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 午前中ながら、⽇が照りつけ涼しさより暑さが上回っていた。 

 議員と⾃治会の代表者は電⾞に乗り、麓の駅に着くと降りた。 

 ⾃治会の代表はくじ引きで決まった。麓の街へ買い出しに⾏っている村⼈は皆、出席しなかったので⼟地勘はない。誰も⾏きたがらなかったのでやむを得ない措置としてくじを急増して決めたのだ。年⽼いた⼈間は誰もが外に出たがらない。⾃分の住んで

いる場所と周辺こそ究極のユートピアこそ認識するからだ。 

 コンクリートで⽊造を模した駅の通路を歩き、⾃動改札機の前に来た。 

 議員は簡単に切符を⼊れてゲートを通過した。 

 代表は切符を⼊れる場所がわからず、窓⼝にいる駅員を呼びつけて⽅法を教えてもらった。受け取れば済む話だと内⼼でぼやきつつ、切符を⾃動改札機に通した。 

 ゲートが開き、駆け⾜で通過した。 

 駅から出た。 

 麓の街は村と異なり、ビルが家の隙間に⽣えているかの如く建っていた。 

 古い建物が並んでいる箇所は幕を張っていてる。⽼朽化や解体が進んでいる。発展途上の証拠だ。 

 駅前のバスターミナルにバスが⽌まっている。村の駅前にはバスターミナルはない。神社にはあるが滅多に⾞⼀台も⼊らない。 

 代表者は周囲を⾒回した。村とは余りに違いすぎる。異世界に迷い込んだ気分だ。「警察署は」 

「知らん」議員は平然と⾔った。警察にお世話になるなら駐在所で⾜りる。 

 代表は駅の周辺を⾒回した。派出所が駅前ならある。村の駅前にもあるのだから、麓の街にもあると推測した。駅の⼊⼝の脇に⼩屋を模した建物がある。⼊り⼝の前に観光案内所と記述した看板が⽴っている。 

 代表は議員の⼿を引っ張った。「案内所があるぞ。警察署を教えてくれっかも知れんぞ」 

 議員は代表の⼿を払い、代表の⽬線の先を⾒た。観光案内所がある。「分かった分かった、だから引っ張るな」 

 ⼆⼈は観光案内所の前に来た。ドアのガラス越しに内部が⾒える。カウンターがあり、係員が⽴って話をしている。 

 代表はドアを開けた。ドアに付いている鈴が乾いた⾳を⽴て、冷たい⾵が体に当たる。「警察がいる場所を教えてくれ」 

 係員は⼀⻫に代表と議員の⽅を向いた。驚いた表情をしている。 

 議員は内部を⾒回した。⽊造を模した造りの空間で、地元の観光パンフレットやバスや電⾞の時刻表がスタンドに刺さっている。カウンターの上には地図が載っていて、観光地や飲⾷店の案内が書き込んである。 

「警察なら、先に⾏けば派出所が」 

「違うんだ」議員は係員の話に割って⼊った。警察に事情を話せば村について追求を受ける。下⼿をすれば執拗な捜査により⾃らの職だけではなく村議会すらなくなる。「ある出来事について調べていてな、真摯に向き合ってくれる奴がいなくて困っている

んだ」 

 係員は議員の話に眉をひそめた。観光案内所に来る⼈は、詳細な場所やルートが分からないので尋ねに来る。場所は動かないので案内は容易だが、⼈となれば話は別だ。知り合いの⼈間ならまだしも、⾒知らぬ⼈間を紹介しろと⾔っても無理がある。 

「すみませんが、話が分かる⼈を探しているのなら」 

「相談所はないのか」議員は係員に尋ねた。 

「相談所ですか、市役所なら分室が⼤通りの近くに」 

「公共の場所ではなくて、⺠間の」議員は頭の中から浮かんだ⾔葉を発した。間違っても公共に関わる気はない。公僕の⾏き着く先は警察だ。何としても避けねばならない。 

 係員は困惑した評定をした。⺠間で相談できる場所といえば何か、理解に困った。「椅⼦に腰掛けてお待ち下さい」奥のドアを開け、控え室に⼊った。知っている⼈に聞き出すためだ。 

 議員と代表は椅⼦に腰掛けた。エアコンの冷たい⾵が暑さに染まった体を冷やしていく。 

「派出所ってのは、交番って意味だろ。なら聞いてくればいい。何故拒否する」代表が議員に突っかかった。 

「個⼈の⾒解として警察は好きになれん。⾃治会の時に散々電話をかけて迷惑をかけたではないか。⾏っても⾨前払いを⾷らうぞ」 

 代表は黙った。議員の⾔葉通りで、警察も⼈間なので散々迷惑をかけた⼈間に、普通の対応など出来はしない。とは⾔え、⼿段が他にないのも事実だ。 

 係員が控室から出てきた。カウンターに来て、棚に置いてある地図帳を広げた。「詳しい⼈によると、⼤通りから外れた場所の住宅街にに興信所があるとの話です」 

「興信所か」議員は唸った。興信所なら調査をしてくれる。適任だ。「して、守備範囲は」 

「私どもでは何とも」係員は⼤通りからそれた地区のページを出し、指さした。 

 ⼆⼈は地図を⾒た。係員は⼤通りから外れ、⼊り組んだ場所の⼀区画を指さしている。「コピーは取れんか」 

「地図なら住所を⼊れればスマホで探せます」 

 代表は眉をひそめ、席を⽴った。「何でもスマホ、スマホか。若いもんは⾃分が理解できれば誰でも出来るとでも⾔っとるのか」声を上げ、係員に⾷って掛かった。 

 係員は代表の叱責に表情⼈使えなかった。客の応対には慣れている。当然、理不尽に怒鳴り散らす客も例外はない。「すみませんが、何かあれば警察に⾏って下さい。何なら呼んでもらって応対します」 

 議員は代表の⼿を引っ張った。「やめろ、我々は揉める為に来たんじゃない」 

 代表はため息をついて席に座った。 

「コピーは取れんか」議員は係員に尋ねた。 

 係員は頭を下げた。「すみませんが、著作権の関係でコピーは出来ないんです」 

 議員は顔をしかめ、⽴ち上がろうとした。代表が⼿を引っ張り、なだめた。席に深く腰掛けた。 

「住所をくれ。地番位なら電柱に書いてある」代表は係員に要求した。 

「はい」係員はカウンターの下にある棚からメモ帳を取り出し、ペンを⼿にとって住所と簡易な地図を書き出し、⼆⼈に差し出した。 

 議員は住所を受け取り、席を⽴ちドアを明けて出ていった。 

 代表は席を⽴った。「世話になった」頭を軽く下げて出ていった。 

 ドアがしまった。 

 係員は議員の余りの無礼さに呆れた表情をしていた。 

 議員と代表は事務所から外に出た。肌は冷たい空気からぬるい空気を感じ取り、粘り気のある汗を吹き出した。簡易な地図を頼りに、⼤通りを進んでいく。 ⼤通りは歩道と⾞道が区分けてある。歩道側にケヤキが植えてあり、家との境は⽯の塀で遮って

ある。村では歩道の区別はなく、ガードレールから先は草が⽣え放題の原になっている。 

 代表は景⾊の違いに⼾惑い、議員は⼿に持っている簡易な地図を頼りに、似た印象のある通りを進む。 

 信号機のある交差点に出た。歩⾏者信号は⻘だ。 

 ⼆⼈は横断歩道の真ん中を律儀に進んでいく。村では交差点はない。ほぼ⼀直線の通りが続いている。曲がり⾓や分岐があれど、家や施設に⾄る道なので⼈通りはない。信号機を設置するに値する事故やトラブルは皆無だ。 

 歩⾏者信号機が点滅を始めた。 

 ⼆⼈は妙な焦りを覚え、対⾯側まで駆け⾜で渡った。渡りきった段階で⾚になった。息が上がった状態で通りを曲がった。⾞⼀台分が通る程度の道を基準に、無機質な世界が広がっている。⼀軒家や古いアパートが並び、アスファルトには補修した形跡が

あり、送電線が蜘蛛の巣のごとく家と電信柱同⼠に絡みついて張り巡っている。アパートの駐⾞場には、３匹の猫が⾃動⾞の代わりに居座っている。⼈はない。 

 ⼆⼈は経験のない場所に⼾惑いを覚えた。⾃分達の知りうるスタイリッシュな都市とは印象が違う。泥臭いジャングルに⾶び込んだ気分だ。猫が⾃分を⾷うトラに錯覚する程だ。 

 議員は地図を⾒た。簡易な地図は奥にある⼀軒のアパートと住所を指している。電信柱に⽬をやった。近くにあると推測できる診療所の広告が巻き付いている。広告が住所の下に書き込んである。地図に書いてある住所と⾒⽐べた。番地は異なるものの、

⼤字と丁⽬の番号は同じだ。地図しか頼りがない。意を決して地図の通りに進んでいく。代表も後に続いた。今更戻るにしても道順は分からない。議員の後ろにつく以外に選択はない。 

 地図に⽰したアパートの前についた。駐⾞場は荒れ放題で、⾞が停まる箇所意外の部分は野草が⽣えている。奥にベージュで染まったアパートが建っている。⾼度成⻑期時代の遺物と⾔える程のアパートだが、⼆⼈の前には魔王の居城に⾒える。 

「あってるんか」代表は議員に尋ねた。 

「間違っていれば戻ればええ」」議員はアパートの前にある電信柱に⽬をやった。巻き付いている番地と、記憶にある地図に記した番号と⼀致している。アパートに向かい、⼊⼝の脇にあるポストに⽬をやった。艶のある⾦属のポストが並び、住居者の名前

が書いてある。地図に書き込んであった興信所の名前を探していく。地図に書き込んでいた加納探偵事務所の名前を⾒つけた。 

 議員は後ろにいる代表の⽅を向いた。「あったぞ」 

「本当に⾏くのか、胡散臭くてかなわん」 

「他はない」議員は階段を登り、ドアの前に来た。⾦属製のドアに探偵事務所のラベルが貼り付けてある。ドアの隣りにあるインターホンを押した。 

 ドアが開き、中年前の⼥性が出てきた。「すみません、加納探偵事務所ですが御⽤は」 

「事件の調査を頼みに、観光案内所から紹介を受けた」代表は要件を簡潔に話した。 

「事件の、調査ですか」⼥性はたどたどしく尋ねた。興信所とは⾔っても、⼈探しや浮気調査など、近辺に関わる不測の事態を調査するのが主な仕事だ。刑事事件の調査は警察がやるので、仕事が⼊る余地はない。 

「怪しい者じゃない」代表は議員の⼿を引っ張った。 

 議員は財布を取り出し、名刺を取り出した。「村議会議員をしておる者だ。繰り返して申し訳ないが、事件の調査を依頼しに来た。話だけでも聞いてくれれば良い」 

 ⼥性は名刺を受け取り、内容を⾒た。村の名前は聞いている。最寄り駅から乗って終点が村の名前だ。確かに村議会議員の肩書がある。名刺だけでは偽造は容易なのは分かっているので信⽤に⾜る証拠にはなりにくい。かと⾔って中に⼊って乱暴をする不

届き者には⾒えない。純粋に客なら中に案内し、暴漢なら中で武器でも取って仕留めればいい。「どうぞ、中の応接室でお待ち下さい」⼥性は中に⼊った。 

 ⼆⼈は中に⼊った。ホコリ臭く、薄暗い。ホールから廊下が⼀直線に伸びている。突き当りにドアがある。⼥性は突き当りのドアを開けている。⼆⼈は靴を脱いで下駄箱に⼊れ、⼥性の後に続いて奥の部屋に向かった。 

「中でお待ち下さい、呼んできます」⼥性は引き返した。⼆⼈は奥の部屋に⼊った。 

 奥の部屋は汚れのない⽩い洋室に所狭しと棚が置いてある。棚の中には解釈が難しい本が⼤量に並んでいる。中央には応接⽤の椅⼦と机が置いてあり、窓側には作業⽤のデスクが置いてある。書類は細かく整理してあり、デスクトップパソコンが置いてあ

る。 

 議員と代表は空いている席に座った。机の上には何も置いていない。 

 代表はタバコを取り出し、⽕をつけて吸った。紫煙の⾹りと味が⼝の中に広がる。「酷い場所だ、客に飲み物と灰⽫を置いとくのが当然なのに何も⽤意せんとは、接客がなっとらんぞ」 

 議員は机に⽬をやった。「飲み物⼀つもおかんとは、呆れて何も⾔えん。出てきたら⽂句の⼀つでもつけてやらんといかんな」 

 代表は笑った。「珍しく気が合うな、若い奴は堕落しきって農業どころか年寄りをいたわる気もない。灸でも据えてやらんと気が済まんぞ」 

 タバコが燃え続け、灰が３分の１を占めてきた。 

 代表は灰を落とす為にスーツの脇ポケットから携帯灰⽫を取り出し、擦った。 

 ドアが閉じた。「うちは禁煙ですがね、議員さん」 

 ⼆⼈は声がした⽅を⾒た。探偵の加納と⼥性が⽴っている。⼥性は飲み物を載せた盆を持っている。 

 加納は⼆⼈と対⾯する形で座った。⼥性は飲み物を置いた。タバコのニオイでむせた。 

 議員は⼥性を睨んだ。タバコが嫌いなのをわざと誇張している。「若いのは貧弱で困りますな」 

「お年を召している⼈は屈強ですからね。でなければ若くして亡くなっています」 

 ⼥性は頭を下げ、ドアを開けて出ていった。 

 代表は加納を睨みつけた。「⽂句でも⾔いたげだな」 

「⽂句など、客に⾔う気はありませんがルールは話しておかねばなりません」加納は⼀息ついた。「何分書類が多いので、⽕を使うと引⽕しやすいのです。古いアパートですから、燃え広がる速度も早く⾒てのとおりですから、避難も難しい。屈強な⼈間と

いえど、⽕にまみれて平然と⽣きている⼈間など聞いた試しはないのです。互いを守るためにルールを守る。⾃治会も議員も同じです」 

 代表は加納の⼝調に苛⽴ってきた。理屈と正論でごねて相⼿の意⾒を封殺する。奇弁を使う輩にろくな⼈間はいない。「何を⾔っている、タバコは譲るが客に何ももてなしがないとは、余りに失礼ではないか」 

 加納は頭を下げた。「すみません。仕事柄疑い深く、中には客を装って暴漢が⼊ってくるケースが多々あるんです。下⼿に物を置いておけば武器として使いかねません」 

 議員は頷いた。⾃分達も⾜元を救う輩を防ぐために⽤⼼している。お互い似た⽴場だと気付いた。「分かった。理由があるなら良い。私の側も⾮礼があった。話をそらすが構わんか」 

「ええ」加納は頷いた。 

「私が議員なのは名刺を配ったから分かるが、⾃治会が関わっとると分かったのは何故だ」 

「議員と⼀緒に⾏動するとなれば、近い⼈間しかいませんよ。となれば下部組織の⾃治会以外にないと踏みました」 

「はあ」議員は曖昧に返事をした。 

 加納は名刺を差し出した。「話を本題に移します。紹介するまでもないですがね。私が加納義弘と⾔いまして⼤⼿の興信所の下請けをしている、⾒ての通りの貧乏探偵です。先程お茶出しをしたのは妻です。事件の調査をしたいと申したと聞いています。

失礼ですが、事件とは何⽤ですか」テーブルに乗っている飲み物に⼝を付けた。客より先に⼝を付けなければ、他⼈が安⼼して飲まないと分かっているからだ。 

 代表は名刺を受け取った。「村で起きた事故だ」カバンから書類を取り出して机に置いた。真紀の実家に届いた事故の調査に関する報告書だ。 

 加納は名前が書いてあるのを受け取り、⼀通り読んだ。個⼈に届いた書類を⾃治会が保管している現状に村の体制が分かる。個⼈情報も村で管理しているのだ。事故の状況を含めて詳細に書いてある。「警察の調査に不満があると」 



 代表は頷いた。「察しがいい、名探偵だな。では我々が調査を求める理由も分かるか」 

「分かったとしても、話す気はないです。必要なのは調査に値するか否か、するとしても必要な情報は何かだけです」加納は淡々と⾔った。動機は被害者に⾮があるのを突き⽌めるためだ。突き⽌めた上で⾃分達に有利な交渉を持ちかけ、要求を通す。事故

調査の依頼によくある話だ。 

「事件を起こしたのは岩⽥真紀さんで、被害者は村上古代⾥さんと分かりました。⼆⼈のご関係は」 

「加害者ではない」代表は声を荒げた。 

 加納は頭を下げた。「警察の調査結果による便宜上の関係です。他意はないのですが、不快ならば失礼しました」 

「新居者と元々済んでいた⼈の関係だ」議員は淡々と⾔った。「岩⽥さんの娘は元々住んでいる我々の中で最も若い。年寄りしかいない中で唯⼀未来を持っている。事故の結果は意識不明、かたや重症で近々退院が近いと噂で聞いとる。最初から軽症で済む

策を練っていたのではないかとな」 

 加納は頷いた。⼆⼈は新居者を都合よく使う為に事故を利⽤する作戦だと確信した。かと⾔って直に聞いても素直にそうだと⾔う訳がない。かと⾔って確定ではなく予想でしかない。純粋に調査をしたいだけかも知れない。理由が何であれ、調査だけなら

事実を突き⽌めるだけなので問題はない。「了承しました。⾝辺調査の⼀種ですね。となりますと料⾦の⾒積もりは以下の通りです」席を⽴ち、デスクに置いてある書類を⼿にとって⼆⼈に差し出した。 

 ⼆⼈は書類を受け取ってみた。料⾦の⾒積もりが書いてある。値段の⾼さに驚いた。 

 加納は⼆⼈の反応を⾒ても、眉⼀つ動かさなかった。初めて興信所を利⽤する⼈間は誰もが値段を⾒て驚く。探偵家業も相応の危険を伴って仕事をしている上に誰もが出来る仕事ではない。料⾦が桁外れなのに理由はある。「おやめにしますか」 

 議員は⾸を振った。「他にない以上は仕⽅あるまい」 

「分かりました」加納は棚に向かい、分厚い書類を取り出してデスクに置いた。「依頼内容の詳細を書いて下さい。精査した後、依頼を受けるか否かのご連絡をします。次に来た時に契約書と請求書を出しますので、指定した振込先に前⾦を振込んで下さ

い。確認が出来次第、調査をします」 

 代表は書類を⼿元に寄せ、眺めた。「すぐにしてくれるんじゃないのか」 

 加納は頭を下げた。「私としては仕事を⼿早く済ませたいので、今すぐに払ってもらいたいのが本⾳です。⼀⽅で犯罪の⽚棒を担ぐかもしれない危険があります。依頼が法に触れているかはもちろん、失礼ですがあなた⽅が何の理由で調査を依頼するか、

⾝上を調べておく必要があるのです」 

「どの興信所でも同じか」議員は加納に尋ねた。 

「はい、連絡先は名刺に書いてある電話番号で構いませんか」 

 代表は議員に⽬をやった。名刺を差し出したのは議員だ。 

「私ではなく、彼に回してくれ」議員は机に置いてあるペンを取り、電話番号と住所を書いた。 

「お前、責任を押し付ける気か」代表は議員に突っかかった。 

「お前さんが⾔い出した話だ」 

「麓の街に⾏くと⾔ったのは誰だ」 

「話をすり替えるな」 

「すり替えていない」 

 議員と代表は⾔い争いを始めた。 

 加納はせき払いをした。⾔い争いが⽌まった。⼆⼈共加納の⽅を向いた。 

「失礼した、連絡先は書いた場所でいい」議員は加納にを提出した。 

 加納はメモを受け取った。 

「分かりました。１、２週間ほどお待ち下さい」 

「わし等は先が短いんだ、もっと早くできんのか」 

「先が⻑かろうが短かろうが、出来るだけ早くご連絡いたします」 

 代表は席を⽴ち、ドアに向かい部屋から出ていった。 

「すまんの」議員は書類を受け取ると代表に続き、部屋から出ていった。 

 加納はドアに向かい、閉めようとした。⼥性が来た。 

「久しぶりの依頼なのに、ぞんざいな扱いね。暇だったんだから、接客について勉強したら」 

「警察絡みの仕事は慎重をならんとな」加納は代表から受け取った書類を眺め、ファイルが並ぶ棚に向かった。ファイルには⽇付のラベルが付いている。書類に書いてある⽇付と近い⽇のラベルの付いたファイルを⼿に取り出し、開いた。新聞をファイルに

⼊るサイズに縮⼩コピーしている。地⽅欄を眺めた。交通事故が起きたと隅に書いてある。詳細を読んだ。事故の概要以外に何も書いていない。所詮村で起きた出来事だ。記者は連続殺⼈でも起きない限り、⾃分で取材に⾏かないので詳細な記事は載らな

い。⽥舎の事件の使い道など、三⽂⼩説の題材か、警察発表を鵜呑みにして新聞の⽳埋めにする以外にない。 

「依頼を受けるの」⼥性は加納に尋ねた。 

「彼らは弱みを相⼿に突きつける武器を求めている。事件の原因を調べ上げるのは相⼿に⾮があるのを期待しているからだ」 

 ⼥性は眉をひそめた。犯罪に関わる内容は断るのが基本だ。「断るの」 

「実際に使うかはわからないし、既に終わった事件だから警察の調査と同じ内容に落ち着く。ゴールは既に決まっている。久しぶりに直の仕事だ、いい練習になる」加納は笑みを浮かべた。⼆⼈は単にドクターショッピングをする患者と同じ⽬的で⾃分の元

を尋ねに来たと⾒ていい。 

「あなたが⾔うなら分かったわ。何を調べるの」 

「事故の詳細と依頼者の⾝辺調査だな。終わったら審査する」 

「はい」⼥性はテーブルに向かい、飲み物を⽚付け始めた。 

 加納は⼥性の様⼦を⾒た。慣れた⼿付きで効率よく⽚付けている。⼤⼿の興信所の請負をしている関係で、訪れる⼈間は上のエージェントがほとんどだ。最近は迅速さや⽥舎町の関係でメールやウェブカメラで連絡が来るので、尚更⼈が来ない。⼈が来た

時に⼥性がぎこちない接客をするのではと不安になったが、特に問題なかったので安⼼した。⼀番に信頼を置く理由でもあった。 

 ⾝辺調査は請負の依頼と同じ⼿順で、特に困った点はなかった。依頼者の実績は、村の図書館や公⽂書館に議事録や略歴を問い合わせるだけで容易に出来た。地位の⾼い⼈間程、ある程度の個⼈情報を公開しないと信頼を受けにくいからだ。事故の概要は

予め持ち込んだ警察の調査報告書や警察署の話とを照合するだけで終わった。審査に使う資料を作るだけなので、現場に向かわなくとも良い。依頼を受けてからでないと余計な⾦がかかるだけだ。とは⾔え、作成は⼀朝⼀⼣で出来る訳はない。審査結果だけ

ではなく、契約書の類いも作る必要がある。加納と妻の⼥性は閑古⿃の泣く状況から多忙になった。 

 １０⽇の時が過ぎた。 

 

 

 

 ⾃治会の会館は話が進まないがゆえに閑散とし、村⼈が交代で電話番をしている。加納から連絡が来るかを待っているのだ。⾼齢の村⼈達は特に仕事がない。⾦もかからないので、⽣活する分には年⾦だけで⾜りる。農作業も⽣活費を稼ぐのはついでで、

死に⾄るまでの僅かな時間を潰す⼿段の⼀つでしかない。単に待つだけでは農作業で動きなれた体が痙攣を起こす。事務所の上を落ち着きなく歩いている。 

 電話番の男は窓から⾒える光景を⾒ている。⽊々が囲んでいて、隙間から誰も通っていない道路が⾒える。⽇の傾きが時間の経過を物語っていた。男は返答がないまま、⼣暮れまで待機する状況に苛⽴ちを覚えている。連絡網を介して電話で⾃治会のメン

バーに何もなかったと連絡を⼊れるのがお決まりとなっている。返事がないまま、忘れているのではないかと意⾒が出ている程だ。直に尋ねる者もいたが、依頼内容について何も⾔えないと返答があるのみだった。余りに慇懃無礼な態度に激怒し、依頼を蹴

るべきだと主張する者もいたが、議員がまだ⾦を払っていない状態で⽂句を垂れるのは⾦を払わずに返⾦を迫る客と同じと突っ張り、⾃⾝が責任を取ると称した。⾃治会員は抜いた⼑をサヤに収め、現在の状況に落ち着いた。１０⽇も経過している現状、電

話番をしている⽬的を忘れつつあり、単に当番だから持ち回りで来ているにすぎない⼈もいる。当番に来ている男も事情を知らない⼀⼈だ。 

 ⼣暮れが近い頃になった。 

 男は連絡は来ないと確信し、机に乗った連絡網を⼿に取り電話に⼿をかけた。 

 電話が鳴った。⾳に驚き、男は受話器を⼿にとった。オレオレ詐欺の電話だと予想し、受話器を⽿に当てた。 

『すみません、加納探偵事務所です』⼥性の声がした。 

「探偵事務所さんが、何の⽤です」 

「担当の者はいますか」 

『担当だと』男は苛⽴った。電話番で応対しているのは⾃分なのに、担当がいるかと聞くとは何だ。「俺が電話番をしてるんだ。⽂句あんのか」 

『事情が分かる⼈ですね』淡々とした声が聞こえた。『１０⽇程前に仕事を依頼したのをご存知ですか』 

「仕事の依頼、別の誰かが受けおったんだな。代わりに話は聞いてやる」 

『分かりました。ではお話しますが依頼の審査に付きまして、御返事ができる状況になりました。明⽇の午前中に私どもの事務所に来てほしいのです』 

「⾦を取るんか」 

『当⽇、事務所にてお話します。要件を担当にお伝え下さい』電話が切れた。 

 男は相⼿の理不尽さに苛⽴つも、抑え込んで受話器のボタンを押して切った。⼿に持っている連絡網通りに電話をかけていった。 

 翌⽇、代表と議員は１０⽇ぶりに加納探偵事務所に向かった。道のりは以前向かった場所と同じだ。感覚でたどり着いた。 

 議員は始めてきた時と同じく、インターホンを押した。⼥性が出てきた。初めて来た時と同じ応対をした。部屋に⼊った。 

 初めて来た時と異なっているのは、予め加納が座っていた点だった。机に書類と封筒が置いてある。 

「お座り下さい」加納は⼆⼈に声をかけた。⼆⼈は席に座った。 

「審査の結果、法に⽀障はなく調査に問題ないと判断しました」 

 代表は書類を⼿に取って眺めた。概要が載っている。 

「契約書にサインをして下さい。請求書に記した⾦額を振込み次第、調査を開始します」 

 代表は議員の⽅を向いた。「サインって、俺がやるんか」 

「⾔い出したのはお前だ、他に誰がいる」 

「麓の街に⾏くと⾔ったのはお前だぞ」 

「俺が事件の事実を知って何になる。お前が知りたがっているんだから、お前がやれ。俺は知っても何も得しないんだ、付き合っているに過ぎん」 

 代表は議員の⾔葉に黙り、印鑑を取り出した。契約書を開き、内容を読まずに印を押した。依頼を受けた後は調査が終わるまで、何もしないのだから違約になる⾏動など犯す訳がない。請求書の⼊った封筒を⼿に取り、中⾝を取り出した。宛名と⾦額、振

込先と期限が書いてある。請求額を⾒て、⼀瞬顔がゆがんだ。⾃治会費だけではなく、無尽からも⾦を取る⽻⽬になる。解決した後で、かかった費⽤を新居者に請求すると決めた。 

「以上ですか」議員は加納に尋ねた。 

「以上です」加納は簡潔に答えた。既に終わった事件なので、事前に調べた内容など警察発表と何ら変わらない。報告する理由はない。 

「分かった」代表は書類を⼀通り⼿にし、ドアを開けて出ていった。 

 議員は加納の⽅を向いた。「私、議会に関して調べたのか」 

 加納は頷いた。「無論です」 

 議員は顔をしかめた。余計な部分まで調べれば、村議会の存続に関わる。「選挙も含めて⼀切もか」 

「ご安⼼下さい。調査結果は職務上、裁判所からの礼状がない限り⼀切明かしません」 

「本当か」議員は加納を睨みつけた。 

 加納は笑みを浮かべた。「私どもは信頼で成り⽴つ商売です。⾃らへし折りはしません」 

 議員はうなった。加納の⾔葉通り、信頼は⼈を相⼿にする仕事の基本だ。「分かった、良い知らせを期待している」席を⽴ち、部屋から出ていった。 

 

 

 

 ⼩代⾥は退院し、中学校へ復学した。体から違和感が消えても、事故前後の記憶は戻らず精神はゆがんだままだ。登下校する際に事故現場付近をバスが通る。バスの中から様⼦を⾒るたび、平衡が揺らぐ感覚を覚えた。病院に向かい医者に相談すると、⾁

体には何も異常がないので精神にトラウマと呼ぶ傷がついたので本能が避けたがっていると診断を受けた。麓の街にある精神科への紹介状を書いてもらった。 

 同⾏した両親は世間体を理由に反対したが、悪化すれば⽣活に⽀障が出るとして説得した。やむなく応じたが、⼀切出迎えをしないと⾔った。精神に異常をきたしているとわかれば、村の⼈間の嫌がらせが悪化する。誰も養護せずに追放にかかるのが容易

に予測出来る。 

 ⼩代⾥は授業が終わってから、療⽤を理由に部活に参加せずに精神科に⾜を運んだ。精神科は暴れまわり⼿の負えない⼈間の巣窟と捉えていて、ろくでもない⼈間として動物園のオリに押し込めて暮らすのかと不安になっていた。 

 指定した住所に向かった。 

 駅前から外れた、並⽊がブロックで舗装している道を覆う通りだった。出⼊り⼝には⾞⽌めが付いている。３階から４階建ての雑居ビルが並んでいた。 

 ⼩代⾥は、ビルの⼀つに精神科の名前がついた看板が付いているのを⾒かけた。紹介を受けた精神科だと分かった。 

 ビルに⼊り、受付を済ませて待合室に⼊った。 

 シックな⾊でまとまった洋⾵のリビングの⼀室に似た構成で病院のイメージとかけ離れていた。⼈も少なく、落ち着いた環境だった。 

 精神科医との診察は、⼼理テストに似た診察を受ける程度だった。⾁体ではなく精神を診る病院なので当然だ。 



 当初は警戒していたが、次第に打ち解けていった。⽇数の経過と共に精神科に⾏くのに何の抵抗もなくなった。特に通院の途中で通る⼈気のない、ケヤキの⽊が無数に植えてある公園を通ると汚れを払った気分になった。 

 ⼩代⾥は部活動を切り上げ、精神科に向かった。精神科医との⾯談で、⾃分⾃⾝の記憶の曖昧さについて話をした。 

 精神科医はテーブルにカルテを開き、参照していた。⼩代⾥は脳を含めて異常がないのは紹介状に添付してある診断書とデータの⼊ったＣＤから分かっている。⼀通り話を聞き終え、内容をカルテに書き込んだ。「なるほど。では道を通る度に怖い、と⾔

った感覚はないのですね」 

「はい」⼩代⾥は頷いた。 

「事故の記憶は極端な状態にしか思い出さなくなった印象ですね。記憶は意識しなければ次第に薄れていきます。無理に掘り返さなければ元に戻りますよ」精神科医は笑みを浮かべた。 

 ⼩代⾥は頷いた。 

 精神科医はカルテに時間を書き込んだ。「では次の診療は来週です」 

「はい」⼩代⾥は席を⽴ち、診察室から出ていった。待ち合わせ室から会計を済ませ、病院を後にした。駅に向かい、家に戻るだけだ。 

 ムクドリが午後の並⽊に集まって汚い声を上げていた。静かな通りにやかましさを与えている。 

 ⼩代⾥は通りを歩き、駅に向かう。少⼥が⾃分に向かって歩いているのが⾒える。⾏き交う道で⼈がすれ違うのは珍しくない。気に留めなかった。 

 少⼥が徐々に近づいてくる。⾜⾳はない。 

 ⼩代⾥が少⼥の姿を⾒た時、⾒覚えのある姿に驚いた。真紀の姿に似ている。 

 少⼥は⼩代⾥の前で⾜を⽌めた。 

「思い出す気がないのに、病院に⾏く理由はあるの」少⼥は⼩代⾥の前で尋ねた。 

 ⼩代⾥は苛⽴つも、同時に疑念を覚えた。何故、通院しているのを知っているのか。まして医者にしか話していない、事故の記憶について知っている素振りをしている。 

「何で知ってるのよ」⼩代⾥は少⼥に話しかけた。 

「何で思い出したがるのよ、忘れたがってるのに意味がわからないわ」 

「質問に答えなさい」⼩代⾥は少⼥に問いかけた。何故知っているのか、⾃分を付け回してきた⼈間か、事故を知っている⼈か。 

 少⼥は何も答えず、背を向けて駆けていった。 

 ⼩代⾥は少⼥の後を追いかけた。知らぬ間に通りを外れ、空き家の敷地に⼊った。 

 空き地は草が⽣い茂り、⽊々の枝が伸び放題になっている。家が奥にあるのが⾒える。家は蔦が張り付いている。 

 ⼩代⾥は周囲を⾒回し、少⼥の姿を探したが⾒かけない。家に向かったのかと推測し、歩き出した。都会育ちならためらいが出るが、⾃然にまみれた村で育ったので⼈の⽴ち⼊りを阻む⾃然を⽬にしても恐怖はない。踏み込むとわずかに沈む感覚がする。

⼟の上に落ち葉や枯れ草が重なり、柔らかくなっている層を踏んで沈んでいる。家に向かう途中で少⼥の姿を⾒つけた。 

 少⼥は⼩代⾥の姿を⾒て、⽊の密度が濃い箇所に向かっていく。 

「待ちなさい」⼩代⾥は少⼥がいた場所に進んでいく。近くから弱々しい⿃の声が聞こえてきた。我に返り、⽴ち⽌まって周辺を⾒回した。少⼥の姿はなく、⿃の鳴き声がしている⽅向の⽊にカラスが⽌まっている。 

 ⼩代⾥は⿃の鳴き声がした⽅に向かった。少⼥は家に戻った可能性がある。⿃の鳴き声の正体を⾒極めた後で、家にに向かっても問題ないと判断した。 

 開けた場所に来た。⽊の根本から⿃の鳴き声がする。 

 カラスが⼩代⾥に向かってきた。 

 ⼩代⾥はカラスを払った。恐れはなく、カラスはあっけなく⾶び去った。草をかき分けた。若⿃が汚れた状態でうずくまって鳴いている。⼿を出すと引き下がる動作をするが、翼を動かす動作をしない。怪我をして⾶べないのだと気づいた。次の瞬間、視

界が⼤きく揺らいだ。雑多な⾳が重なって頭の中から響いてくる。⾃分⾃⾝が騒⾳の発⽣源になった錯覚を覚えた。体に⼤きな痛みが⾛った。あまりの痛さにうずくまった。痛みは間もなく消え、幻覚も幻聴も消え、元の光景に戻った。カバンから袋を出し

て置き、⿃を抱えて袋に⼊れた。⿃は逃げずに甲⾼い声をあげている。袋の持ち⼿ではなく、下側を持って抱きかかえた。袋に⿃の体に付いた汚れが移った。 

 少⼥は家に向かった。蔦が巻き付いていて、壁の表⾯は所々剥がれかけている。窓から光はなく、通して⾒える内部は、洗剤や消臭剤が置いてある形跡がない。ドアのある側に向かった。インターホンはない。⼾を叩いた。何も反応がない。 

「誰もいないわよ」少⼥の声が後ろから聞こえた。 

 ⼩代⾥は後ろを向いた。少⼥が⽴っている。 

 少⼥は⼩代⾥が抱えている⿃に⽬をやった。「助けたの」 

「当たり前でしょ、可愛そうだったんだから。カラスが襲ってきたのよ。助けなきゃ」 

「カラスだって、⾷べる為に⽬をつけてたんじゃないの」少⼥は平然とした表情で、⼩代⾥に訪ねた。「⾷べるってのは⽣きるためよ。⽣きる為に弱い動物を襲うのは当たり前じゃない。可愛そうだって勝⼿な理由で助けるって、⾝勝⼿でしょ」 

 ⼩代⾥は⿃を⾒つめた。諦めたのか、安⼼したのか鳴き⽌んでいる。「戻せって⾔うの」少⼥の⽅を向いた。 

 少⼥の姿はない。 

 ⼩代⾥は眉をひそめた。少⼥がいた場所は、草が乱れた形跡がない。近づいてみるも、⾜跡も残っていない。不審になりつつも家のドアの前に来た。⼾は汚れきっていて、固く閉じている。ドアノブに⼿を触れた。泥とホコリが⼿につく。誰も触れていな

い証拠だ。⽞関を使わないで家に⼊るなどあり得るのか疑念を覚え、裏に回るべく家の壁沿いに歩いた。草が⽣えていて、歩きにくい。裏⼝に向かう途中で、誰も通っていないと悟って勝⼿に結論づけ、家から離れた。カラスの濁った鳴き声が響き渡る。⿃

を奪う気だと悟り、駆け⾜で道路に向かっていく。草が⾜に絡み、⾜元の柔らかい⼟壌が勢いを奪っていくも構わない。 

道路に出た。 

 アスファルトで舗装した道路は、柔らかい⼟と異なり⾜に安定を与えていた。カラスの声はなく、代わりに周囲の並⽊に固まるムクドリの鳴き声が響き渡っている。 

 ⼩代⾥は袋の中にいる⿃を⾒た。家から離れる前に⾒た状態と変わりなく、震えている。 

「助けた先は」少⼥の声がした。 

 ⼩代⾥は声がした⽅を向いた。少⼥が⽴っている。 

 少⼥は⼩代⾥に近づいてきた。「⿃を助けて次は何するの。まさか、ほったらかしにする気じゃないわよね」 

 ⼩代⾥は少⼥の⾔葉に苛⽴った。「助けるわよ」ムキになり、通りに向かって駆けていった。 

 少⼥は後を追いかけず、⼩代⾥を⾒つめていた。 

 ⼩代⾥は精神科のある通りに戻って来た。⼣⽅に差し掛かり、⼈⼿が多くなってきた。周囲を⾒回し、動物病院の看板が出ているビルを探し回った。何もない。 

 ⼩代⾥は声を無視して通りの奥に進んでいく。 

「捜し物でもしてるんですか」⼩代⾥に向かって声が聞こえた。 

 ⼩代⾥は振り返った。加納が⽴っている。 

「⼦供が⼀⼈でうろついていたら、危ないよ」 

 ⼩代⾥は不審がった。 

 加納は⼩代⾥に近づき、名刺を差し出した。「⾃分は加納と⾔い、探偵をしている。近くの村で起きた事故を調べていてね、君にあたったんだ」 

 ⼩代⾥は体に⼒を⼊れ、警戒した。当事者である⾃分にあたるのは分かるが、⾃分が今いる場所まで把握していたなら、ストーカーも同じだ。名刺を⾒た。探偵事務所と名前が書いてある。 

 加納は⼩代⾥の反応を⾒て、気が緩んだ。警戒するのは当たり前だ。⾃分から気を緩めないと相⼿は⾝構えたまま何も話さなくなる。 

「何でもいい、話を聞きたいだけなんだ、何かあれば警察に通報しても構わない。」 

 ⼩代⾥は緊張で体が震え、名刺を受け取った。頭の中で、⼤⼈を相⼿に⽴ち回る⼿段を模索していた。「何で私が今、通りにいるとわかったんですか」震えた声で尋ねた。 

「村の⼈に聞いて張り込みをした。基本の積み重ねだよ」加納は⼩代⾥の質問に答えた。少しづつ警戒を解かないと避けていく。⼈は事件に限らず、⾟い部分を無意識に避けたがるので尚更慎重に、丁寧に安⼼を与えないと決裂する。「知らないならい

い、」 

 ⼩代⾥は名詞を⾒つめた。ウソや偽りがなければ逃げて交番に向かい、警察に突き出せば解決する。相⼿が気を緩めてくれればだが、いかにして隙を作るかを頭の中で練り始めた。 

 ⿃の鳴き声が袋の中から聞こえた。 

 加納は袋に⽬をやった。隙間から⿃の姿が⾒える。「⿃を捕まえたのか」 

「助けたのよ」⼩代⾥は加納に⾔葉を返し、袋の中を⾒せた。 

 加納は袋の中を覗き⾒た。怪我をした⿃がいる。 

「動物病院に連れてくんだけど、場所が⾒つからないの」 

「動物病院は近くにないよ、駅前に⾏かないと駄⽬だ」 

「駅前に⾏く」 

 加納はため息を付いた。「駅に着く前に死ぬぞ。近場で知り合いがいる」 

「知り合い」⼩代⾥は加納に尋ねた。 

 加納は頷いた。「ペットショップだ、⾏くか」 

 ⼩代⾥はうなった。⾝分や⾔動を整理すると探偵で⿃を助けたがっている⼈だが、⿃の救助を餌に連れ込もうとしている怪しい男とも解釈できる。 

 加納は⼩代⾥の表情を⾒て、⾃分が怪しい男だと認識しているのを悟った。「嫌なら⿃を渡してくれ。俺が⼀⼈でペットショップまで持っていくから」⼿を差し出した。かねてから事件の当事者である⼩代⾥に⽬をつけ、学校が終わると駅から離れた通り

に寄ると情報を聞いていた。慎重に進めていたが、当事者から話を聞けないと判断して⼿を切る決断をした。 

 ⼩代⾥は⿃を⾒つめた。加納の⾔葉通り、渡せば⾃分は⿃に関わらなくてもよくなる。ついで怪しい男が⾃分に声をかけて来たと交番に駆け込み、名刺を渡せば何もかも終わる。⼀⽅で引っかかる部分もある。加納が⿃を助ける気もなく処分した場合、⾃

分は⿃を助けるどころか引導を渡したも同然になる。動物を拾った以上は怪我をしている原因を含め、回復まで⾒届ける義務がある。⾵のウワサで死にました、と聞けば記憶に後悔が上書きし⾃分を苦しめるだけだ。「ペットショップは近くなんですよね」 

「近いも何も、同じ通りだ」 

 ⼩代⾥は意を決し、うなづいた。「⼀緒に⾏きます。何かあったら通報するから」 

 加納は⼩代⾥の意外な回答に驚いた。駆けつけた警察官に頭の中で⾔い訳の⽂章を作り始めた頃だった。「案内する」組み⽴て始めた⽂章を破棄し、通りを歩き出した。 

 ⼩代⾥は鞄についている防犯ブザーを握りしめ、加納の後をついていった。 

 空き地から曲がった所にあるビルの前に来た。ペットショップの看板がある。 

 加納は⼩代⾥を連れてペットショップに⼊った。 

 店の中はキレイで、壁には⼦⽝や⼦猫がガラス張りのショーケースの中に⼊っている。寝ていたり、⼀緒に⼊っているボールで遊んでいる。棚には餌や衛⽣⽤品が積んである。店員の姿はない。 

 加納はカウンターに向かった。 

「失礼、加納だが」加納は奥に向かって声を上げた。 

 中から店員が出てきた。加納の姿を⾒るなり、笑みを浮かべた。「加納さん、またペットに噛みつかれて困った、なんて話ですかね」 

 加納は連れている⼩代⾥に⽬をやった。「⼦供が⿃を拾ってな、⾒てやってくれないか」 

「別に構いませんがね」店員は⼩代⾥の⽅を向き、カウンターの隣にある台に移動した。「お嬢ちゃん、⾒せてくれないかね」 

 ⼩代⾥は袋を台に置き、開けた。⿃が縮こまった状態で現れた。 

 店員は⿃の⽻をつかんだ。特に抵抗するそぶりを⾒せない。遅めの動作で広げてみた。所々でけがをしていて、出⾎している。⽻の関節部分は曲がっている印象がある。下⼿に動かすと⾻ごと折れるのではないかと懸念した。 

「状態は」可能は店員に尋ねた。 

「相当なダメージを負っています。不慣れで⾼い場所から落ちたんでしょうね」 

 ⼩代⾥は不安げな表情をした。「⾶べるんですか」 

「難しいね、⿃の関節は繊細だから、ダメージを受けるとすぐ⾶べなくなる」 

 ⼩代⾥はうつむいた。 

「治療するんですか」店員は加納に尋ねた。「直すなら応急処置をして動物病院に送ります。早く治りますからね」 

 加納は眉をひそめた。最終判断は⾃分ではなく、⼩代⾥がするのだと認識している。 

「治さない時は」⼩代⾥は店員に尋ねた。 

「引き取るか捨てるかですかね。引き取るにしても野⿃の会に連絡しないとですね」 

 ⼩代⾥は店員の⾔葉に顔をしかめた。捨てるとなれば助けた⿃を殺すのと同じだ。せっかく助けた命を捨てるなんてできない。 

「私は」 

「治す⽅を取る。処置をしてくれ。⾦は俺が払う」加納は1万円を取り出し、店員に差し出した。「前⾦だ、請求は俺の事務所に出してくれ」 

「はいよ」店員はぶっきらぼうに⾔った。 

「動物病院に送ったら、俺の事務所に状況を連絡しろと⾔ってくれ」 

「分かりました」店員は１万円を受け取った。 

「任せたよ」加納はペットショップを後にした。 

 ⼩代⾥は加納の後をついていった。 

 ⼆⼈はペットショップを出た。 

 ⼩代⾥は加納に頭を下げた。「すみません、お⼿数をかけました」 

「気にしないでくれ。事故について何も知らないなら⽤はない。⿃なら事務所に連絡してくれれば状況を教える。毎⽇連絡するのは勘弁願いたいけどね」 



 ⼩代⾥は眉をひそめた。⿃を助けてもらっておきながら、何も返さないのは失礼だ。「事故なら、知ってる範囲でなら話します」 

 加納は⼩代⾥の⾔葉に安堵した。依頼解決に⼀歩近づいた。 

 

（事件について最初に聞く時、関係者だと尋ねた上で聞き出そうとする）


