理解できたような気がする。

それが北アルプス登山の帰り道、清二が車の運転中国道十九号線で居眠り運転の大型トラックに

ぶつけられ、呆気なく逝ってしまった。

木曽の警察署に遺体を引き取りに行ったとき、父の遺体は見る影もなかったが、その中に土産の



せんべいがありなぜかそれは割れていなかった。車は大破していたにも拘らず、土産のせんべい

は荷物と一緒にトランクに入れてあったため、人の顔ほどもある大きなせんべいは無事だった。

母はそれを後生大事に母が亡くなるまで居間に飾っていた。菱来は母が亡くなったときそのせん

べいを捨てようと思い、せんべいを手に取りビニール袋を破るとそれに噛り付いた。歯ごたえは

なくまるで新聞紙でも噛んでいる感触だった。母は何でこんなものを後生大事に取っておいたの

だろう。ただ母の父を思う気持ちと悲しみだけは何となく伝わってきた。

自分は今まで人生に於いて後悔しているといえば、このとき精二と一緒に山に登れなかったこと

であろう。酒が飲めるようになった今、もし精二が生きていたなら、一緒に晩酌を交わし何も話

しをせずとも一緒の時間を過ごしたかった。

自分に娘ができたとき、今まで生きてきて、これほど嬉しかったことがあるだろうかと思えるぐ

らい幸せを感じた。どちらかといえば男の子が欲しかったができてしまえば、男の子だろうが女

の子だろうがどちらでも可愛い。成人してお酒が飲めるようになったら、一緒に飲めるのを楽し

みにしていた。そして精二と行けなかった槍ヶ岳に二人で登ってみようと思った。そんなことも

今では叶わぬ夢になってしまった。

　　　　　　　４　

　郷田にとってすべてが悪夢だった。もしあれが夢であればどんなにいいと思ったことか林原が

自殺したその日、家の者とテレビを観ていたら突然玄関のインターホンが鳴った。母がインター

ホンに出て「どちらさまですか？」と訊くと相手側は「警察です」と名乗った。　

刑事から林原が自殺したと聞かされ、それは俺たちのいじめが原因だという。でも俺は真下に林

原をいじめてくれと頼んだだけで、直接いじめには関与していない。だから俺自身は少しも悪く

ないんだ。

　翌日には疑いが晴れ釈放されたが、真下たちはそのまま家庭裁判所送致となり、鑑別所に送ら

れた。俺は確かに真下に林原をいじめてくれと頼んだが、あれほどまでに陰湿ないじめをすると

は思ってもみなかった。おそらく真下たちは林原をいじめているうちに、その行為自体が楽し

くなってきたのではないだろうか。

　俺は警察から釈放されても、周りの人間がどれだけ自分のことを知っているのか、とても不

安だった。しかし先生方は知っていたようだが、生徒はまったく気付いていないように感じた。

その点だけは先生方に感謝している。あと一年我慢すれば俺は何もなかったように高校に進学す

ることができる。俺自身も親父から言われ、暫くはおとなしくしているつもりだった。

　いじめなんてどこの学校でもあるし、毎年どこかの学校で自殺している者もいる。そんな弱い

奴のために、自分の人生を棒に振るのは真っ平ごめんだ。いじめられて死ぬ奴は自分が弱いか

らだ。自分自身が強い精神力を持っていれば、いじめにも遭わないし、況して自殺をしようなん

て思わないだろう。ただ真下のやりすぎは思わぬ誤算を生んだ。それより何より忌ま忌ましいの

はあの菱来だ。菱来は結局逮捕されたが、マスコミの報道では執行猶予というものになり、刑務

所に行かなくて済むみたいだ。

　俺はあのとき菱来に呼び出され、正直怖くて仕方なかった。そこに行けば何かされるのは間違

いない。俺はできれば行きたくなかった。しかしなぜかあの男の前では蛇に睨まれた蛙になって



しまう。自分の意志に反し足が道場に向かっていた。

　道場に行くと菱来は卍の印のついた道着を着ていた。俺でも少林寺拳法は知っている。このと

きはもう菱来に何かされるのは間違いないと感じた。

そのときになって俺は初めて気が付いた。俺は天に向かって唾を吐いていたのだと。つまり吐か

れた唾はそのまま自分の頭上に落ちてきたことに初めて気が付いた。

菱来の少林寺拳法の技は早すぎて、自分が何をされたのか分からなかった。気が付いたら救急車

に乗っていた。最も大きな問題はその後だった。すべてが公の元に晒され、俺の顔はネット上で

公開されあの町に住めなくなり、今このＤ町に越してきたのだ。

両親はあれ以来喧嘩ばかりしているし、俺も高校入試を控えているのに成績も芳しくなく、ネッ

トで顔が出たためクラスの中では、陰でひそひそ俺の悪口を言う奴がいる。以前の俺であればそ

んな奴打ん殴ってやるのだが、今そんなことをしたら世の中すべての人を敵に回しかねない。

いじめていた者が一転していじめられる側に回ってしまう。そんなこと前の学校にいるときは考

えてもみなかった。俺は今まで学校で常に自分を優位な立場に置いていた。誰も俺をいじめよう

なんて奴は存在しなかった。しかし現在状況が俺に対して酷く悪い方向に傾いている。中学生に

しては体格が良かったのがかえって徒となった。ネットでは俺の顔写真から全体写真、名前まで

掲載された。高校生の兄貴は俺に八つ当たりして、両親は御互いにお前の育て方が悪い、あなた

の子供の接し方が悪いと責任の擦り合いになり、家の中は崩壊寸前になっている。

人は常にいじめの対象を探している。それはまるでアマゾン川に落ちた動物を一斉に襲うピラニ

アのように、身体が大きかろうが小さかろうがお構いなく襲ってくる状況に似ていた。俺がいく

ら体格良くてもそんなこと何の妨げにもならない。それでも俺はいじめには絶対屈しない。俺を

いじめた奴にはどんな汚い手を使っても必ず仕返ししてやる。俺は絶対負けない。高校に進学す

れば楽しい学校生活が待っているのだから。今は明日を信じるしか術がなかった。

　　　　　 



刑務官　１　２　

刑務官

　　　　　　１

　大柴元樹は長野拘置支所の玄関扉を押し開けると、玄関ホールを通り抜け事務室・関係者以外

立ち入り禁止のプレートが掛かっている木製ドアの鍵穴に、腰のベルトに括り付けてある紐つき

の鍵を鎖し回した。カチャという音と共にロックが外れる音を確認してドアを開けた。事務所に

は夜勤明けの桜田看守がソファーに腰掛新聞を読んでいる。支所の夜勤者は朝、新聞に目を通し

抹消事項（逃走や自殺の方法などを書いた記事）がないか確認しなければならない。

「おはようございます」

桜田は新聞をテーブルに下ろすと大柴に顔を向け挨拶した。

「おはよう。ご苦労さん」

大柴は挨拶に答えると、支所長室手前の壁に取り付けてある鍵ケースを開け、自分の名札の掛か

っている場所から、通行鍵（通行鍵は二種類ある。玄関及び事務室扉を開ける鍵と、介護区域に

入る鉄扉を開ける鍵があり、玄関を開ける鍵は家に持ち帰る。舎房居室扉を開ける鍵、本鍵は通

行鍵より大きく形状も異なっている）を取り出し腰紐に括りつけた。

長野拘置支所は支所長を含め刑務官が十一人いる。更に支所の雑用をこなす庁務員が一人いて、

職員が十二人なる小さな拘置支所だった。

　大柴は松本刑務所から、長野拘置支所に転任してきて今年で三年になる。家は千曲市にあり、

ここまで車で通勤していた。今年で四十五歳になり勤続二十二年のベテラン看守部長として、長

野拘置支所の昼夜勤務をしていた。今日は日勤早出で七時三十分から舎房に入る。だいたい一日

七人ないし八人の職員が居り、二人が非番、二人が休日という具合に、四交代制を取っていた。

庁務員と支所長を除く八人が夜勤者で、後の二人が日勤者になる。夜勤者及び遅出日勤者は八時

半までに登庁すればよく、庁務員は概ね八時頃登庁していた。

　収容人員は総員三十五名で現在二十九名の被収容者が収容されている。長野拘置支所は小布施

にある長野少年刑務所の支所にあたる。長野少年刑務所は累犯の犯罪傾向の進んだ二十六歳未満

の者を収監していた。刑務所は各県にそれぞれ一つ以上あり、拘置所及び拘置支所は裁判所のあ

る市には略存在していた。行刑施設は大別して二つに分けられる。少年施設（少年院、少年鑑

別所、医療少年院）と成人施設（刑務所、少年刑務所、女子刑務所、拘置所、医療刑務所）で

ある。長野少年刑務所は少年といっても、少年院とは異なるように、特殊な例外を除いて（少年

でありながら刑事罰が科せられた者）二十歳未満の者は収監されていない。少年法と刑法が異な

るように監獄法（現在は廃止され新たに刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が適用されて

いる）と少年院法はまったく異なるためである。刑務所も女子や少年のように名称以外でも分け

ることができる。長期と短期、初犯と累犯。大柴が以前勤めていた松本刑務所は累犯の短期刑務

所だったため、暴力団組員も多数収監されていた。ここ数年刑務所も大きく様変わりしてきて

いる。明治から続いてきた監獄法が廃止になったり、民間による刑務所が発足したりと、大柴が

拝命した頃と比べると、食事一つとってもだいぶ被収容者にとって待遇が良くなってきた。

　大柴は大阪の大学を卒業後、一年間プウタロウをやってこの仕事に就いた。大学の専攻は経済



　大柴は大阪の大学を卒業後、一年間プウタロウをやってこの仕事に就いた。大学の専攻は経済

学部だったため、これといった資格も取れず、自分がやれる仕事といったら、営業職しか見付か

らなかった。大学四年のとき、ちゃんと就職活動をしなかったため、冬休みに入ってもどこも就

職先が決まらない。冬休み長野に帰省して家で取っている地元新聞を読んでいると、大手自動

車メーカーのレンタカー・カーリース部門の求人広告が出ていた。新卒者も併せて募集と掲載さ

れていた。車を売る自信はまったくなかったが、カーディラーでなくレンタカー業務なら何とか

勤まるのではないかと思い、履歴書を書き長野駅前の営業所に直接持っていった。直ぐそこの営

業所長が面接をした。

　仕立てのいい背広を着た営業所長に面接で「なぜ当社を選んだか？」と訊かれ「貴社の車は私

の父も乗っていますし、レンタカー部門はこれから益々伸びると思います」と回答した。それか

ら二週間後大阪の下宿先に、この会社から採用通知と会社の案内書、三月二十二日から東京で行

われる、新入社員研修会のパンフレットなどが同封されていた。何とか卒業までに就職先を見つ

けることができた。東京での研修は一週間あったが、内容はすべて自動車の販売方法だった。自

分の就職した会社はレンタカーとカーリースの会社なのに、何で車を売ることの研修を受けねば

ならないのかと思いつつ、四月一日に長野本社の入社式に参加し、貰った名刺を見ると、カーデ

ィラー名及び取り扱っている車種の名前が記載してあり、レンタカー・カーリースはどこにも記

載されていなかった。そして再度二週間にわたる研修を実施した。車の営業方法から中古車の査

定方法、名刺の貰い方、電話の応対の仕方を教え込まれた。それを教えてもらっている間、自分

は絶対営業はできないと感じた。そう感じた途端、講師の言葉が一切頭に入らなくなった。営業

は心理戦である。温室育ちの自分にはとても勤まらないと思った。

研修中に黒い合成皮革の鞄と営業テキストを、研修終了前に宅配便で退職届を添え長野の本社に

送り返した。自分には車なんか絶対に売れないだろう。父は自分が就職したカーディラーの車を

購入するとき、営業マンを自宅に呼びつけ「もっと、もっと負けろ」を連発し営業マンも「大柴

さんこれ以上無理ですよ」と悲鳴を上げると「じゃお宅では買わないよ」と脅していたのを思い

出し、自分も父のようながめつい中年親父に、車を売らなければならないと思うと憂鬱になった

。父は千曲市（旧更埴市）の職員だったが、大柴が高校も大学も二流だったため、息子の就職先

にもあまり期待していなかったようだ。結局一回も給料を貰わずに辞めてしまった。その後職安

に行き、新聞広告も見て面接にも何社か赴いたが、どこからも採用の通知を貰うことができなか

った。　

当時バブルまでまだ少し時間があり、家の近くにはレンタルレコード屋はあるものの、レンタル

ビデオ屋はまだ数も少なく、一回のレンタル料も今と比べるとだいぶ高かった。ファミコンもま

だ大柴は持っておらず、毎日をボーと過ごしていた。レンタルビデオやゲームがあれば、バーチ

ャルな世界に逃げ込め、それほど不安になることもなかったのだろうが、そのような生活を続け

ていると、すべての思考がマイナスに働いていく。これが数年後のバブルのときだったらどうだ

ろう。何らかの仕事に就きそれなりに勤め上げるか、途中で挫折するか分からないものの、おそ

らく今の仕事には就いていなかったのではないか。母は凄く心配していたが、父は気楽に構えて

いた。

「そんなに暇だったら、筑波博でも行って来い。面白いらしいぞ」



そんなことまで言う父は息子の将来をどう思っているのか、思い返してみるとあの父の気楽さを

自分も継いでいたため、今の仕事を二十年以上何とか続けてこられたのかもしれない。それもあ

のお気楽な父の御陰だと思うとむしろ有り難かった。

「まあ長い人生、一年や二年遊んでいても罰は当たらないだろう」

地方公務員という仕事柄なのか、子供の頃から父を見ていて、努力してお金を稼ぐということを

、父から感じ取ることができなかった。高校時代父は大柴より家を遅く出て早く家に帰って来た

。父のような楽な仕事に就きたくて、市役所の採用試験や公務員の二種の採用試験を受けたが、

学力のない大柴では合格には至らなかった。

　他人に対して頭を下げるのがいやで、仕事は一向に決まらない。仕事は楽なほうがいい。それ

でもって給料は沢山貰いたい。そんな我儘な考えを持っていたため、なかなか仕事は見つから

なかった。

　果報は寝て待てというが、そのときは自分でもまったく焦らなかったし、誰かが何とかしてく

れるのではないかとすら思っていた。大阪にいるときは学生ということもあり、チャランポラン

な生活をしていた。学生時代付き合っていた彼女とも、卒業と同時に疎遠になってしまった。

大阪河内にある大学に通っていて、就職のとき東京の会社に何通か履歴書を送ったが、一週間も

経たないうちに不採用の返事が来た。自分の大学の偏差値が低いのをあらためて認識することに

なる。

　優良企業であればあるほど、優秀な人材を欲しがる。学歴社会と単純に言ってしまえば簡単

だが、中学、高校時代一番遊びたい時期に、こつこつ勉強をしていい高校、いい大学を目指す。

より努力して困難に立ち向かう者は、社会に出ても同じように努力する。だから一流企業といわ

れるところは、偏差値が高い学校を出た者を欲しがる。高学歴ではなく、困難に打ち勝つ精神力

を持った者は、偏差値の高い大学の方が多く居るのは間違いない。今自分が公務員になってそれ

がよく分かった。

　高校三年生のとき担任に「俺進学したい」と言うと担任は鼻で笑い「お前大学に行きたいのか

、そんなら自分で大学を作って行け」と言われた。一瞬むかついたが、よく考えてみると自分よ

り成績の良い者が就職しているのに、成績の悪い自分が大学に行きたいと思うこと事態滑稽なの

かもしれない。そう思うと担任のバカにしたような言葉も、納得せざるを得なかった。

　そんな憎まれ口を叩きながらも担任は、大柴に行ける大学を探し出してくれた。ただそれは東

京でなく大阪だった。推薦枠は東京の方が人気もあり、残ったのは名古屋や大阪だった。大柴に

は六つ上に兄がいるが、兄は東京の大学に進学し、東京の企業に就職していた。

　この頃漫才ブームとノーパン喫茶が世間を圧巻していたため、ま、大阪でもいいかということ

になり、辛うじて大学に進学することができた。今思い返してみるとこの大阪行きは、大柴にと

って非常にプラスに働いたと感じる。高校時代それほどおとなしいほうでなかったものの、あま

り人と話しをするのが得意な方ではなかった。大阪という場所は非常に地域性が強いところで、

長野に比べると我が強い人が多い。今刑務官という仕事を二十年以上やってきて、海千山千の鼻

っ柱の強い被収容者を顎一つで（刑務所では口先とか喋ること）コントロールし統率させるのは

、大阪での四年間は大いに役立った。

　　　　　　　２



　大柴は刑務官になりたくてなったわけではない。市役所に勤めていた父が、刑務官採用試験の

パンフレットを持ってきたからだ。ではなぜこの試験を受けようと思ったのか。それは受験条件

として、高校卒業程度の学力と年齢が二十九歳未満と謳ってあったからだ。採用試験は比較的簡

単だったが、合格通知は年末のクリスマス間近にきた。しかしそれは採用試験に通ったというだ

けで、採用される施設はなかなか決まらなかった。申し込みをしたとき、第一希望を長野少年刑

務所と書いていたため、最初長野少年刑務所から面接を実施するので、当所まで来て下さいと連

絡を貰った。面接で訊かれたのは柔道か剣道は遣っているかねということだった。あと色々訊か

れたが今ではもう思い出せない。結局そこでは採用されず、第二希望の松本刑務所で採用される

ことになった。大柴のところへ正式に採用通知が来たのは既に三月に入り、半分諦めかけていた

ときだった。辞令を受けたのは四月一日だが、その前に服合わせがあるのでこちらに来てくれと

いう電話連絡をもらった。父の車を借り、聖を抜け松本刑務所まで出向いた。大柴の他に四人の

新拝命がいた。この職種を受けるまで、刑務所の看守が刑務官だということすら知らなかった。

世の中には本当に色々な仕事があるが、この仕事もまた変わっていた。拝命して直ぐ見習いで内

掃（刑務所内のゴミを回収したり、刑務所内の掃除をする受刑者）についたとき、中庭の草取り

を受刑者が遣っていたため、自分もつられて草むしりを始めたら、内掃担当職員が来て「君、君

が草とってどうすんの。君は戒護職員なんだから。こいつらが逃げたり悪さをしたりしないよう

に見張っているのが君の仕事なのだから」と言われた。刑務官は看ることが仕事なのだ。自分で

は何もせず受刑者に作業をさせ、それを戒護するのが刑務官の仕事だということを、このとき初

めて理解した。

　大柴は頭があまり切れるほうではないが、物覚えはよく言われたことは直ぐ実行するほうだっ

たので、受刑者がどんなに困ろうと、仕事が遅れようと、一切手伝わなかった。それは民間の会

社とは明らかに違う仕事内容だった。生産性が重要視される企業であれば、どれだけ作業効率が

いいか、それがとても重要になってくるが、ここでは仕事がたとえ停滞しようと、そんなことは

たいした問題ではない。ここでの目的は犯罪者を閉じ込め逃がさないことである。松本刑務所も

沢山の業者と取引していたが、製品の品質が悪かったり生産が遅れたりすれば、業者から文句を

言われるのは作業課や技官である。委託作業とは別に刑務所が独自に製作し販売している〈マピ

ック〉というブランドがある。これは全国の刑務所で作っている製品のブランド名で、大きな物

は神輿や箪笥、小さい物は石鹸やブローチまで多種多様な製品を製作している。市価よりも安い

という評判だが、作っている者のが犯罪者とあっては、それほど魅力ある製品には思えないと、

大柴は常々感じていた。

　大柴が松本刑務所の表門に勤務していたとき、面会時間を三分過ぎた頃、中年の女性が面会を

さしてくれと言ってきた。しかし大柴は時間が過ぎていたためできませんと断った。その者はわ

ざわざ東京から三時間以上もかけて来たのだから、何とか面会させてくれと哀願してきたが、時

間が過ぎていますからと言って受け付けなかった。以前同じようなケースがあり、新潟からわざ

わざ来ているのだから、頼むから面会させてくれと言ってきたため、処遇部に電話して上司に面

会の許可を得てから面会を受け付けた。面会終了後、面会部長から電話があり「バカヤロー。新

潟なんて嘘ぱちであいつのおふくろは長野じゃねえか。受付時間が一分でも過ぎたら終了でいい

んだよ。それを一々許可していたら結局一時間過ぎてもオーケーてことになるんだぞ。電車でも



一秒過ぎれば発車してしまうだろう」と怒られた。それ以来時間が過ぎたら面会人がいくら文句

を言おうと一切受け付けない。銀行の窓口も似たようなところがあるが、やはり時間になったら

店じまいするのが公務員ではないだろうか。

　大柴はこの仕事に就くまで、武道は一切遣ったことはなく、この仕事に就いてから柔道を始め

二段まで取った。中学のときは水泳部に所属していたが、夏だけの活動で冬場は特にトレーニン

グにも参加しなかった。

身長は１ｍ８０㎝近くあるため、大抵の被収容者よりは目線が高い。

　現在行刑施設は新法が発足され、上司から何回となく被収容者に対する言葉使いを注意されな

がらも、まったくそれを改める素振りを見せなかった。人権が叫ばれる昨今、良いか悪いかは別

として、社会のアウトロー、犯罪者ごときに対し媚を売る真似だけはしたくない。犯罪者とは立

場が違うのだ。

松本刑務所に勤務しているとき、百人近い受刑者が工場で、学校の教室のように作業机を並べ作

業をしていた。工場担当は腰の高さほどある担当台に乗り、絶えず受刑者が反則行為をしないよ

うに目を光らせている。受刑者が作業中顔を上げ、大柴と目が合おうものなら大変である。

「Ａちょっと担当台まで来い」呼ばれたＡは大柴のいる担当台下まで来る。「おい。脇見をす

るな」と大柴が注意し「済みません」と素直に謝ればまた元の席に戻れるが、もし一言でも口答

えをすれば、担当抗弁及び指示違反で取調べとなり昼夜独居に移される。たとえばＡが「脇見な

んかしていません」などと言おうものなら、Ａは雑務（事務やその他の雑用をこなす係）が迎え

に来て処遇部横の取調室に連行される。そこに工場区長が来て取り調べの言い渡しを受ける。「

指示違反と担当抗弁で取り調べ。独居へ行って頭を冷やして来い」その後取り調べ者や懲罰者、

処遇困難者がいる独居房に移される。行刑施設には遵守事項があり、それに違反した者は取調べ

懲罰となり、その間は面会も本も読めず、ただひたすら独居房で何もせず座って過ごさねばなら

ない。当然仮釈放の参考になる身分帳が汚れていく。そればかりでなく最も厄介なことは、刑務

所で工場担当に嫌われてしまったら、受刑者にとってそれは命取りになるということだ。刑務所

では工場担当は絶対であり、いかなる理由があろうとも反抗は許されない。ただ受刑者から見て

独裁者にも見える工場担当だが、社会では良識のある人間で、いずれも公務員採用試験をパスし

た者たちだ。それに対し被収容者は、社会ではそれなりの悪行を働いてきた兵の犯罪者である

ため、厳しくしなければ刑務所の秩序が保てなくなってしまう。学校の先生が生徒を言い聞かせ

るのとはわけが違う。相手は聞き分けのいい子供ではなく、盗人や覚せい剤常習者などのいわば

悪のスペシャリストなのだ。一旦工場担当に楯突き取り調べ懲罰となった場合、罰明け後同じ工

場に戻るには、担当に詫びを入れなければならないし、工場担当がこいつは気に入らないから要

らないと言われれば、違う工場に行かねばならないが、工場担当に逆らう輩は誰も自分の工場に

置きたくない。そんなやつは満期まで昼夜独居に入れておけということになり、一日中狭い部屋

で紙貼りをすることになる。昼夜独居者は運動会やカラオケ大会などの行事にも参加できない。

それは経験した者でなければ分からないが、かなり精神的に辛いものである。当然刑務官も人の

子だから、優しい者もいればそうでない者もいる。その中にあって大柴は被収容者に対して一切

妥協しなかった。たとえ自分が間違った言動をとったとしても、一切被収容者に対して頭を下げ



るどころか、言葉の訂正すらなかった。

　ある被収容者が「おやじ（刑務所などでは刑務官をおやじまたは先生と呼んでいる）その言い

方撤回してください」と言ったとしても「何でお前ごときに一々俺の言った言葉を訂正しなきゃ

いかんのだ。ここはサービス業じゃないんだ。それが気に入らなかったらこんな所に来るな。文

句があるなら面接でも何でもつければいいだろ（行刑施設には不服申し立てという制度があって

、収容されている者は官から不当な扱いを受けたと思ったら、最高で法務大臣に対してまで不服

申し立てをすることができる。そしてその末端の苦情を言う相手は工場区長の面接ということに

なる）」と言って自分の非は一切認めなかった。たとえ工場区長に面接をつけたとしても「おい

Ｂよ。今まで散々担当に面倒を見てもらっておいて、そんな言葉の遣り取りが気に入らなかった

からといって、文句を言ってくるなよ。自分の立場を良く考えろ」と一括されて終わりである。

ただ最近は保身に走る幹部が多くなってきているため、ことを荒立てないでくれという職員が増

えてきたのも事実である。最近はむしろ訴訟を起こす被収容者が多いため、弱腰の幹部が多いの

が現状だ。末端の工場担当がいくら締めても、幹部が犯罪者の要求を聞き入れてしまえば、行刑

施設は彼等にとってとても居心地の良い場所になってしまう。そうなると彼等は益々自分の我儘

を通そうと躍起になる。

　悪党という人種は元来自分の考えはすべて正当性があると勘違いし、社会での法律や施設での

決まりが自分に対して都合の悪い場合、従う必要がないと解釈している輩が殆どなのだ。

　　　　　　　



刑務官　３　

　　　　　　　３　

大柴は本日の予定を黒板で確認した。そこには午前十時千曲署より新入一名、入所予定と記載さ

れていた。警察から送られてきた刑事被告人のデーターを見ると、昭和Ｘ年６月５日生まれと記

載されている。歳が偶然大柴と一緒だった。更に驚いたことに、勤務先、千曲中学校と書かれ

てあった。この事件は大柴もテレビや新聞で報道されていたため、どんな事件かは知っていた。

千曲中学校は大柴の出身校でもあった。大柴にはこの中学校時代、あまり良い想い出がない。

あれは確か中学二年のときだったか。夏休みが終わり水泳部で二年生が三年生の抜けたポジショ

ンを獲得するために、必死になって練習している最中である。大柴はクロールがあまり得意で

なく、背泳か平泳ぎの短距離を得意種目としていた。そのポジションを狙っていたが、タイムは

それほど悪くないものの、普段あまり練習をしなかったため、レギュラーの座を摑むことが結局

できなかった。レギュラーになれなかったのは残念だったが、それほど悔しくはなかったのが自

分でも不思議に思えた。それは何ごとに対しても、それほど打ち込むタイプでなかったからかも

しれない。

そんなときだった。一人部活の後輩、竹島を連れて体育館の床下に潜った。目的は女子更衣室を

覗くためだ。当時千曲中学校は木造の校舎で、彼方此方がたがきていた。誰から聞いたのか今で

は記憶が曖昧になってしまったが、体育館の舞台裏にある用品倉庫の床が一箇所割れていた。そ

の大きさは中学生がやっと通り抜ける大きさだったため、誰かが故意に開けたのは間違いない。

そこから床下に潜り込み、四つん這いになれば何とか這いずり回れる高さがあり、そのまま女子

更衣室の真下に行くことができた。更衣室の壁の一方はすべてボックス状の棚になっていて、そ

こに生徒は自分の着替えた服を入れる。その棚と床板の間が一部５㎜もない隙間が開いていた。

薄いノートが一冊通るか通らないくらいの僅かな隙間だが、床下から覗くと更衣室の状況が具に

見渡すことができた。隙間は建物の劣化と共にできたものでなく、明らかに誰かがカッターか何

かで削ったような隙間だった。床下の換気口から明かりが多少入るため、中は真っ暗ではないも

のの、此方から更衣室が見えても、更衣室から床下はまったく見えなかったのではないだろうか

。

女子更衣室では女子が素っ裸になることはなかったが、汗を拭くためＴシャツやスポーツブ

ラジャーを外しタオルで胸を拭く者もいた。その頃の大柴たちにしてみれば、鼻血も出んばかり

の光景だったに違いない。

「おい竹島、このことは誰にも言うなよ。ばれたら大変なことになるからな」

　後輩には予め釘を刺しておいた。何回か床下に潜り更衣室を覗いているとき、その日に限って

竹島が先頭を這いずって行った。女子更衣室の真下まで行き、そこで向きを変えようとしたとき

、竹島が「あ〜」と突然大声を発した。そして更に追い討ちを掛けるように「大柴先輩」と大き

な声で自分を呼んだのだ。「バカ。声を出すな」と言ったが既に遅かった。

「キャー。誰か下にいるわよ」「私職員室に行ってくる」と頭上で声が錯綜したかと思うと、何

人かの生徒が更衣室を出て行く足音が耳に入ってきた。女子は服を脱ぐのを中断すると床下を見

始めた。



始めた。

「ねえ、ここ隙間開いているよ」

一人の女子生徒が他の女子生徒に告げた。

「さっき、下から大柴先輩と聞こえたわね」

「そう。多分水泳部の大柴君よ。この下にいるのは」

　竹島が名前を出したので、女子生徒に覗いているのがばれてしまった。何てことだ。後輩の竹

島は体育館の床下で、どうも猫か犬の糞を踏んだようだ。換気口の網が一箇所破れている所が

あり、そこから子犬か子猫が入ったのではないか。竹島はその糞を膝か何かで踏んでビックリし

て大声を発したのだ。その臭さは苦い想い出となり今でも思い出すと腹が立つ。声を出しただけ

ならいざ知らず、よりによって大柴の名前を出してしまったため、大柴と竹島は生徒が皆下校し

た頃を見計らって、仕方なく職員室に向かった。

　このとき思ったことは、教師にも当たり外れがあり、大柴の担任は明らかに大外れだった。中

学校に入学して卒業するまで担任は替わらなかった。あの頃の教師は生徒が悪さをすると直ぐに

手を上げる教師と、どんなことが遭っても生徒には一切手を出さない教師がいた。どちらがいい

教師か一概にはいえないが、直ぐ生徒に手を出す教師は感情的になりやすく、自分が先生である

ことを自覚できず、生徒を一人の人間として冷静に見られない。その分生徒に頼られると、とこ

とん面倒をみる。一方生徒に手を上げない教師は基本的には真面目な教師だ。これはその教師そ

のものが暴力を嫌いだということもあるが、自分を抑える冷静な判断力を持っていることと、揉

め事に巻き込まれたくない、自分はいつも傍観者でいたい、悪く言えば無責任な教師である。

　大柴の担任は生徒に対して暴力を振るうことは一切なかった。もう直ぐ五十路ということも

あり、生徒からすると少々近寄りがたい冷たい印象の教師だった。

　職員室に行くと竹島と大柴はそれぞれの担任のところに自ら赴いた。大柴は担任の中井のとこ

ろに行き頭を下げた。

「先生済みません」

　このとき大柴は素直に謝罪すれば、それほど厳しく怒られないだろうと高を括っていた。

　中井は椅子に座ったまま椅子を回転させると、眼鏡の下から上目遣いで大柴を睨み付けた。侍

のようにサイドだけ髪があり、あとは完全に禿げ上がった頭と薄い眉毛。眼鏡を鼻の真中まで下

ろし、上目遣いに見る目がとても嫌らしく感じた。

「いい歳こいてバカなことやっているなよな」

　竹島が体育館の床下で声を発したとき、女子生徒が職員室に来て床下にいるのは、大柴に間違

いないと言ったのだろう。中井は睨めるように大柴を見た。そして椅子の背もたれに身体をあず

け腕を組むと、目を瞑り暫く考え込む振りをした。目の端に後輩の竹島が担任の中条に、頭を小

突かれているのが見えた。

「う〜ん」と唸りながら目を開けると中井は「そこに座れ」と言った。

「部活真面目にやらないで、何やっているの。恥ずかしくない。女子更衣室なんか覗いて」

　そう言われると恥ずかしくて何も言えず、下を向くしかなかった。自分のしたことは確かに恥

ずべきことだが、それにしても中井の言い方は嫌らしかった。

「女子更衣室を覗いて何かいいものでも見えたか？」



　その質問にも何も答えずただ黙って下を向いていた。

「女子のオッパイかお尻が見えたか？」

　それは教師の言葉というよりも、むしろ嫌らしい中年男の喋り方だった。それでも大柴は下を

向いたまま何も言わなかった。

「大柴、最近女子更衣室で下着が盗まれたらしいが、まさかお前じゃないだろうな？」

　そんなことを聞いたのは初めてだった。確かに自分は助平でどうしようもないが、天地神明

に誓って下着など盗んでいない。

「下着なんて盗んでいません」

　今まで黙っていたが、そのときばかりは声を出し否定した。

「おお！今まで黙っていたのに、急に自分じゃないと言い訳するのか？」

「絶対に下着なんて盗っていません」

　大柴が否定すればするほど、中井は疑いを強くしていくようだ。

「大柴は下着とかには興味ないのか？」と睨めるように大柴を見た。

「興味ありません」

　大柴は怒りもあり、きっぱりと否定した。

「どうも信用できんな。女子が下着を盗まれたということだが、外の者がわざわざ体育館に侵入

して盗むとは思えないし、正直に言えよ」

　中井は手に取ったパズルのピースの形が多少違っていても、強引にそれを押し込むように、大

柴を下着泥棒に仕立てようとしているのではないか。

「僕じゃありません」

　中井は何を根拠に大柴を下着泥棒と疑ったのか。そのときはまったく理解できなかったが、大

人になった今なら何となく分かるような気がする。中井は自分が知りえた不祥事を、犯罪に最も

近い位置にいる大柴にすべて押し付け、自分で納得したかったのではないか。今自分が刑務官と

いう仕事に就いて、毎日犯罪者と接しているうちに、Ａという事件を起こしたなら、Ｂという事

件を起こしてもおかしくないと思える自分がいる。それは嘗ての中井の考えに近いような気がし

てならなかった。

「お父さん、お母さんに来て貰おうか。もう両方とも家に帰っているだろう。ちょっとお前の家

に電話してくるからここで待っていなさい」

　そう吐き捨てると中井は立ち上がり、職員室の電話のところまで歩いて行った。何気なく竹島

と中条の方に目をやると二人とも立ち上がり、竹島はひたすら中条に頭を下げていたが、その後

竹島は中条から離れて行く。大柴は竹島を目で追うと竹島は職員室を出て行った。自分は下着泥

棒を疑われ、これから親まで呼ばれるというのに、竹島はもう帰っていいと言われたのか職員室

を出て行く。歳は一つしか違わないのに、これほど担任の対応が違うのか正直悔しかった。

　本当に下着が盗まれたのか、この後暫くして女子に尋ねてみた。確かに更衣室でブラジャーが

盗まれたという噂があったようだが、それが本当かどうかは眉唾物らしい。女子の誰かが先生に

相談したのだろう。中井はそれを大柴がやったのではないかと疑っていた。親を学校に呼び出す

と言えば、大柴が非を認めると思ったのだろうか。

　中井は電話から戻ると、再び自分の椅子に座り禿げ上がった頭を撫でた。



「お父さん、お母さん直ぐ来るとさ」

　大柴は女子更衣室を覗いたが、他の生徒をいじめるわけでもなく、万引きやかつあげもやった

ことがない。授業中勉強とは関係ないことをやっていたり、宿題を忘れ怒られたりしたことはあ

るが、それでも普通の生徒と何ら変わることがなかった。だからこのとき担任が下着泥棒の疑い

を掛けてきてとても悔しかった。そしてこの担任に対して憎しみすら覚えた。

　中井に呼び出された両親は二十分ほどで学校に来たが、それまでの間中井はまったく口を開か

なかった。

「失礼します」

　大柴の両親は職員室の入り口で頭を大きく下げると、ゆっくりと息子のところまで歩いて来た

。既に職員室には中井と大柴しか残っていない。父は中井の所まで来ると再び頭を下げた。

「うちの息子がバカなことをして本当に申し訳ありません。先生には大変御迷惑をお掛けしま

した」

　父は済まなそうに謝罪した。

「いやお父さん。もう遣ってしまったことは仕方ありません。女子更衣室を覗いたのは本人も素

直に謝ったのですが、もう一つ問題がありまして・・・・・・」

　そこで中井は言葉を濁した。

「先ほど電話では、元樹が下着を盗んだのではないかということですが」

「はい」

　いつの間にか大柴は下着泥棒にさせられていた。両親の前で覗きをしたことを、指摘されたこ

とは自分が仕出かした過ちだから仕方ないものの、下着泥棒はまったく見に覚えのないことだ

った。

「元樹、お前本当に女の子の下着を盗んだのか？」

　父は息子を見て悲しそうな顔をした。自分の息子が本当に下着を盗んだのなら、これほど悲し

いことはないだろう。しかしそれは明らかに濡れ衣だった。

「父さん。俺女子更衣室は覗いたけど、人の物を盗んでなんか絶対にしていない。何で先生は俺

を下着泥棒にしたいのか分からないよ」

　大柴は訴えるような眼差しで父を見た。

「先生、うちの子は下着なんか盗んでいないと言っているんですが。先生は元樹が下着を盗んだ

という証拠か、確証があるわけですか。それとも他の生徒が元樹が盗んだと言っているのですか

。私はどうしても息子が下着を盗んだとは思えないのですけど」

　父は畳み掛けるように中井に言葉を浴びせた。明らかに中井に対して不信感を抱いている顔だ

った。中井は一瞬下を向き再び顔を上げると「確証はありませんが、覗きをするということは、

当然下着も盗っていたと疑われても仕方ないんじゃないですか。御宅の御子さんはそれだけおか

しな真似をしたんですよ」と投げやりに返答した。この言葉で父の眉間に皺が寄った。

「あんたね、何の証拠も確証もないのに、私の大事な息子を盗人呼ばわりしてどういうつもりだ

。元樹は絶対に盗みはやっていないと言っている。父親である私はこの子の言うことを信じる。

もしそれでもこの子を盗人にしたいのなら警察を呼びなさい。元樹帰るぞ。こんな男が先生をや



っていること事態不愉快だ」

　今まで我慢していたのだろう。父は怒りをぶちまけると、大柴の手を取り職員室を出て行った

。母も中井に頭を下げ父の後を追った。中井はそれに対して何も言わなかった。いや言えなか

った。中井はトラの尾を踏んでしまったような顔をしていた。

　大柴は父の車に乗り込むと、今まで我慢してきたものが瞳から零れ落ちた。

「元樹悔しかっただろう。いいぞ、思い切り泣け」

　大柴は泣かないよう努めたが、後から後から出てくる涙と、嗚咽を抑えることができなかった

。悔しかったこともあるが、こんな自分を父が信じてくれたことが、何よりも嬉しかった。いつ

もは存在感の薄い父だったが、このときばかりは父の心の広さと深い愛情を感じた。

「男の子は皆女の子の裸を見たいものだ。覗きは確かにいけないことだが、お前もそれはよく

分かったと思う。ただあの先生にお前が下着を盗んだと言われても、父さん信じられなかった。

学校に来てお前の言葉を訊いて確信した。誰が何と言おうと父さんはお前を信じる」

　そのときの父は本当に優しかった。

　今の日本に、この国に生まれて本当に良かったと思える人間がどれだけいるだろうか。アメリ

カやヨーロッパに憧れを抱きつつも、アフリカや中東の内戦をテレビや新聞で見て、ああやっぱ

り日本に生まれて良かったと思うかもしれない。ただそれも一過性のもので明日になればまたア

メリカやヨーロッパに憧れている。

　この家に生まれて良かった。自分はこの父の息子で本当に良かったと思う。車が家に着いても

涙は止まらなかった。

　その頃の自分はまだ幼かったのだろう。中井からあんな仕打ちをされても、担任に対して、露

骨に反発することができなかった。頭の悪い自分は高校に行くための内申は、担任が決めると信

じていた。だから中井が憎かったが、それを露骨に態度に出せなかった。母は父に進学指導や三

者面談には行くなと言われていたため、卒業式まで学校には行かなかった。母自身も自分の息子

を盗人呼ばわりされてかなり頭にきていたようだが、父に止められなければやはり息子の身を案

じ学校に出向いていただろう。

　中井から電話が来て「大柴君行く高校がないかもしれませんよ」と脅しを掛けられても「ああ

そうですか。それなら就職させますから結構です」と言って取り合わなかった。父はあんな担任

に頭を下げるのなら、私立でもかまわないと言った。余ほど中井のことが腹に据えかねたのだ

ろう。

子供にとって学校の先生というのは、その人のその後の人生に於いて、とても大きな役割を担っ

ている。あのとき中井は大柴を下着泥棒と決め付けていたため、大柴がどんなに否定したとこ

ろで、信じて貰えなかっただろうし、中井のブラックリストには既に、一年生のときから大柴の

名前が載っていたのだろう。

高校に進学してからの担任は、中学のときのような酷い教師ではなかった。どちらかといえば面

倒見のいい先生だったかもしれない。でもこの中学時の先生への不信感があり、どうしても教師

という人種が好きになれなかった。ただこのような仕事に就いて一つ分かったことは、自分に対

して先生は一人だが、先生にとって大柴は四十人の中の一人にすぎないということを。

　大柴は菱来の事件報道を目にするうちに、今でもこのような熱い教師がいることに驚きを覚



えた。中井とは１８０度違うタイプの教師だった。

　　　　　　



刑務官　４　５　６

　　　　　　　　４

長野拘置支所は一階が事務所、炊場（調理場）面会場があり、二階は被収容者が収容されている

舎房になっている。大柴は出勤簿に判を押すと舎房に上がった。事務所や面会場の扉はすべて木

製でできており、戒護区域からの扉はすべて鉄製になっていた。娑婆から持ってきた夢や希望が

ここですべて遮断される。事務所奥の扉を開けると、便所と浴室が並びその奥に領置倉庫と物品

倉庫ある。廊下を挟んで倉庫の前は夜勤者の仮眠室になっていた。廊下の突き当りが戒護区域内

に入る扉があり、通行錠と併設してテンキーが設置してある。テンキーに登録されている暗証番

号を入れると、ロックが解除される音がして、それと同時に通行鍵で扉を開け中に入る。舎房は

一種独特な雰囲気があり、体臭の饐えた臭いがした。

階段で舎房に上がり高市副看守長に「おはようございます。昨夜はご苦労様でした」と挨拶する

と「おはよう、昨夜は何も異状ない」と返答してきた。彫りの深い顔の高市は今年で五十五歳に

なる。昨年勤続三十年表彰で皇居に行き式典に参加したそうだ。奥さんがどうしても天皇陛下に

謁見したいと言うので、皇居まで行ったと照れながら話していた。家は川中島にあり、長野拘置

支所に転属になって既に十年になる。本所には戻りたくないらしく、俺は定年までここでいい

と言っていた。普段高市は日勤で夜勤は泊まらないのだが、昨日石場看守部長が、私用があると

いうことで交替していた。

高市は内線電話のコードレスホンを取ると呼び出し音を三回鳴らした。直ぐに舎房内に点検の放

送が流れた。行刑施設は朝と夕方必ず人員名簿（名札に顔写真、称呼番号、氏名、事件名、生年

月日が記載されている）で被収容者を確認する。先頭の大柴が「一室番号」と号令を掛け、その

後を高市が人員名簿を持ち、番号と顔を確認していく。すべての点検が終了すると「点検終了」

と号令を掛け点検を終了させる。

大柴と高市が正対した。「報告します。点検人員総員二十九名、欠員一名、現在員二十八名、欠

員の一名は掃夫出役一名」大柴は敬礼して高市に報告した。高市は答礼すると本鍵（収容者の居

室の扉を開ける鍵）を大柴に渡し事務所に下りて行った。

「配食いいぞ」

　大柴は廊下の隅に立っている舎房掃夫に声を掛けた。未決収容者が収監されている拘置監には

飯を配ったり、掃除をしたり洗濯をする舎房掃夫が居り、舎房の雑用はすべてこの掃夫が行なっ

ている。長野拘置支所には掃夫が一人しかいないため、朝昼夕と食事を作りその合間に掃除洗濯

雑用をこなす。掃夫は週に二日免業日が与えられているのだが、その日は庁務員が飯を作って

いた。この庁務員は飯作りは勿論、庁舎内の掃除や草取りをはじめ、検察庁や裁判所に送付する

書類を運んだり、郵便局に行ったりと本当によく働いていた。

　東京拘置所や大阪拘置所などの大きい施設では、各舎房の担当が決められていたが、長野拘置

支所のような小さな施設では特定する担当は決まっていない。大柴は朝だけ舎房勤務で、日中は

新入の事務手続きを行ったり、机上の仕事が主な仕事だった。

　拘置所の朝は食事の後、舎房担当が各居室に願いごとを聞いて回る。願いごとは領置（自分

の持っている物を官に預けること）仮出し（官に預けた自分の私物を手元に置くこと）廃棄、宅



の持っている物を官に預けること）仮出し（官に預けた自分の私物を手元に置くこと）廃棄、宅

下げ（自分が使用している物や官に預けている物を親戚や知人に家に持ち帰って貰うこと）診察

、発信（手紙を出すこと）である。朝の願いごとの後、非番者が運動、入浴を実施する。運動場

は屋外にありすべて独居で、三方がコンクリートの壁で囲われている。五つの独居運動場を合わ

せると、扇のような形になり、一箇所に立てばすべてが見渡せることができた。

八時半に舎房勤務者と交替すると、願いごとを持って事務所に下りた。支所長室に赴き朝の勤務

異状なしと報告した。願いごとの事務処理を済ませ自分の仕事、食料関係の書類を作っていると

、いつの間にか九時五十分になっていた。十時に警察のライトバンが表門を抜け敷地内に入って

きた。大柴は数冊の書類とデジタルカメラを、スーパーにあるようなオレンジ色の買い物籠に

入れ、警察官と一緒に戒護区域内に入って行った。

　幾らマスコミで報道されようと、この仕事をやっていて収容されている者に対し、特別な感情

を抱くことはない。時々強盗殺人事件のような凶悪な犯罪者も入ってくるが、それとて（ああこ

いつ長期になるな）と思うくらいで、自分の前を通り過ぎていく犯罪者の一人にすぎなかった。

勿論今日入所した新入にも特別な感情を湧くことはないだろう。常日頃から被収容者とは不必要

な会話は一切交わさないように心掛けている。人という生き物は、言葉を交わしているうちに、

どうしても情が移ってしまうことがある。そうなるとこの仕事は非常にやりにくくなる。

　松本刑務所に拝命したときは、歳も若かったこともあり、受刑者によくからかわれた。

「おやじこの辺の人？」

「お前には関係ないだろう」

「そんなつれない言い方しなくてもいいじゃないですか」

「昨日野球巨人勝ちました？」姑息な手段を使い職員の弱みを見つけようとする。

「俺は野球など見ない。結果が知りたければ後で回覧新聞を見れば分かるだろう」

このように被収容者に素っ気ない態度を取ると、何あいつ生意気だなと思われるが、何年かいる

とあのおやじは愛想がない。ちょっとやそっとの胡麻擂りは通用しない。あの親父の前ではおと

なしくしていた方が無難ということになる。取り付く島もないのが一番いいと大柴は考えていた

。

　菱来が遣ったことは決して正当性があるとは思えないが、菱来のような教師に出会っていた

なら、今の自分ももう少し違う人生を送っていたかもしれない。

現在このような公安職に就いてはいるが、警察官のように正義感があり、日本の治安を守ろうと

志を抱いてこの仕事に就いたわけではない。ただ単に他に仕事がなかっただけのことである。こ

の仕事をしていてつくづく思うことがある。人は狭い堤防の上を歩いていていつそこから転げ落

ちるか分からないと。たとえば堤防の真中を走っているとして、右側は犯罪者の川、左側が災い

の川。自分ではいくら気をつけていても、対向車が来て避けた途端、バランスを崩し犯罪者の川

に落ちてしまうこともありうる。

　菱来は生徒に暴力を振るい逮捕されたが、大柴が子供の頃はそれこそたんこぶができるほど叩

かれたものだ。今だったら問題になることも、当時菱来と同じようなことを遣った教師は沢山い

ただろう。ただ遣りすぎは確かにまずいが、同じことを遣っても時代によって悪いことになって

しまうのは何も学校だけの話しではない。大柴がいる行刑施設でも、以前は被収容者に対し実力



行使を行なっていた時代もあった。しかし現在そのようなことを行なったら、自らが収容される

側になってしまう。何が正しくて何が間違っているのか、それは時代が決めるものだが、菱来も

時代に逆行する損な生き方をしたものだと感じた。

　人生には落とし穴はつきものだ。この仕事も自分では気をつけているつもりでも、知らないう

ちにそれに落ちてしまうことも希にある。

大柴には別れた妻との間に小学校六年生の息子がいた。元妻が息子に会うことを拒否したため、

息子にはまったく会ってない。今は多分大阪にいるはずだが、来年は中学に入学する。目の前に

いる中学教師を見ていてふと息子のことが頭を掠めた。元気でいるのか、そうでないのか、今は

それさえも分からない。自分はいったい何を考えているのだろう。パソコンに菱来の持ってきた

荷物をすべて打ち込むと、家族構成を訊いた。妻はいるが現在精神を病んでいるということだ。

　　　　　　　５

　大柴は母と二人で千曲市の実家に居住していた。離婚して十年になるが、もう再婚はしたいと

は思わない。毎日人間の屑を見ているうちに、自分自身も屑に成り下がったのかもしれない。そ

う思うとまた結婚しても結果は同じような気がした。離婚の原因はおそらく自分にあったのだ

ろう。　

刑務官という仕事をしていく上で、どうしても本来の自分を殺して職務を遂行しなければなら

ないことがある。それが職場だけに留まらず私生活に移っても、被収容者に対応するように妻に

も対応してしまう。官舎生活もまた妻にストレスを与える原因だった。

　大阪出身の妻、理沙が松本で暮らすのはかなり大変だったに違いない。言葉の壁もあっただろ

うし、厳しい自然環境もあった。冬場、車の運転はスタッドレスタイヤを履いてもそれなりの熟

練度がいるし、かなり古い官舎は暖房を入れなければ、冷蔵庫の中のほうが暖かいくらいだ。サ

ーモスタットのスイッチを入れ忘れたら水道管は凍結してしまう。一度凍結したら一日水が出な

いこともある。何よりも大変なのは個性の強い官舎の奥さんたちとのお付き合いだった。

　刑務官は警察官と一緒で階級社会である。それは本人だけに留まらず、子供たちにまで波及

する。妻たちは上司の奥さんたちに気を使い、夫婦喧嘩や子供を叱るにも神経を使わねばなら

ない。刑務所のグランド直ぐ横にある官舎は塀を挟んではいるものの、施設の中の受刑者の声が

官舎まで聞こえてくる。朝と夕の受刑者の行進時に掛かる号令は、耳についたらいつまでも離れ

なかったと理沙は言っていた。殆どの刑務官の妻は、何とか環境に慣れていくのだが、理沙はい

つまで経ってもこの環境に馴染もうとしなかった。

　それでも夫である大柴がもう少し理沙に優しくしてやればよかったのだが、職場の緊張感をそ

のまま家まで引き摺ってしまうので、理沙のストレスは益々溜まることとなり、到頭理沙から離

婚話を切り出されてしまった。理沙はかなり前から悩んでいたようだが、大柴はそれにはまった

く気付いてやれなかった。離婚の話しを切り出されたその日、レンタルビデオ屋で借りた映画を

観ていた。官舎で炬燵に潜り横臥しながら映画を観ていると、理沙が突然話しかけてきた。

「大事な話しがあるのでテレビを消して下さい」

「観終わってからではだめなのか」

「お願いします」

　理沙は思い詰めたように大柴を見詰めた。今までにない理沙の強い眼差しを目の当たりにして



、これから話す内容がただごとではないような気がした。ビデオを止めテレビを消した。

「話しって何だ？」

　大柴は起き上がると、テレビから理沙の方に目を移した。理沙は大柴の前に腰を下ろすと重い

口を開いた。

「あなたの妻をもうやっていく自信がありません」

　最初目の前の妻が何を言っているのか理解できなかった。

「それは離婚したいということか？」

　思わず声を荒立ててしまった。官舎は古さもあって隣の生活音が筒抜けである。夫婦喧嘩をし

て翌日登庁すると隣の住人から「昨日は奥さんと激しく遣りあったね」と冷かされれたことがあ

ったが、建物が老朽化していたため仕方ないと諦めていた。

　理沙から言われるまで、そんなことを妻が考えていたとは思ってもみなかった。寝耳に水とは

このことだ。自分は浮気をするわけでも、妻に暴力を振るうわけでも、借金があるわけでもない

。それなのに何で一方的に離婚を突きつけられなければならないのか、正直納得できなかった。

　このとき理沙の話をじっくり聞き、官舎を出てアパートでも借りていれば、もう少し違う結果

になっていたかもしれない。思いやりに欠けていたことに気付くべきだった。そのときは妻にい

きなり離婚を切り出されたことに腹が立ち、先のことが見えなくなってしまった。

「お前誰か好きな人ができたのか？」

「そんなんじゃないの。このような生活を続けていたら、私おかしくなってしまうわ」

　一瞬普段の自分の言動を反省し、歩み寄ろうという気持ちが働いたものの、自分が働きに行っ

ている間、何もしないで官舎にいるくせに、何で今頃になって我が儘を言っているのかと思うと

腹が立ってきた。

「お前の好きなようにすればいいだろう」

　大柴にも意地があった。今まで女性と付き合って、自分の方から別れ話を持ち出したことは

なかったが、ストーカーのような往生際の悪い男にはなりたくなかった。そのため未練たらし

く去った女の後を追うようなことはしなかった。男性の場合もう一度やり直そうという気が起こ

るが、女性の場合一旦気持ちが離れてしまったら、どう足掻いても復縁をするのは不可能だろう

。自分をふった女の尻を追いかけるみっともないまねだけはしたくなかった。理沙がどうしてそ

のように考えたのか分からなかったし、理解できなかったが、彼女がそのように考えたのなら、

自分がいくら説得したとしてもむりだと思えた。

　理沙とは大阪の大学時代知り合ったのだ。一度長野に帰郷すると自然消滅した。しかしこの仕

事に就き暫くしてから連絡を取ったところ、理沙にはそのとき特定の彼氏はいないというので、

非番の日車で大阪に向かった。このときは初めて理沙とデートしたときのように心がときめいた

。焼け棒杭に火が付いたというわけではないが、それからまた付き合い結婚した。大柴は自分自

身気が付かなかったが、大学時代とは別人になっていた。学生時代はアイドルの物まねをしたり

、駄洒落を言ったりして理沙を笑わせたが、この仕事に就いて笑わなくなったし、冗談すら言わ

なくなった。ちゃらんぽらんでいい加減だった大柴が、曲がりなりにも公安職に就いたこと事態

、理沙には意外だったかもしれない。



　四年の結婚生活は幻だったのか。理沙は大阪に帰り養育費は要らないので、息子には二度と会

ってほしくないと言った。理沙は息子に会ってほしくないのではなく、大柴との関係を断ち切り

たかったのだろう。理沙から見て大柴は非人間的に映ったのかもしれない。別れ際息子は紅葉の

ような小さな手でバイバイと手を振っていた。この子が自分の子供なのは間違いない。しかし明

日からは他人になるのだ。自分自身納得できないもののどうしょうもなかった。理沙は涙ぐんで

いたが、何も知らない息子は笑っていた。このときばかりは流石に胸が痛かった。

　　　　　　　６　　

大柴が夜勤の日、一通の電報が長野拘置支所に届いた。電報が届いたのは既に夕方の六時を回

った後だった。その前に電報の差出人から電話があったのだ。その電話には大柴が対応した。

「もしもし、あの私飯田中央病院の梶原と申します。そちらに菱来誠さんという方が、いると思

うのですが？」

　電話の相手はとても丁重に話した。

「在監者の有無の、電話による問い合わせには回答できないことになっているんです。誰がここ

に収監されているかというのは、プライバシーもありますし、個人情報の保護にもつながります

ので」

「言付けだけでも御願いできませんか？」

「伝言はできないんです」

「じゃどのように連絡を取ればいいのですか？」

　相手方は明らかに腹を立てているのが此方にも伝わってきた。警察では面会するのに予約を

取り、電話で在監の有無も教えてくれるらしいのだが、行刑施設は弁護士であろうと、たとえ検

事でも在監の有無は電話では一切回答しない決まりになっている。弁護士に関しては、電話だけ

では確認のしようがなく、いくら弁護士が訴訟をおこすと脅しを掛けてもそれに屈することは

なかった。検事に関しては警電（警察専用電話）を使ってもらうか、名前を確認した上で新たに

此方から電話をすることにしていた。若年の職員の中にはうっかり（いますよ）と回答してしま

う者もいて（以前は教えてくれたのに何で今回は教えてくれないんだ）と言ってくる者もいた

が（そのように言われてもそのような決まりになっていますので、お教えすることはできません

）と回答していた。腹を立てた者の中には（あんた名前なんていうんだ）と怒りを露わにする者

もいるが、それに対しては（名前を名乗る必要はないでしょう。もし私の名前が知りたいのであ

れば、こちらに直接来て頂ければお教えします）と説明した。

　刑務官という人種はいつも犯罪者を相手にしているため、一般の人にも同じように対応してし

まうことがある。それは気をつけなければならないと常々感じていた。

「もし差し支えなければ本人宛に電報を打って下さい。不在ということであればその通知があな

たのところに行くはずですし、その者が在監していれば一方通行でありますが、用件は間違いな

く伝わるはずですから」

　大柴は丁重に答えた。そしてその日の夕方案の定電報が届いた。電報には次のことが書かれて

いた。｛私は飯田中央病院で医師をしている梶原といいます。今日あなたの奥さんである菱来由

紀子さんがシーツを破き、それで首を吊り自殺を図りました。見つけ次第直ちに蘇生を施したの

ですが、命は何とか取り留めたものの昏睡状態が続き危険な状態です。最悪の場合脳に障害が残



るかもしれません。詳しいことは後日またお知らせします｝　

舎房交替までまだだいぶ時間があったため、大柴が直接電報を本人のところまで持っていき交付

した。緊急を要するものは一分でも早く本人に交付しなければならない。これは行刑施設に於い

て鉄則である。このように家族が危篤とかになった場合、往々にして被収容者が、至急電報を打

たせてくれと申し出ることがあるが、翌日の裁判に関してどうしても弁護士と連絡を取りたいと

いう場合を除き、いくら家族が危篤になろうと、夜間の電報は受け付けない。このような所に収

監されている以上それは仕方ないことだった。

　夜勤ペアの茂田看守と交替したが、菱来は何も大柴に言ってこなかった。しかしこの後職をも

失いかねない大問題になるとは、このときの大柴は知る由もなかったであろう。

　刑務官はすべて法律に則り仕事を遂行している。警察も同様のことが言えるのだが、自分を守

るのも法律であり、自分を追い込むのも法律である。法律は一見完璧なように見えるが必ず穴が

ある。それらをいかに自分の都合のいいようにもって行くかは、経験によるところが大きい。

施設内には遵守事項という決まりがあり、これに違反した者はそれなりの不利益処分を受けねば

ならない。ただその遵守事項を職員はしっかり理解していても、中に収容されている者は必ずし

も理解しているとは限らない。新入時に何がいけなくて何がいいのか細かく説明を受け、尚且つ

一人一人に所内の決りことをすべて書いたしおりが貸与される。それでも担当によって説明不足

のこともあり、後になってそんなことは知りませんでしたということが往々にして起こる。だい

たい社会に於いて法律を犯し、このような所に収監されているのだから、この中の遵守事項を破

るのは何の躊躇いもないだろう。それを守らせるには厳しい対応が必要だが、最近はそのように

ただ締め付けるだけの処遇は人権保護に逆行しているので、遵守事項を守らなかったからすべて

不利益処分を下すようなことは少なくなった。刑務所のような行刑施設ではごねどくということ

が存在する。施設に対して不平不満を言ってごねればごねるほど、処遇が緩和されていくところ

があった。

　　　　　　　　　　　　



刑務官　７　

　　　　　　７

　非番の日、自宅に帰りつくと母が朝食の用意をして待っていた。父は十五年前に亡くなって

いる。自分で冷蔵庫からビールのミニ缶を取り出すと、海苔と生卵をご飯にかけそれを食べなが

らビールを一気に流し込んだ。スウェットに着替え母に「おふくろ二時頃まで寝るわ」と声を掛

け二階の自分の部屋に上がり、そのままベッドに倒れ込んだ。非番の日はいつもこのようにして

、二時くらいまで仮眠を取ることにしていた。

　この仕事をしてきて何年も昼夜勤をしていると、非番の日は少し寝ないと身体がもたない。そ

れでも松本にいるとき官舎に居住していたが、結婚するまでは非番の日必ずどこかに遊びに行

くか、パチンコをしていた。体力には自信があった。

　大柴は特に趣味を持っていなかったが、高校のとき自動二輪の免許を取って以来、オートバイ

にのめり込んだ。大学のときもツーリングサークルに入り、奈良や京都によく行ったものだ。　

松本にいるときも同じ夜勤の二つ先輩金山から誘われ、非番の日は冬場以外、金山とオートバイ

で県内のあらゆるところに出かけた。長野県生まれであったが、父に以前連れて行ってもらった

場所は憶えているものの、こんなにも温泉や景勝地が多い所だと、改めて知ることとなった。

　松本刑務所の官舎からオートバイで、五分と掛からない場所に浅間温泉がある。その温泉街を

抜け、山道を登っていくと美ヶ原高原へ抜ける山道が続いている。ここは以前有料道路だった

ため、道路も整備されオートバイで攻めるには、打って付けのワインディングロードだった。

大柴は休日の朝、皮のパンツと皮のジャンバーを羽織り、ヤマハFZRでこのワインディングロー

ドを攻めた。コーナーで膝のパットをするのが何ともいえない快感だった。車が殆ど走ってこな

いため、対向車を気にすることなくオートバイをハングオンさせることができる。職場の先輩金

山が乗っているオートバイはオフロードタイプのため、ワイディングロードを走ることには誘わ

なかった。一度オートバイの限界が分からなく、コーナーでオートバイを倒しすぎ転んだことが

ある。そのとき柔道の受け身をとったため、まったく怪我をすることはなかったが、オートバイ

はマフラーやカウルに大きなダメージを受けた。今は四十歳を越えたこともあり大型アメリカン

バイクに乗っている。乗るのも然ることながら研く楽しさも知った。

　自室のベッドでうとうとしていると、枕元にある電話の子機が鳴った。いつも眠りが浅く僅か

な物音で直ぐ目が覚めてしまう。一階の居間でテレビを観ている母よりも電話を取るのが早か

った。母が椅子から立ち上がり、サイドボード上に置いてある電話の親機まで行くのに、電話の

ベルが最低五回は鳴らなければならない。それよりも眠っている自分が先電話に出たというこ

とは、三回か四回呼び出し音が鳴ったということだろう。これから深い眠りに入ろうという中途

半端な時間に起こされたため、頭が多少ボーとしていた。しかし電話の内容を聞いた途端、一気

に眠気が飛んでしまった。

「はい。大柴です」

　喉にざらつきを覚え電話に出た。

「大柴部長か。非番のところ悪いな。支所長の亀岡だが、実は今日飯田中央病院の医師梶原と名

乗る者から電話があって、菱来の奥さんが植物状態なので、本人を電話口に出してくれと言う



乗る者から電話があって、菱来の奥さんが植物状態なので、本人を電話口に出してくれと言う

んだ。石場部長が電話の対応に当たったのだが、被収容者は電話口には出られませんと説明す

ると、昨夜本人から電話を貰ったというのだ。そんなことはないでしょうと石場部長が言うと、

昨日電話を貰ったのは菱来さんに間違いないと言うので、ちょっと確認しますと言って一旦電話

を切った。それでもしやと思い本人に確認すると、昨夜大柴部長に電報を入れてもらい、茂田看

守に至急医師に電報を打たせてくれと頼んだら、電報は打てないと説明を受けたが、少ししたら

茂田看守が携帯電話を貸してくれたと述べた。直ぐに官舎にいる茂田看守を呼び出し確認すると

、本人は菱来に電話を貸したのは自分に間違いないと認めた。まあ起こってしまったことは仕方

ないが、今本人を呼んで事情聴取している。間もなく本所から警備隊が調べに来る。大柴部長に

も事情を聞かなければならないので、済まないが非常登庁してくれ」

「分かりました」

　寝耳に水ではないが、一気に目が覚めた。茂田のバカ、何てことをしてくれたんだ。亀岡の話

しからすると、多少自分を疑っているのかもしれない。こつこつと積み上げてきた積み木が、ガ

キ大将にでも一気に壊された心境だった。こんなことがあるのだろうか。何で携帯電話なんか貸

したのか。そんなことをしたらもう終わりだということが分からないのか。

　行刑施設での外部交通は面会、手紙、電報しか方法がない。平成十八年五月新法（刑事施設及

び受刑者の処遇等に関する法律）が発足し受刑者でも外部通信の手段として電話が許可になると

いうことだが、長野少年刑務所ではまだ実施には至っていなかった。たとえそれが許可になっ

ても、それは出所が近い受刑者であって、菱来のような未決収容者は、電話での外部との遣り取

りはできない決まりになっている。

　どうして茂田は菱来に携帯電話を貸したのか、自分の知るところではないが、夜間それも大柴

の夜勤のときにそれを行なったということは、監督者である自分が何もなくこのまま無事に済む

わけがない。

　二十年以上の刑務官生活で、嘗て先輩に鳩行為（刑務所や拘置所に収容中の者が、第三者を使

って手紙や伝言を運んで貰うこと。伝書鳩の意味）で自ら職を離れていった者もいたが、職員が

鳩になるにはそれなりの理由がある。以前は受刑者になると親族しか面会、信書が許可になら

なかったので、暴力団組員は自分の組事務所に連絡を取るため、職員を籠絡し手紙を運んで貰っ

ていた。

　この世はすべて力関係で成り立っているといっても過言ではない。大柴のように腕力に長けて

いなくとも、まったく魑魅魍魎共の威圧に屈しない者もいれば、武道の有段者であっても、簡単

に篭絡されてしまう者もいる。それは人である以上仕方ないことなのだろう。

この仕事は犯罪者の言い成りになってしまったら、もうその者は職を離れたほうがいい。日本の

行刑施設はどこの国の行刑施設より収容状況が安定している。それは日本の刑務官が他の国の刑

務官よりも優れているからに他ならない。それは金や情に流されないからだと自負していた。犯

罪者にとって娑婆で罪を犯そうと、行刑施設内で罪を犯そうと大して変わるものではない。刑務

官という職業は、犯罪者にこれ以上犯罪を起こさせない最後の砦なのだ。その最後の砦である我

々が、犯罪者に砦を開放してしまったら、日本の治安は崩壊してしまうだろう。そこまで考えて

茂田は行動したのだろうか。このようなことは他の施設ではなかったわけではないものの、より



によって自分の泊まりのときに、このようなことが起こるとは思いもよらなかった。目の前が真

っ暗になった。

　長野拘置支所に非常当庁すると、長野少年刑務所のクラウンが玄関前に横付けされていた。大

柴はコーデュロイのズボンにブラウンの革ジャンという出で立ちだったが、そのまま庁舎に入っ

ていった。事務所に入っていくと、いつもと明らかに違う重たい雰囲気がそこにはあった。どの

職員も大柴になんて声を掛けていいか迷っている様子が、此方にも伝わってきた。支所長室のド

アは閉まっていた。いつもは支所長室のドアは開け放たれている。おそらく中で茂田が取調べを

受けているのだろう。茂田が終ったら今度は自分が調べられるはずだ。

　大柴は自分の執務机に腰掛けると、椅子の背もたれにもたれ腕組みをした。目の前にいる桜田

がいやに遠くに感じた。

「茂田は何で携帯電話なんか菱来に貸したんだ？」

　石場部長が気安く声を掛けてきた。

「それは自分にも分かりません」

　そんなことは自分のほうが知りたかった。ただ石場はこの事務所の重たい雰囲気を払拭するた

めに、言葉を掛けてきたのだろう。話す切掛けを作ってくれたことは、それはそれで有難かった

。

「本所から処遇部長と第三統括（警備隊長）が来て、今支所長室で茂田の事情聴取を行なって

いる」

「随分対応が早いですね」

「大柴部長が帰ってから直ぐに、飯田中央病院から電話が掛かってきて、支所長が直ぐ菱来のと

ころに確認しにいった。菱来は茂田に居室へ携帯電話を入れてもらったと言うんだ。それで今度

は茂田を呼び出し事情を訊くと、菱来に携帯電話を貸したのは自分に間違いありませんというこ

とで、直ぐに本所に連絡すると、処遇部長と第三統括がすっ飛んで来た。えらいことをしてくれ

たよ」

　最初に事務所に入ったとき、四面楚歌のように感じたが石場の話し方からすると、この件は茂

田が単独で遣ったことで、大柴のことは疑っていないように感じられた。勤続二十年以上の大

柴が、そんなことを遣っても、何の得にもならないことは他の職員も分かっているだろうし、普

段の勤務態度を見ていれば、大柴が被収容者に情を掛けるような人物でないことは誰でも分かる

はずだ。ただ長野少年刑務所の職員は大柴がどのような仕事をするのか、まったく知らないはず

である。大柴は松本刑務所から直接こちらの支所に転勤してきたため、初等科同期の数名以外は

知らない職員ばかりだった。

　　　　　　　



刑務官　８

　　　　　　　８　

　茂田博美は拝命して三年の若年職員だった。今思い返しても、あれは嫌な想い出である。茂田

は東京東村山市内の中学校に通っていた。三年に進級したとき、クラス替えになり中学入学のと

きから憧れていた吉崎瑠璃子と一緒のクラスになった。瑠璃子は目鼻立ちが整い二重の大きな

瞳は、他のどの生徒より魅力的に映った。瑠璃子に憧れを抱いていたのは何も茂田だけではない

。原宿でも歩いていれば、モデルにでもスカウトされてもおかしくない美貌を持っていた。ただ

彼女は外面に対し内面は決して美しいものではなかったが、そのときの茂田には分かるはずも

なかった。瑠璃子はバスケット部に所属し、それなりに活躍していた。茂田は剣道部に所属して

いたが、たまに道場を抜け出し体育館の女子バスケ部の練習を覗きに行った。クラス替えになっ

た四月、幸運にも席の隣が瑠璃子だった。自分の憧れの女子が直ぐ横にいると思うと、毎日がバ

ラ色になる。最初のうちは酷く緊張したものの次第に慣れ、他の女子と同じように気安く話せる

ようになっていった。もっと気難しくお高くとまっていると思っていたが、意外にも普通の女子

生徒のように喋って笑った。

　夏休み前瑠璃子の誕生日、瑠璃子の自宅で催す誕生会に呼ばれた。天にも昇る思いだった。呼

ばれたのは同じクラスの女子が三人と、男子は同じクラスでバスケ部のキャプテン福沢と茂田だ

った。福沢はバスケ部だから呼ばれ、自分は隣の席だから呼ばれたのかと思ったが、もしかした

ら少しは自分に気があるのかもしれないと、ささやかな希望を抱いた。茂田は多少背もあり、顔

も整っていたので、女子からは何回かラブレターを貰ったことがある。多少女の子に人気がある

のかと自惚れもあった。世の中は詰まるところ美男と美女が結ばれる運命にあると勘違いして

いた。自分に気がなければわざわざ誕生会なんて呼ばないだろう。そう勝手に解釈して夏休み

明け、ラブレターを書いて瑠璃子の通学鞄にそっと入れておいた。夏休みの間悩みに悩んだ挙句

、覚悟を決め書いたラブレターだった。家に帰り翌日瑠璃子がどんな反応を示すか不安もあっ

たが、楽しみでもあった。茂田の頭の中で悪い結果はまったく想像していなかった。

　翌日不安と期待を抱きながら学校に登校すると、なぜかクラスの皆の態度がいつもと違って

いた。女子は茂田を見てくすくす笑っている。男子の目は明らかに軽蔑しているような感じを受

けた。通学鞄から机に教科書を入れ、何気なく正面にある黒板に目をやるとそこには手紙らしき

ものが貼ってあった。何だろうと思い黒板まで近付くと、それは自分が瑠璃子に出したラブレタ

ーだった。

何でクラスの皆の態度がおかしかったのかが、このとき初めて理解できた。手紙にはピンクのラ

インマーカーで（君はぼくの太陽だ）というところに線が引いてある。茂田は黒板にマグネット

で留めてあった手紙を毟り取りポケットにねじ込んだ。二学期に入り席替えは終っていたので、

既に瑠璃子は茂田の隣にはいなかった。今まで順調に中学生活を送ってきた茂田にとってそれは

まさしく悪夢だった。

　席に戻り瑠璃子を見ると、彼女は茂田に気付き視線を逸らした。そもそもラブレターは、出し

た者と受け取った者との密室の遣り取りだから、普段口にしないことも平気で書ける。それが公

になり第三者の目に触れないと分かっているから、恥かしい文章も躊躇わず書けるわけで、これ



になり第三者の目に触れないと分かっているから、恥かしい文章も躊躇わず書けるわけで、これ

がもし他人の目に触れたら、これほど滑稽で笑える文章はないであろう。十五年生きてきてこん

なに恥かしい思いをしたことはなかった。穴があったら入りたい心境だった。

　なぜ瑠璃子はあんなことをしたのか、茂田はポケットから皺くちゃになった手紙を取り出し、

じっくりそれを見ると、瑠璃子の名前が書いてあるはずの箇所が、すべて墨で塗りつぶされて

いた。そこには悪意さえ感じる。今まであれほど恋焦れていた瑠璃子が、このとき途轍もなく憎

らしい存在に変わっていた。しかし茂田に対する仕打ちはこれだけで終らなかった。

　あの一件から誰も茂田とは口を利かなくなった。最初それは無視という形で始まった。今まで

も確かに前のクラスでもいじめを受けた生徒は存在した。それは自分とは無縁の世界と思って

いた。それにいじめを受ける生徒はどちらかというと、成績もあまり良くなく、運動も得意でな

いおとなしい子が対象だった。茂田はこのときまで成績も良く、男子にも女子にも人気がある生

徒だった。それがあのラブレターを黒板に貼られた日から、一転していじめられる対象に変わっ

てしまう。無視というのは周りが考えている以上に、遣られている本人は辛い。自分の存在が幽

霊みたいに誰も相手にされないのだ。いや幽霊はまだ怖がってくれるが、今の自分は幽霊以下の

透明人間のような存在だった。

　ついこの間まであれほど楽しかった学校生活が、たった一通の手紙で地獄のような学校生活に

変貌してしまう。無視が嫌がらせに変わっていくのに、それほど時間は掛からなかった。無視は

本人にとっては辛いことに違いないのだが、周りの者からすると本当に辛い思いをしているのか

確認のしょうがない。そうなるといじめている方からするば、その行為自体がつまらなくなって

しまうのだろう。何か直接反応が見たいと考え、次なるステップに移っていく。まず教科書に

マジックで落書きをされるようになった。バカとか死ねとかスケベ男とか、お決まりの文句が書

かれていた。今まで他人より自分の方が、スポーツも学力も勝っていると思っていたので、この

ことは非常に屈辱的なことだった。いじめている方はこちらが困れば困るほどそれが快感なのか

更に行為はエスカレートしていく。そのうち靴や運動着を隠されるようになった。ただ直接身体

に危害を加えてはこなかった。茂田自身剣道を遣っていたため、多少腕力には自身があった。一

対一の喧嘩ならいつでも勝負するつもりだったが、面と向かって正々堂々と遣ってくる者は居

らず、集団で陰湿に嫌がらせをされるとなす術がない。

　いじめが始まって一ヶ月経った頃、たまりかねて担任の若い男性教師に相談に行った。担任は

海道という数学の教師で、歳は二十代半ばにしか見えない。

　茂田は職員室に行き、すべての事情を話した。海道は少々困惑した顔をしながら「相手が特定

できない限り難しいな」と言った。確かに誰か個人を特定できない以上、いじめを止めさせるの

は難しいかもしれないが、担任なら何とかしてくれると思っていた。当初海道に対してあまり期

待はしていなかったものの、それでもクラスの皆に（いじめは醜い行為だからやめなさい）とだ

けでも言って欲しかった。しかし海道は茂田の期待に反して、クラスの皆には何も言わなかった

。

　海道に相談しに行ってから一週間後、茂田は学校に行くのを止めた。登校拒否になったのだ。

父はとても厳しい人だったが、茂田が学校に行きたくないと言うと、高校はどうするんだと訊い

てきた。父は進学塾の講師をしていたため、そのことが気になったのだろう。もともと今の受験



制度に疑問を持っていたため、茂田が学校に行きたくないといってもさほど驚かなかった。

「俺今の中学校は行きたくないが、別に勉強が嫌いなわけじゃない。だから高校には行きたい」

　そのように言うと、父はニヤリと笑った。

「お前がそのような考えを持っているのなら、俺がいい高校を探してきてやる。ただ内申の関係

で公立は無理かもしれんが、贅沢をいわなければいくらでもある。心配するな」

　結局卒業するまで殆ど学校に行かなかった。卒業間際になり父は、学校長宛になぜ茂田が学校

でいじめを受けたか至急調査してその結果を教えて欲しい。何もしていただけないのなら法的手

段に訴えると内容証明を送付した。卒業式の翌日、海道は教頭を伴って茂田の自宅にやって来た

。海道は玄関に入るなり三和土に土下座した。

「申し訳ありませんでした」

　茂田は父の後からそれを眺めていたが、海道は涙を流していた。

「あんたの安い頭を下げて貰っても、息子の青春は取り戻せんのだよ。まあ自殺をせんで生きて

いてくれたから良かったものの、これで息子が死んでしまったら、あんた謝っただけじゃ済まな

いよ」

　海道はどのように調べたか詳しく説明してくれなかったが、茂田が瑠璃子のラブレターを書い

て瑠璃子の鞄に入れたとき、瑠璃子はそれを親しくしていたバスケ部の福沢に相談したらしい。

そこで福沢は皆を煽って、ちょっと茂田のことをからかったということだ。茂田はクラスの全員

が自分をいじめていたと思い込んでいたが、このいじめに対して反感を持っていた生徒も居り、

その生徒がことの真相を語ってくれたのかもしれない。

福沢の父親はPTA役員で、いじめの主犯をどの時点で知ったのか分からなかったが、結局何も手

を打たなかった。

　海道が帰った後「お前は女を見る目がないくせに女に現を抜かすとは何ごとだ」と怒られた。

海道は言わなかったが、瑠璃子と福沢はおそらく付き合っていたのだろう。どう見ても福沢より

は自分の方が容姿は整っている。だから福沢は自分のことが憎かったのではないか。勝手な想像

だが、強ち外れていないような気がする。バスケ部のキャプテンをしていたが、あの男があれ

ほど、統率力があるとは知らなかった。反感を持っていた者もいたみたいだが、結局は福沢の思

い通りことが運んだのだ。

　茂田はテレビや新聞でいじめを受け、自殺した生徒の報道を見る度に、このことを思い出し胸

が痛んだ。自分はあのとき辛く悲しかったが、死ぬことまでは考えなかった。しかしそれは単に

学校に行かないという逃げ道を見つけられたからに他ならない。もしあのときあのまま我慢して

学校に行き続けていたなら、自分もやはり自殺していただろうか。子供にとって学校はすべての

生活空間なのだ。学校に行けなくなることは、未来を奪われることにも匹敵する。企業戦士が会

社で自分の居場所が無くなったとき、絶望に陥るのもこんな感じなのだろうか。

　海道のところまで相談に行き、一週間経っても何もしてくれない海道に物凄く腹が立った。あ

のとき担任に相談しに行こうか迷った挙句、意を決して相談に行ったのに海道は何もしてくれ

なかった。期待はしていなかったものの、それでも落胆は大きかった。結局先生という人種は何

もしてくれない。

　今のいじめ問題を新聞やテレビで見ると、教育委員会や教師は自分の保身しか考えていない。



皆自分が可愛いのだろう。そんなとき目にしたのが菱来の報道だった。いじめられた者がすべて

菱来のとった行動を歓迎しているとは限らないが、少なくとも身を犠牲にして、いじめっ子に復

讐したことには、とても勇気付けられた。海道は何もしてくれなかった。菱来の取った行動は確

かに間違っている。しかし今の無責任な学校社会に楔を打ち込んだのは間違いない。

　茂田は決して暴力肯定派ではない。しかし今学校でもこの行刑施設でも、ことが起こると直ぐ

に上の者は保身に走り逃げ腰となる中で、自ら犠牲になって立ち向かっていく姿は素晴しいと思

った。たとえそれがドンキホーテのように無謀な行動であったにせよ、すべてを擲って自分の信

念を貫くことはなかなかできるものではない。

　菱来がこの長野拘置支所に移送されてきたとき、何かしてあげたかった。しかしそう思っても

実際に何をしてやればいいのか、刑務官である自分が被収容者にしてやれることはたかがしれて

いる。それでもそれを行なった場合、自分の職責が問われることにもなりかねない。

　そんなとき偶然菱来から至急電報を打たせてくれと申し出があった。手紙であれば内緒で出し

てやることもできたのだが、電報の場合痕跡が残ってしまう。夕方の四時には領置金収受簿を締

めてしまうため、領置金（被収容者が携有してきた現金）の引き落としは明日になるが、それを

誤魔化すのは不可能に近い。NTTの請求書にも記載されてしまうので言い逃れはできない。仕方な

く茂田は自分の携帯電話を菱来に貸してあげた。菱来の居室右隣は空室で、左隣は年寄りでラジ

オ放送が流れていたため、通話の内容は他の被収容者には聞かれないと判断した。菱来には本来

電話の貸し出しはしないのだが、今日は緊急性もあり電話を特別に貸し出すと説明した。累犯で

ない限りまさか職員が、違法行為をしているとは思わないだろう。電話を貸してもらったことに

は感謝していたようだが、それが大変な問題になるとは菱来が知る由もなかった。

　茂田自身これが発覚したらただで済むと思ってはいないものの、これほど早く発覚するとは考

えてもみなかった。電話を貸した翌日、もう相手方から電話が掛かってきた。

昨日泊ったのは大柴と茂田しかいない。大柴に迷惑を掛けられない以上、自分が遣ったと申し出

るしかなかった。菱来に電話を貸したときからある程度覚悟は決めていた。この仕事に未練は

ない。自分は少なからず正義感はあった。しかしこの仕事は正義感だけでできる仕事ではない。

自分が思い描いた世界とはあまりにも掛け離れていた。茂田は最初少年刑務所を希望し、川越で

はなかったものの念願かなって長野少年刑務所に採用された。不良を立ち直せるのがこの仕事だ

と思い込んでいた。しかし現実はまったく違っていた。

　茂田は中学校時代いじめを受け担任教師に相談しに行ったが、海道は何もしてくれなかった。

だからどこかで熱血教師みたいな者に憧れを抱いていたのだ。これが少年院の法務教官だったら

、まだ多少茂田の理想とする仕事に近付けたかもしれない。

茂田はこの仕事に就いて三年になる。東京都内の大学を卒業すると、四月一日付けで長野少年刑

務所に拝命した。大学の専攻は商学部だったが、選択科目で法学を履修した。そのとき日本の行

刑施設を教授は取り上げた。そこで少年院に非常に興味を持った。ただ茂田自身少年院と少年刑

務所の違いをよく理解していなかったこともあり、法務教官の採用試験ではなく刑務官採用試験

を受けていた。しかし人間を更生させるには少年も成人も同じだと思い、最初はこの仕事に大き

な志を持っていた。それが東京で行なわれた初等科研修終了後、長野少年刑務所に配属され、強



欲非道の亡者の溜まり場を目にしたとき、自分の中にある志が萎んでいくのを実感する。茂田の

頭の中で少年刑務所は、少年たちに刑務官が（早く更生してお母さんやお父さんを安心させてあ

げなさい）と教え諭している姿を想像していたが、現実に目にしたものはまったく違っていた。

職員が受刑者に気安く声を掛けることは殆どない。それどころかこの少年刑務所に更生して社会

復帰しょうと考えている者がどれだけいるだろう。先輩の刑務官には、ここは悪党の終点道場だ

という者もいる。こいつらがこれから真っ当な人間になるなんて夢にも思わぬことだ。所詮こい

つらは人間の屑だと。

　入浴場で受刑者が裸になると、五人に一人は身体に刺青をしている。人を見る時は頭を少し傾

げ睨めるように見る。ここは累犯刑務所ということもあり、初犯の者は一人としていない。同じ

過ちを何度となく繰り返す。二十歳から二十五歳までの僅かな間に、最低一回は受刑生活を経験

している。普通に考えれば真っ当な人間が来るところではないのだ。

自分とさほど年齢も変わらず、社会の裏街道を歩んできた者たちが、まともに更生して社会復帰

しようなどと考えるはずもなかった。朱に交われば赤くなるの諺通り、悪に染まっていくのは自

然の流れである。

そのような悪党を相手にする刑務官という人種は、更に我の強い人たちであった。考えてみれば

気の弱い者ならば、彼等に籠絡されてしまう。悪のエリート、人殺しや暴力団の組員等に対抗す

るには、それなりの度胸と腕力がなければ勤まらない。どんな悪党に対しても決して引き下がら

ない。言葉だけで屈服させるには、それなりの経験が必要だった。この現実を目の当りにした

とき、自分はどこか別の世界、迷宮に入ってしまったのではないかと感じた。

　拝命して一年経った頃、突然長野拘置支所の配置換えを命じられた。刑務所と拘置所の違いは

研修で習っていたので良く分かっているつもりだったが、職員が被収容者に対する接し方が、被

告人と受刑者ではまったく違うことを思い知らされた。

　先ず拘置支所に転属になったとき、支所長から刑務所のように高圧的な態度を、未決収容者に

とらないように注意を受けた。拘置所は刑務所ほど掃溜めの中に足を踏み入れた感覚はないよう

に感じた。ただそれは表面的なもので、実情は長野少年刑務所の受刑者より未決収容者は更に腹

黒かった。

　未決収容者の場合確定受刑者と違い、刑が決まっていないため社会的身分が保障されている。

裁判で有罪判決にならない限り、色々な権利が生じる。選挙権もその一つだが、何度もこのよう

なところに収監される者は、自分の立場をよく理解していて、官に対してあらゆる要求をして

くる。食事一つとっても、まずいだの、冷めているのだと文句が絶えない。そんなに文句がある

なら自弁（自分のお金で弁当を買うこと）を頼めと言いたいところだが、そのようなことを口に

してしまったら、彼等は待っていましたとばかり難癖をつけてくる。自分の遣ったことを棚に

上げ、権利ばかりを主張してくる魑魅魍魎の未決収容者より、生意気で頭にくることも多いが、

確定受刑者の方がまだましに思えた。

　非番の日官舎に帰り、横になりながらテレビを観ていると、知らないうちにうとうとしていた

。枕元に置いてある携帯電話からゴットファザーのテーマが鳴り響いた。テレビで流れている映

像と、浅い眠りの中で見ていた夢が重なり合って、まったく別の音が耳に飛び込み目が覚めた。

　携帯電話を手に取り電話に出ると、相手は支所長の亀岡だった。今の電話は一昔前の電話と違



って、電話に出る前に相手が誰であるか分かるため、相手を確認してから電話に出ることができ

るのだが、今日に限ってまどろみの中で電話を取ったので、相手を確認せずそのまま電話に出た

。

「支所長だが直ぐ役所に来てくれ」

　それだけ言うと電話は切れた。官舎に居住していると、非番や休日に突然呼び出しを受けるこ

とがある。出廷や外治療（外の病院に連れて行くこと）があるとき官舎の住民は、半日だけ出て

くれとか、二時間だけ出てくれということはよくあることだったので、あまり考えず官服に着替

え登庁した。事務所に入ると石場部長が「支所長室へ」と目配せした。茂田はそのまま支所長室

に入って行った。

「入ります」

　茂田が支所長室に入ると、そこはいつもと明らかに雰囲気が違っていた。

「茂田か、ちょっとそこに座ってくれ」

　支所長は執務机から立ち上がると、入り口に向かいドアを閉め鍵を掛けた。亀岡は来客用の革

張りソファーに腰を掛けたので、茂田も向かいに座った。背もたれにはもたれず背筋を伸ばし浅

く腰掛けた。ソファーは軟らかくゆったり座るには座り心地がいいが、浅く腰掛けるには腰が落

着かず座り心地が悪かった。その落着かない座り心地は、今の茂田の心境そのものだった。あま

りいい話ではないことは既に覚悟している。

「率直に訊くが、昨日夜間菱来に携帯電話を貸したのか？」

　亀岡は茂田に視線を向けると徐に訊いてきた。もうばれてしまったのか。これほど早く自分

の行った不正行為が発覚するとは思いもよらなかった。亀岡の顔を見るとそれほど険しい表情に

は見えない。しかしこのように表沙汰になった以上、亀岡にも何らかの迷惑を掛けるのは間違い

ないだろう。

「はい。貸しました」

「そうか」

　亀岡のその一言は本当に残念そうな力のないものだった。僅か三年の刑務官生活だが、このこ

とがどれだけ重大なことかは茂田でも理解している。それでもあえて間違った行動を取ってしま

った自分を振り返って、何か途轍もなく遣る瀬ない気持ちになった。遣ったことは確かにいけな

いことなのだが、それでもそれほど悪いことをしたという自覚がなかったのが自分でも不思議に

思えた。

　今まで自分に合わない高価なスーツを着ているような感覚を、この仕事に就き常に感じてい

たが、この一件でこの着心地の悪いスーツを脱げるという安堵感もあった。

「自分が単独で遣りました」

「一緒に泊まっていた大柴部長は、このことを知っているのか？」

「いえ、何も知らないはずです」

「このことがいけないということは分かっているんだろ」

　それはまるで昨日か今日拝命した新人刑務官に諭すような言動だった。

「分かっています」



「我々は法律に基づいて手紙の内容を査閲することもできるし、弁護士以外の者との接見の立会

いも認められている。未決収容者は事件の証拠隠滅、逃走防止の観点から特に外部交通には留意

しなければならない。それなのに携帯電話を貸してしまうなんて。こんなこと若い君に言うのも

、釈迦に説法かもしれんが、昔の古い電話と違って今の携帯電話はそれこそ何でもできるだろう

。写真だって送れるし、場合によっては世界のあらゆる所に繋げることもできる。まあ菱来はハ

ッキングなんてやるとは思えないが、悪質な被収容者であれば何をするか分からないのだぞ。そ

こまで考えて携帯を入れたのか？」

　亀岡に言われるまでもなく、今の携帯電話はパソコン並みの性能があり、やろうと思えば何で

もできることを見落としていた。確かにたまたま菱来に携帯電話を貸してしまったが、悪知恵を

使えば色々な悪さもできる。下手をしたら茂田自身が、多額な借金を背負わされることにだって

成りかねない。

「私は君が携帯を菱来に貸したかどうか確認するだけで、後の調べは本所から警備隊が来て調

べる。その前に一つだけ訊いておきたいことがあるのだが？」

「何でしょう？」

「菱来は最近入ってきた被収容者だが、教師をやっていたこともあり累犯太郎（何回も刑務所を

出入りする者を懲役太郎または累犯太郎という）でもないし、職員を篭絡するとも思えん。何で

菱来に携帯を貸してしまったんだね。どうしても君にメリットがあるとは思えないんだが？」

　亀岡がそのように考えるのも無理はないと思う。菱来自身はこれほど大きな問題になると知っ

ていれば、職員を犠牲にしてまで自分の欲求を通そうとはしなかったであろう。

「自分は篭絡されたわけでも、菱来から何か貰い受けたわけでもありません。今回の菱来に関す

る一連の報道を目にして、少々気の毒に思えたのです」

　一瞬亀岡の瞳が大きく開かれたように感じた。

「茂田、私は昔工場担当をやっていたとき、よく懲役に言ったものだ。ここに来た以上何らかの

罪を犯したのは間違いない。人殺しもいれば交通違反で捕まった者もいるだろう。その罪名によ

って社会では人の見る目がまったく違うだろうが、ここでは罪名が何であろうと一切関係ない。

ここはお前たちが何を遣ってきたかではなく、これからどうするかが重要で、我々は人殺しだか

ら最低な人間だとか、交通違反だからまだましだとか、そのような目でお前たちを見ない。我々

にとって大切なことは、そのものの罪状ではなく、今そして今後どうしていくのかということだ

。だから罪名に対しての偏見は一切持っていないと言ったもんだ。今そんなことを言ったら問題

になるかもしれんし、そのようなことを言う職員はいないと思うが、奴らの身の上話を訊いて、

それにいちいち同情していたのではこの仕事は勤まらんぞ」

「同情なんかじゃないんです。自分は中学校のときにいじめに遭い、登校拒否になりました。そ

のときの担任は見て見ぬ振りをして何もしてくれませんでした。自分は菱来の一連の報道を見て

いるうちに、自分が中学時代あんな先生だったらどんなに良かっただろうと思ったのです」

　亀岡の視線と茂田の視線が重なった。

「そういうことだったのか。この仕事は同情心が湧き、私情が入っては職務に支障をきたす。茂

田個人のとったつまらぬ行動が、この長野拘置支所を根底から覆すことになりかねないというこ

とは分かっているな」



「はい」

「う〜ん・・・・・・」

　亀岡は先ほどとは違い、腕組みをすると目を閉じ何も言わなくなってしまった。どんなことで

もそうだが、それを行なっているときは後のことをあまり考えず行動してしまう。茂田自身悪い

ことだと分かっていながら遣ってしまったこととはいえ、その後大変な問題になるとは考えても

みなかった。

　　　　　　　　　



反省

反省

　　　　　　　１

菱来は自分の小さな要求が、一人の若い国家公務員の未来を奪ってしまうとは知る由もなかった

。

妻が自殺を図り植物状態になるかもしれないと、医師から訊かされたとき、それほどショックを

受けなかった。由紀子の心は既にこの世になかった。しかし自らの命を絶とうとしたというこ

とは、もしかして気が触れたのではなく、振りをしていたのではないかとさえ思えてならない。

由紀子にとって娘の薫は自分の命より大切なものであったろう。それが事故や病気で亡くなった

のなら未だしも、自ら命を絶ってしまったということは、由紀子でなくとも認めたくない。

自分の娘とはいえ親の贔屓目に見ても、あのように素直に育った子は滅多に御目に掛かれるもの

ではない。自分が二十年以上教師を続けて分かったことだが、薫のように綺麗で、勉強もできて

、素直な性格の子は、学年に一人いるかいないかの非常に貴重な存在だった。

自分は山が好きで大学時代、専門的な登山でないものの、この目でどうしてもヒマラヤを見たく

てカトマンズに行ったことがある。そのとき見たカトマンズの子供たちの目は輝き、今でもそれ

は心に焼き付いている。自分に子供ができたらあのような目の子供になって欲しいと願った。薫

が高校にでも進学したらもう一度カトマンズに行こうと思っていた。薫とはグウァムやハワイに

は行ったが、もう少し大きくなってから、歴史的な建造物や大自然を見せてやろうと考えていた

。

薫は由紀子にとっても菱来にとっても魂であり希望だった。それがなくなってしまったら後は屍

として生きていくしかない。そのようなことを回想しながら、由紀子のことを考えてみると、彼

女が自殺したのは、自分がこのような事件を引き起こしたからに他ならないと思い至った。

どのような経緯でそれを知ったのか。あれだけマスコミに取り上げられ、テレビでも毎日のよう

に菱来の名前が上がれば、否応なしに目にしないわけにはいかなかったであろう。そしておそら

く薫や由紀子のことも取り上げられ、それを目にしたのなら、行く場所は一つしかないと考えて

も仕方ないことかもしれない。

それは蜘蛛の巣にかかった虫のように、もがけばもがくほど糸が絡みつき、身動きが取れない状

態に追い込まれていくようだった。

薫が自殺して由紀子まで同じように、植物状態になり自分まで職を失ってしまった。守るべき

ものが何もなくなったとき、それはそれですっきりした気分になったのは自分でも意外だった。

この後刑務所に行き何年か務めるのか、或いは執行猶予で社会に戻るのか、いずれにしても自分

独り食べていくことは造作も無いことのように思えた。

　そしてなぜか自分の未来も、そう悲観したものでないような気がする。

　　　　　　　２

　中学校で教員をしているときも当然規則があったし、大学にもたいしたことではないものの決

りごとがあった。拘置所内も当然決りがあるのだが、自分が子供の頃イメージしていた監獄と

はまったく趣が違っていた。物凄く厳しいところを想像していたが、朝七時の起床から夜九時の



はまったく趣が違っていた。物凄く厳しいところを想像していたが、朝七時の起床から夜九時の

消灯まで幾つかの生活の決りごとはあるものの、それも一ヶ月ほどで慣れてしまう。

　一日中本を読んでいても、何もしないでボーとしていても、看守に怒られるわけでもなく、自

分が犯罪者でなければ、三食昼寝つきでわりと快適に生活することができた。

　人生は山登りと一緒で、装備が何もなければ軽装で自由に動き回れる。しかし山が荒れ吹雪に

なり身動きが取れなくなった場合、装備が何もないことは死を意味している。今の菱来には何も

ない。死に対する恐怖心すら持ち合わせていない。流石に自ら命を絶とうとは思わなかったが、

守るものがなくなったとき、これほど清々しい気持ちになるとは思ってもみなかった。

　今まではそれこそ暗示にでも掛けられたように、社会での自分の地位を維持するため、周囲を

気にしながら生活していた。今はそれらのしがらみからすべて解き放たれ身軽になった。それが

自分にとって良かったのか悪かったのか、この先どうなるのか、今の菱来に分かるはずもない。

一旦落ちるところまで落ちていくと、後はそこから這い上がるだけである。トランプでできた

タワーのように、あともう少しで完成というときに、風が吹き込み崩れてしまう。それでもまた

最初から作り直せばいいのだと思えたとき、また新たな一歩を踏み出せそうな気がした。

　拘置所は七時に起床の放送が流れると、一斉に収容されている被収容者は起き上がる。朝の点

検までに布団を畳み部屋の掃除を済ませ洗面を行なう。各個人で多少違いはあるものの、僅か畳

三枚しかない狭い居室ですることは自ずと限定されてくる。七時三十分の点検で職員が一人一人

の称呼番号を確認していく。菱来は二十三番の称呼番号が与えられていた。よく映画やテレビで

中に収容されている者を、番号で呼んでいるシーンを見たことがあったが、ここの職員は自分の

ことを名前で呼んでくれた。

　点検終了後舎房掃夫が朝食を配食する。食事を終えると舎房担当が、籠付きの台車を引き朝の

願いごとを訊きにやってくる。

　八時三十分になると運動か入浴が始まる。入浴は夏期が週三回、冬期が週二回と決められて

いた。入浴時間は十五分。それ以外の日は運動日に充てられている。後は出廷がない限り、午前

と午後何もすることがない。自由は無いが時間はたっぷりある。就寝意外は好きな時間に好きな

だけ、本を読むことも勉強することもできた。林原夫妻が大量の本を差し入れてくれたため、本

を読むことに関して不自由はなかった。新聞も取ることができるので、外の情報も得ることがで

きる。ニュースもラジオで流れるので、大きな出来事はダイレクトで知ることができた。

　東京に嫁いだ姉が、私選の弁護士を手配してくれた。菱来自身は金も掛かることだし、国選で

構わないと思ったのだが、姉の行為を素直に受けることにした。姉は弁護士を手配してくれたも

のの、面会には一度も来なかった。

　拘置所の時間は非常にゆっくり流れていく。人は食べていくために働く。そして欲しい物が

あり、行きたいところがあるともっと頑張って働こうと思う。ここはすべてが遮断され何も自由

になることはないように思えるが、考える時間だけはたっぷりあった。今まで生きてきて自分の

人生を振り返ったことがなかったため、時間が許す限り幼い頃から現在に至るまでの想い出を回

想してみた。

　自分が犯した罪は、決して許されることではないことは十分分かっている。しかし自分の中に

悪いことをしたという認識が希薄なのも確かだった。人は色々な理由から犯罪を犯す。金が欲し



い者は金を盗むし、相手が気に入らなければ怪我をさせたり、それがエスカレートすれば、殺し

たりすることもあるだろう。今冷静に思い返してみると、自分の場合も単純に考えれば、単に相

手が気に入らなかっただけかもしれない。林原との約束がどうのこうのといったところで、何も

罰を受けない郷田が、のほほんとしている姿が許せなかったのだ。それを感情的になって一方的

に痛めつけ怪我を負わせてしまうことは、やはり普通の傷害と何ら変わらないように思えた。突

き詰めて考えればやっていることは、真下たちと変わらないことになる。

自分は教師であって力も郷田より勝っている。絶対的な力を持った自分に郷田は逆らえなかった

だろう。真下たちが林原にやったいじめとどこが違うのか。むしろ教師と生徒という立場からす

ると此方の方が悪質かもしれない。そのとき初めて気が付いた。自分が犯した過ちは、時間が経

過し見つめ直してみると、いかに愚かなことをしたのか、改めて認識することになった。

弁護士宛の手紙にその旨を認めると、弁護士は現在の被告人の心境ということで、証拠書類とし

て裁判所に提出した。弁護士面会のとき「あなたの気持ちがその様に変化していったというこ

とは、極めて重要なことです。上辺だけで反省しているといっても、裁判長はなかなか信用して

くれませんが、あなたのように心境の変化を手紙に認めた場合、裁判長には少なくとも悪い印象

にならないはずです。林原夫妻が集めてくれた嘆願書も提出したし、裁判も佳境に入りました。

あとは私に任せて下さい」そのように自信たっぷりに言うと弁護人面会室を出て行った。

　　　　　　　



父

　　父

　　　　　　１

薫にとって父は特殊な存在だった。父は私に全然似ていない。小学校低学年のときは漠然とした

ものだったが、五年生になってそれがはっきり分かったような気がする。父は私と違って肌が浅

黒い。そして私は色白で爪の形は、父のような形のいい爪ではなかった。私の手の爪は男のよう

に幅が狭く醜い。それに比べると父の指は、女の人のような綺麗な指で爪は桜の花びらのような

形をしていた。母も女性らしい綺麗な手をしていた。私の手は父とも母ともどちらの手にもまっ

たく似ていない。綺麗な顔と相反してその手は醜かった。私は決してナルシストではないけれど

、そのことを子供のとき随分悩んだ。顔がいくら綺麗でも、普段それを自分で見続けることはで

きない。しかし手は嫌でも目に入ってくる。私はこの手が大嫌いだった。よく女の子は父親に似

るといわれるが、父の指の形は私とまったく違っていた。

なぜ私はそのように思うようになったのか、それは私が幼稚園に入るか入らない頃だったと思う

。家にあった白い軽自動車で伯父の家に行ったとき、母は私を連れ伯父宅の近くにある大きな病

院に立ち寄った。その病院のベッドに母より大分年上の男が横になっていた。鼻と腕にチューブ

がついている。母はその男の枕元に行くと、小さな声で何やら囁いた。するとその男は虫の泣く

ような声で私を呼んだ。気味悪かったが、私は母に背中を押されその男のところまで赴いた。何

か分からないが、果物の腐った臭いが私の鼻腔を刺激した。

男の枕元まで行くといきなり手を握られた。私はその手を振り解こうとして、その男の手を見る

と白くとてもごつい醜い手だった。爪は伸び爪垢も黒く溜まっていて、とても不潔に感じた。そ

のとき男の顔は気味悪く映った。今思い返してみると病人だったから気味悪く映ったのだろうが

、目鼻立ちは整っていたように思う。健康であれば男前だったかもしれない。私は結局手を離す

ことができなかった。不安のあまり母を顧みると、なぜか母は泣いていた。

　小学校に上がっても、中学生になっても、あの光景を思い出す。あの爪の不潔さは小学校三年

生のとき、遠足で見た猫の死体よりも、私の頭の中に嫌な記憶として留まっていた。小学校五年

生のときテレビドラマで、継親のことをやっていた。このとき私は確信した。あの病院にいた男

の指の形、目鼻立ち、肌の色は私にそっくりだった。あの男は私の父に違いない。ドラマの中の

ヒロインは、継母にいじめられるのだが、継父は無関心だった。その子はとてもいい子で皆から

とても好かれていたが、唯一継母だけには嫌われていた。私の場合母は本当の母に間違いないが

、父は絶対あの病院の男だと確信した。

　小学校五年生の私は頭をフル回転させ必死に考えてみた。あれはきっと母が本当の父に私を会

わせたかったのだと。あの男は余命幾許もない病人だったに違いない。最後母の計らいで娘の顔

を見せてあげたかったのではないか。あの男が私の本当の父なら、今の父はいったい誰なんだ

ろう。果して父はそのことを知っているのだろうか。私は母にも訊けず、勿論父に訊けるわけも

なく、ただ私が良い子でいるしか方法がないように思えた。

私にとって理想の父親像とはかなり掛け離れていたが、もし父が私の思うように、本当の父でな

いと知っても、おそらく父は愛情を持って私に接してくれただろう。私はそれに応えなければな



いと知っても、おそらく父は愛情を持って私に接してくれただろう。私はそれに応えなければな

らない。本当のことを知っているのか知らないのかは別にして、この人ほど私に良くしてくれる

人は、地球上で他にはいないのだから。

父に対する感謝と、済まない気持ちが入り交じり、それ故に一生懸命勉強もしたし、スポーツも

頑張った。それが私にできる感謝の表れだった。私はそのようなことがあり、絶えず自分に引け

目を感じていた。だから周りのすべての人に好かれるように努力してきた。常に良い子でいたい

、そう思っていた。それがあの試合のせいで、私の仮面は剥がれ落ちてしまった。私は私自身気

付かぬうちに自分を追い込んでいたのだ。

美穂は私の本性を見抜いたのかもしれない。私がとってきた偽善的な態度が、逆に美穂に嫉妬心

を抱かせ、それでも私は偽善者であり続けようとした。しかし本当の私はあの試合の後の私な

のだ。本当の菱来薫は違うのだ。もっと我儘で自分勝手なのだ。

　あの病院にいた男が父であるということは、母は今の父と結婚後不倫をしていたことになる。

あの母がと思う反面、あの母ならとも思えた。ただ父はそのことを知っているのだろうか。私が

思うに父は何も知らなかったのだと思う。あの父は人が良すぎるところがある。でもたとえそれ

を知ったとしても、自分は何も知らないということにしたのではないか。あんな良い人を裏切っ

た母は、やはり許せなかった。

　私の身体の中にもあの汚らわしい母親と同じ血が流れていると思うと、自分で自分が嫌にな

った。

　これはすべて私の憶測にしか過ぎない。もしかしたらそれは私の思い過しかもしれない。

　私は今回のこの一連の出来事を振り返って、自分が学校でいじめられたのは、美穂の悪意では

なく、私自身の業の深さが原因ではないかと考えるようになった。私は周りから常に良い人だと

思われたいため努力した。しかし外面をいくら繕っても、内面までは修正することはできなかっ

たのだ。

私の中には汚い血が流れている。あの立派な父を裏切った母の汚れた血と、人の女房を寝取る意

地汚い男の血が流れているのだ。父の顔に似合わないあの美しい手は、私のこの醜い手とは似て

も似つかない。そう私はあの実直な父とは正反対に、容姿は整っていたが手の形は醜く心までも

醜いのだ。

　色々なことを思い返してみると、私は自分でも気付かぬうちに、他人を傷付けていたのだ。私

が生きていく上で、また美穂のように嫌な思いをする者も出てこないとは限らない。私はこの世

にいないほうがいいのかもしれない。私を愛してくれている両親には申し訳ないが、私は仮面

を被っているのがいやになった。本来の自分を隠しているのに疲れてしまったのだ。もう永遠に

誰とも関わりたくない。

そのとき既に気力が無かったが、最後の気力で便箋を出し自分の思いを書き綴った。遺書は両親

宛と、母だけに宛てた遺書を分けて書いた。両親といっても形として残すだけで、本当の気持ち

は母に残す遺書に託した。誰に見られてもいい遺書は｛お父さん、お母さんごめんなさい。美穂

ごめんね。あなたにそんなに辛い思いをさせていたなんて、私全然知らなかった｝と認めた。

　薫は洗面場にあった洗濯用ロープを持って、家中うろうろ歩き回わり、自分の死に場所を捜

した。



　あと数分後私はこの世からいなくなる。幸いにも私には宗教心がなく、私は死んだら無になる

のだろう。私の意識が途切れた途端、菱来薫という入れ物は単なる肉の塊に過ぎない。その入れ

物がどんなに醜い姿を晒そうとも、もう私には関係ないことなのだ。小学校遠足のとき見た猫の

死体は、風船のようにお腹が膨れ川にぷかぷか浮いていた。それを見たとき死に対する恐怖を感

じた。それが今では恐怖心がまったくない。人間は死んだら無になるのだ。もう嫌なことを考え

ずにすむ。何だかすべてが嫌になった。友香の家を後にしたときから、自分の中にある魂は既に

どこかに逝ってしまった。もう私は死ぬしかないんだわ。なぜそう思ったのか自分でも分から

ない。それまで自分はいじめなんかに遭っても絶対自殺なんかしない。そう確信していた。テレ

ビや新聞でいじめに遭った自分と同じ年齢の子が、自らの命を絶つことに腹立たしさえ覚えた。

それなのに何でだろう。いじめには耐えられたのに、友香の話を聞いた途端生きていくのが辛

くなった。もう何もかも嫌になった。美穂があのような行動に出たことは、確かに自分に責任が

ある。でも何でそこまで。もういい、何も考えたくない。薫の頭の中のコンピューターは容量を

超え、それ以上計算することができなくなっていた。エラーの文字が頭を過った。皆さようなら

。

　　　　　　　２

　菱来の家は鼎の交差点を西方面に行った民家が密集した場所にあった。菱来由紀子は車で十分

ほどの水引工房にパート勤めをしていたため、その日は夫と薫を送り出し、朝食の後片付けと洗

濯を済ませ九時十分頃家を出た。九時半から仕事を始め五時半で仕事を終える。退社後直接家に

は帰らず、帰宅途中にある大型スーパーに買い物をするため寄り道をした。そこで食料品の買い

物を済ませると、レジ横で近所の村下の奥さんに会い立ち話を始めた。　

話の内容は娘の受験のことで、村下も昨年息子が高校受験だったため、つい話しが弾んでしまい

立ち話が長くなった。車に戻り時計を見ると七時近くになっていた。主人も部活が終わり、もう

そろそろ帰宅する。急いで帰って夕食の支度をしなければと思い、一目散で家に帰った。鍵を開

け中に入ると、外は暗くなっているにも拘らず、家のどこも彼処も電気が点いておらず真っ暗だ

った。

「薫・・・・・・」

　娘の名を呼んでも何も返事がない。いつも学校に履いていく白いナイキのスニーカーは、玄関

に綺麗に揃えてあったのでいるとは思うのだが。（いやだ。あの子疲れて寝ているのね）由紀子

は夕食の支度をしようとキッチンに向かった。廊下を通りキッチンに行こうとすると、今ではあ

まり見られなくなった、二間続きの和室の襖が開けっ放しになっている。そのためそれを閉めよ

うと襖に手を添えると、妙な臭いが鼻についたと同時に、部屋と部屋の間にある鴨居に人の影の

ようなものが目に映った。一瞬それが何か判別がつかず、無意識に和室の蛍光灯を点けた。そこ

には薫の変り果てた姿があった。

　薫の足元には汚物にまみれた一通の封筒が置いてあった。由紀子はそれを拾い上げるとその場

で開封した。便箋には薫の丁寧な字で遺書らしき文面が書かれていた。

｛お母さんごめんなさい。どうか先立つ私を許して下さい。私はずっと学校でいじめを受けてい

ました。しかし私はいじめを苦にして自ら命を絶とうと思ったわけではありません。　

今回私が学校で受けたいじめは、私自身のいわば身から出た錆なのです。私は今日までどんな人



にも好かれるようにと思い、常に良い人であろうと努力してきました。私に対してどんな悪意を

持とうと、私自身が素直になり良い人で居続ければ、きっとその人にも私の気持ちが分かっても

らえると思っていたからです。

しかし実際は違っていました。私は外面は良い人を演じていたのですが、内面はそれとはまった

く違っていたのです。それはなぜか、私には汚れた血が流れていたからです。　　

そうお母さんあなたの汚い血が私の中に流れていたからです。私のお父さんが本当は違う赤の他

人だったということを、私は小学校五年生のときに知ったのです。それは偶然テレビドラマを見

ていたとき、私の本当の父親ではないかと思える、男の人の手を思い出したのです。

今のお父さんもお母さんも、手が非常に綺麗なのに、私だけ手がこんなに醜いなんておかしいと

思いました。そして幼い頃お母さんに連れて行かれた病院で見た男の人の手が、私の手とそっく

りだったのです。それは神様が私に与えてくれた、小さなヒントに違いないと思いました。

あの頃は顔もやつれていたため、良く分からなかったのですが、おそらく容姿は私にそっくりな

んじゃないかと思います。つまりその人が私の本当のお父さんではないのでしょうか。あのとき

お母さんは泣いていました。私は幼くて何でお母さんが泣いているのか、何で病院に来たのか分

からなかったのですが、今ならはっきり分かります。お母さんはあの男に、実の娘である私を一

目見せたかったんですね。

あんな立派なお父さんがいるのに何でお母さんは、あんな人の子供を産んだのですか。私はこの

世に出てきてはいけない人間だったのではないですか。お父さんに済まないとは思わないので

すか。お父さんは何も知らないんでしょう。

　今まで私を育ててくれて、お父さんには本当に感謝しています。そして済まない気持ちもあり

ます。このことを知ったとき、お父さんのためにも良い子になろうとひたすら努力しました。勉

強もスポーツも頑張りました。いつもにこにこして、あの子は本当に良い子だねと、周りの人に

言われるように振舞っていました。でも本当の私は違うのです。真実を知ったとき、お母さんの

ことが憎くて仕方ありませんでした。何でお母さんはお父さんを裏切ったのですか。お父さんが

気の毒です。

このことを知ったとき、実の娘でない私を育ててくれたことに感謝し、誰からも好かれる良い子

になり、勉強も一生懸命して、皆から尊敬されるように努力してきたのです。しかし本当はどこ

かに醜い心を持っていて、それを親友の美穂に見透かされてしまったのです。今までの良い子の

薫は実は偽りで本当の薫はもっと醜いのだと。私の中には、お母さんの汚れた血が流れているの

です。お母さんの罪は私の罪です。私がお母さんの罪を背負ってあの世に持って行きます。お母

さんはお父さんを大切にしてやって下さい。さようなら｝それは由紀子にとってあまりにも辛い

内容だった。

　自分の身体から自分の魂が抜き出て行くのではないかという感覚に襲われた。菱来に薫が実の

子でないということは、どうしても知られたくなかった。

私はどうしても子供が欲しかった。結婚して二年経っても子供ができないため、菱来と二人で産

婦人科に診察に行った。結果は後日私だけが訊きに行き、そこで驚くべき事実を知る。まさか菱

来が無精子症とは思わなかった。私は色々悩んだ末、兄の農場で働いている柿崎康夫に頼んで子



供を作ることにした。

康夫とは菱来と出会うまで、ずっと男と女の関係だった。康夫は知能が他の者より少しばかり劣

っていた。しかし康夫は本当に素直で優しい心の持ち主だった。学生時代は康夫と結婚しても良

いと思ったほどだ。しかし大人になるにつれ、康夫と家庭を持っても惨めなような気がしてきた

。康夫を愛していたのは間違いない。しかし周りの目も気になった。何よりも兄の目が怖かった

。兄と康夫は同じ歳で康夫は中学のとき特殊学級だった。しかし一週間の半分は普通のクラスで

授業を受けていた。兄とはクラスは違ったが、どうも康夫はクラスの一部の者からいじめを受け

ていたようだ。その端正な容姿と行動があまりにもギャップがあったため、いじめっ子の目に

留まったのだろう。その者たちと兄はよく喧嘩をしていた。兄は康夫のことをあまり好きでは

なかったようだが、使用人の息子ということで義務感から康夫を守ったのだろう。兄はそれでも

康夫はそれほどいじめを苦にしているようにはみえないと言っていた。

　しかしそのことを、私が高校に入り康夫と付き合い始めた頃訊いたことがある。康夫はそのと

きのことを思い出し、とても辛かったと呟いた。あの悲しい目は相手を理解しようと思わなけ

れば、決して気が付かないのではないか。どんな人間でも心はあるのだ。いじめを受ければ心が

痛むのは皆一緒なのだと。いじめている方は康夫みたいな者はただ笑っているだけで、何も感じ

ていないと思っているのだろうか。康夫は顔で笑っていても、心の中では泣いていたんだと。あ

るいは心の中でやめてくれと叫んでいたかもしれない。こんな純真な心を持った康夫をいじめる

なんて許せないと思った。私は康夫が愛おしかった。そのように思っていたにも拘らず、私は結

局康夫との関係を断ち切り菱来と一緒になった。薫が言うように私には汚れた血が流れているの

かもしれない。

　それはパンドラの箱だった。開けてはならない箱を開けてしまった。しかしそれは直ぐには発

動せず、十五年経った今突然発動したのだ。人として許されることではなかった。あの子は罪を

背負ってこの世に生を受けたと思ったに違いない。それはあの子の罪ではない。私の罪なのだ。

　由紀子は無意識のうちに薫の遺書を便所に捨てていた。そして薫の元に戻ると意識が遠退いて

いくような感覚になった。ごめんね薫。お母さんは花になります。そのときから由紀子は由紀子

でなくなった。

　　　　　



明日に向かって

明日に向かって

　　　　　　　１

　菱来は長野地方裁判所で、裁判長から執行猶予の言い渡しを受けると、長野拘置支所に戻り直

ぐ釈放になった。そのままバスターミナルまで歩き飯田行きの高速バスに乗った。途中篠ノ井を

抜け千曲市を通りトンネルに入って行く。千曲市には二度と来ないだろう。そう思うとちょっぴ

りこの地に哀愁を感じた。

　飯田駅に着くとその足で飯田中央病院に向かった。由紀子は精神科ではなく、ICUに移されて

いた。菱来が飯田にいたときから既に由紀子とは意思の疎通を欠いていたが、今は身体も動かな

い植物状態になっていた。水や肥料をやらなければ枯れてしまう花のように、そう由紀子は花

になってしまった。彼女が本当に精神を病んでいたのか、今となっては確かめることはできな

いが、もしかしたら由紀子は花になれて良かったのではないか。そのように思えてならない。

　由紀子の主治医だった梶原が、菱来に一通の手紙を渡した。手紙には切手が貼られておらず、

表に菱来の名前が記載され、裏を見ると下條直人と書かれてあった。下条は由紀子の実兄である

。病院廊下の長椅子に腰掛けると、封筒を破り中の便箋を取り出した。そこには男らしいしっか

りした字体で次のことが書かれてあった。｛誠君、出所おめでとう。この手紙を手にしたという

ことは、既に君は拘置所を出られたということでしょう。一回も面会に行かなかったことを御許

し下さい。僕は君にどんな顔をして会えばいいのか迷った挙句、結局面会に行けませんでした。

君の事件は世間では色々言われているようですが、僕自身の意見としては、仕方ないと思う反面

やはり暴力はいけないと思います。

本来なら直接会って御話しをしなければならないことなのでしょうが、どうしても君と面と向か

って話す勇気がなく、御手紙で御勘弁下さい。由紀子は御覧になったように、もう植物状態から

回復する見込みはないそうです。だから今から御話しすることは僕の胸に仕舞っておけば、その

ほうがいいのかもしれませんが、今後君が私共に引け目を感じるようであればいけないと思い、

すべてを御話しすることにしました。

以前私共の農園に柿崎康之という使用人がいたのですが、その息子の康夫は僕と同じ歳で、子供

の頃はよく一緒に遊びました。子供の頃はそれこそ美少年で、ここら辺では有名でした。康夫は

頭の方はあまり賢くなかったため、中学校を卒業すると、直ぐにこの農場で働くようになりま

した。どうも由紀子は高校時代から康夫とは男と女の関係だったようです。僕も薄々それには気

付いていましたが、由紀子に面と向かっては言えませんでした。そして由紀子が誠君と一緒にな

っても、康夫との関係を続けていたみたいです。

康夫もあれだけいい男だったので、女は選り取り見取りのはずなのに、なぜか由紀子との関係を

やめなかったのです。ただ康夫は知能が若干普通の人より劣っていました。やがて二人の間に薫

ができたのです。申し訳ありません。薫は君の実の子ではないのです。由紀子と康夫の間に生ま

れた子なのです。君も憶えていると思いますが、君たちは二年経っても子供ができないため、一

度産婦人科に行ったそうですね。

こんなこと僕が言うのは非常に躊躇われるのですが、君は無精子症だったようです。そのことを



こんなこと僕が言うのは非常に躊躇われるのですが、君は無精子症だったようです。そのことを

由紀子は君に伝えなかったみたいです。それでも子供を諦めきれない由紀子は、康夫と情事を重

ね薫を授かったのです。僕がそのことを聞かされたのは薫が四歳になったときです。そのとき康

夫は膵臓癌に掛かり、余命半年と告知を受けたときでした。僕は随分反対したのですが、由紀子

は薫を連れ康夫に会いに行ってしまいました。薫はそのときは分からなかったようですが、小学

校高学年になって、どうも君が実の父でないことに気付いたみたいです。

それはすべて薫が由紀子に宛てた遺書に書いてあったそうです。薫が自殺した原因は学校でいじ

めを受けたからではないのです。自分の中に流れている血が汚いと思ったからなのです。薫は君

には本当に感謝していました。薫があんな良い子に育ったのは、君に対する感謝と贖罪からだ

とも、遺書に書いてあったそうです。僕は未だに何で使用人だった康夫を由紀子が好きになった

のか分かりません。顔は確かにモデル並みに整っていたのですが、康夫の取り柄といったら、僕

が言うのもなんですが何もないのです。そのような木偶の坊になぜ、由紀子は引かれたのかどう

しても分からないのです。

今まで隠していて済みません。何もかも由紀子が悪いのです。君を裏切ったこと、使用人を好き

になったこと、由紀子は今植物状態ですが、妹は今が一番幸せなのかもしれません。由紀子が自

殺未遂をする前、彼女自身そのとき正気に戻ったのか、今まで気が触れた振りをしていたのか医

者に確認すると、目の前で起こった出来事があまりにもショックで、そのような結果になって

しまったのは自分に責任があると思い込み、天照大神のように自分自身を隠してしまったのでは

ないか。それを薬や心理療法で、本来の自分を取り戻せるように働きかけていたところ、気持ち

が正常になるに従い無気力さがとれていき、それとは反対に自分自身がいたたまれなくなり、よ

り自分を惨めに感じ自ら命を絶ったのではないかということです。

医師の方では由紀子が完全に快復したかどうかは、確認できなかったようですが、僕に対して遺

書を書いたということは、以前の由紀子の状態からは考えられません。精神状態が正常に戻った

ことが、かえって由紀子を辛いところに追い込んだのだと思います。

こんなことを言えば君は怒るかもしれませんが、由紀子はあのまま死なせてやれば、その方が由

紀子のためには良かったのではと思えるのです。由紀子は自分の妹ながら君みたいな立派な夫が

いるにも拘らず、康夫みたいなバカな男と関係を持ち、子供まで作ってしまうのだからまともな

女ではありません。

一番気の毒なのは薫です。あの子のような賢い子でなければ、自分の境遇に気付かなかったかも

しれませんし、また自らを追い込むこともなかったと思います。あの子にとって由紀子が、君を

裏切ったことが、どうしても許せなかったんだと思います。

昔から血は水より濃いといいますが、薫があんな賢い立派な子に育ったのは君の下で育ったから

だと思います。おそらく由紀子は一時だけ正気に戻ったのではないでしょうか。それがかえって

由紀子の命を縮める結果になったことは皮肉ですが。僕が見た遺書は誠さんには見せないでと書

かれていたため、君には見せることができませんが、内容は以上のようなことが書かれていま

した。どうか由紀子の気持ちを汲取ってやって下さい。今後由紀子の面倒は私共が責任を持って

看ますし、君も困ったことがあったらいつでも伊那に来て下さい。微量ながら力になります｝義

兄からの手紙はそのように締め括られていた。自分が知っている義兄であれば、おそらく菱来と



の関係を断ち切りたいのだろう。だからこのような手紙を医師に託したのではないか。狭い田舎

であれば身内から犯罪者が出たなら、そのように考えるのは当然のことだろう。

自分が無精子症ということも、薫が自分の実子でないということも今始めて知った。そして薫が

自殺した原因は、いじめを受けたからではなく、自分自身の境遇に悩み自ら命を絶ったことも。

今まで何度も感じたことだが、自分の娘にしてはできすぎた娘だと思った。あの娘があんなに素

直に育ったのは、実の父でない自分への感謝と贖罪の気持ちからだったのだ。何て良い子なのだ

。己の境遇を恨むどころか前向きに生きようとした。しかし結局は彼女も周りの悪意に負けて

しまったのだ。いじめは関係ないと義兄は言っているが、それが切っ掛けになり、もう一度自分

を見詰め直したとき、何もかも嫌になったのではないだろうか。誰にも打ち明けることができず

、余ほど辛かったのだろう。本当の子供でなくても生きていて欲しかった。たとえ血は繋がって

いなくても薫は自分の子だ。十五年間一緒に暮らしてきたことは紛れもない事実なのだ。

義兄の手紙を読み終わっても、椅子から立ち上がることができなかった。ショックは確かにあ

った。しかしそれ以上に嬉しかった。たとえそれが幻想であったとしても、それはそれでかまわ

ない。自分は薫の父であったことを誇りに思う。

　　　　　　　２

アスファルトから照り返す日差しが眩しかった。自分の前を通り過ぎていく車が、アスファルト

から発する熱気で陽炎のように揺らめいて見える。肘まで捲り上げた警備会社の制服はもう一週

間以上も洗濯をしていない。ヘルメットの内側にはタオルをあて、額から出る汗を吸収したが、

それでも頬に汗が流れ落ちてくる。ズボンのポケットに手を入れハンカチを取り出し額の汗を拭

いた。タオル地のハンカチは右下に熊のプーさんが瓶に手を突っ込んでいる刺繍が施してある。

紫に近い青色は何回か洗濯を重ねるうちに、水色に変色してしまった。このハンカチは娘の薫が

残した形見だった。元々は大きなバスタオルだった。最初自分の背丈より長いタオルを引き摺り

ながら、家中を歩き回った。ご飯を食べているときもテレビを見ているときも決して放さなか

った。外に出掛けるときもそれを持って行こうとしたが由紀子はそれだけは許可しなかった。薫

が寝たときタオルを洗濯し乾燥機にかけ、朝方また枕元に戻しておいた。毎日のように洗濯して

いたため色褪せ所々ほつれていたがそれでも放さなかった。小学校に入学することになっても、

家にいるときはいつもこのタオルを持っていた。由紀子は仕方なくハンカチの大きさに切って、

解れないように四隅をかがり、コンピューターミシンで熊のプーさんの刺繍を施してあげた。そ

れも成長するにしたがって、タオルにあまり執着しなくなっていた。出所して家の荷物を整理し

ていると、辛うじて一枚だけ箪笥の奥にこのハンカチタオルが残っていた。

　以前この暑い時期は、夏休み家族でよく海外旅行にいったものだが、今となってはそれもただ

の想い出にすぎない。

　この道路の交通誘導の仕事に就いて、もう少しで一年になるが、仕事中誰とも言葉を交わさな

くていいことだけは、自分にとって都合がいい。まあ自分みたいな人間を雇ってくれただけマシ

ということだろう。

　執行猶予をもらい出所した後、日本全国から是非うちの塾の講師になってくれという誘いを受

けたが、それよりも多く御叱りの手紙も貰った。

　今の収入は教師時代に比べると半分にも満たない。塾の講師の誘いでは年収一千万以上出すと



いうところもあった。それは明らかに自分を客寄せパンダとして、使うのが見え見えで、ときが

来れば宣伝効果は薄れ、お払い箱になるのは時間の問題だろう。

今の仕事は何も考えなくていい。人間関係の煩わしさもない。教師時代は一日立って授業をして

いたため、交通誘導員として立って仕事をするのに苦痛は感じなかった。それでも家に帰り靴を

脱ぐと、教師時代にはなかった足の浮腫みが見られた。

今は休みの日、ビールを飲みながらレンタルビデオショップで借りてきた映画を観るのが何より

もの楽しみである。拘置所に収監されているときは、差し入れ本も多かったため、沢山の本を読

んだ。今は市の図書館に行って本を借りてきては読んでいる。

自分は薫の分も林原の分も引き継いで生きていこうと思う。それも悲観的な考えではなく前向

きに。お金が貯まったらもう一度カトマンズに行ってみたい。

　　　　　　３

由紀子と付き合う切っ掛けになったのは、伊那の中学校に勤務しているとき、市が主催する料理

教室に参加したときだった。そのときはまだ母も元気だったため、伊那市内の教員住宅に居住し

ていた。同じ勤務先の家庭科の中年教師が、独身の菱来の食生活を気に掛け勝手に申し込んだ

のだ。

菱来は料理にはまったく興味なかったが、職場の先輩が申し込んでしまったため、仕方なく週一

回の料理教室に参加した。料理教室に参加した男性は、菱来ともう二人農協の職員だけである。

あとは皆比較的若い女性だった。

男である以上女性に興味を持たないわけではないが、自分の方から積極的に女性に声を掛けるタ

イプではなかったため、毎日が何もなく過ぎていくように思われた。

教室では五人ずつグループになって料理を作るのだが、菱来のグループに由紀子がいた。由紀子

はこの料理教室のなかで、とくに目立った存在ではなかったが、目が綺麗な子だなあという印象

は持っていた。女性とは大学時代同じ大学内の女子大生と付き合ったことがあったが、卒業と同

時に自然消滅していた。女性に対して人見知りするということはなかったものの、自ら積極的に

女性に近付いていくことは、何か億劫で煩わしかった。

結婚後由紀子の話によれば、菱来は学校の先生ということもあって、料理教室の女性の間では人

気があり、皆お付き合い願いたいと狙っていたそうだ。

料理教室に通って二ヶ月ほど経ったとき、学校の方が忙しく四回ほど教室を休んだら、なぜか学

校に由紀子から電話が掛かってきた。

「あの私料理教室に通っています下條です。突然勤め先に電話して済みません。どうされたので

すか？教室に来られないので皆心配していますよ」

　突然の女性からの電話にビックリした。女性との経験の少ない菱来には、なぜ由紀子がわざわ

ざ電話を掛けてきたのか分からなかった。

「ちょっと学校の方が忙しくて」

　忙しかったのは最初の一回だけで、後は何となく行きそびれてしまったからだ。

「それならよろしいのですけれど」

「わざわざ心配してくれて済みません。今度の教室は出るようにしますから」と言ったものの何



か直ぐ電話を切るのも勿体なく、周りに誰もいなかったこともあり「今度よろしかったら食事に

でも行きませんか」と思わず普段では絶対口に出さない言葉を発していた。

「え〜。よろしいんですか？」

　相手の反応に少し戸惑ったものの「是非お願いします」と口走っていた。自分で言っておきな

がら自分で驚いた。

　このときまさか由紀子が菱来と平行して、他の男と付き合っているとは思いもよらなかった。

自分は物に対しても人に対してもあまり執着心がなかったためか、普通の男であればあのような

ことを義兄から聞かされれば、怒りがこみ上げて来ても不思議ではないのだが、なぜか少しも由

紀子に対して怒りが湧いてこなかった。寧ろ自分が無精子症で子供を欲しがる由紀子に対し、辛

い思いをさせ済まないとすら思えた。

　由紀子のお腹に薫が宿ったとき、この上もない喜びを感じた。しかしそれが自分の子でないと

分かっていたら、あのように嬉しかっただろうか。それでも薫の存在は自分の生きる糧に違い

ない。知らなかったのは自分だけで、彼女たちはそれぞれ悩んでいたのだ。

　女の人は自分のお腹を痛めて我が子を産む。しかし男はそれが自分の子であるか、そうでな

いか、DNA鑑定でもしない限り信じるしかない。イエス・キリストの父ヨセフはどのような気持ち

で自分の息子を見守っていたのだろう。人が何を言おうと、自分が信念を持っていればそれでか

まわない。

　人に執着しない菱来でも、自分の人生を振り返って人に何かをしてあげるのは、やはり悦びな

のだと感じる。今由紀子に自分がしてやれることは傍にいてやることだ。

仕事が休みの日、久しぶりに由紀子のところに面会に行った。身動きしない由紀子の枕元に行き

、彼女の顔をじっと見ていると、色々なことが走馬灯のように頭の中を過った。今までそれこ

そ色々なことがあったが、やっぱり俺はお前のことが好きだ。菱来は何も言わない由紀子の唇に

自らの唇を重ねた。目を瞑っていた由紀子が、一瞬こちらを見たような気がする。意識がないも

のの唇には温もりがあり、初めて由紀子とキスをしたときと何も変わらなかった。由紀子は死ん

でなんかいない。間違いなく今ここに生きている。ここにいるのは植物なんかじゃない。人間な

のだ。

菱来は由紀子の腕をとった。ミイラのように痩せ細った腕は、水気がなくカサカサして痛々しい

。竹の枝のような細い指には、ぶかぶかになった指輪が辛うじて関節に引っ掛かり、落ちずにそ

こに留まっていた。指輪の図柄は蝶が二匹舞っているモリ・ハナエのデザインだった。

初めてこの指に指輪を嵌めてからどれくらい時間が過ぎたのだろう。昔は本当に綺麗な手だった

。婚約したとき由紀子と二人で、わざわざ名古屋まで買いに行った結婚指輪だ。店のショーケー

スを見ていた由紀子が、迷わずこれがいいと言った。同じ物を二つ買ったのに既に菱来の指には

それはなかった。

菱来は由紀子の手を取ると、その手で自分の瞳から零れ出る濡れたものを拭いた。それはいくら

拭いても止まらなかった。快復するかどうかは分からない。それでも希望を持って待ってみよう

。

嘗ては考えてもみなかったが、明日は必ずくる。そう信じて今は生きている。



 
 
　　　　　　　　〈了〉
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