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都市 の夜 空に 火薬 の 饐え た匂 いが 漂っ て いる ︒暫 くす れば ︑

く︒

道徳 の荒 廃が 言わ れて 久しい ︒実際 ︑彼も 仕事上 ︑常に 頭に

現われ る問 題だ ︒し かし︑それ は今 に始 まっ た事 でも ないの だ︒

未だ民 衆が 貴族 に統 治さ れてい た時 代か ら︑同じ 事が 古典 に記

されて きた︒千年 以上 にわ たっ て︑この 国で は道 徳の 荒廃 が続

するほ どの 事で もな い︒言 葉を 変えれ ば︑道 徳の 荒廃 とは 新た

雲の下 に溜 まっ た煙 も群 れ集ま った 人々 も︑いず こか へ去 って
花火 は終 わっ た︒

なる価 値観 への 変遷 なの だ︒そ う言い 聞か せ︑や りき れな い自

いてい る事 にな る︒そ れで も︑世界は 存続 した ︒だか ら︑気に

これか らは ︑火 花の 時間 だ︒

分の思 いを ごま かそ うと してみ る ︒混雑 する 地下 鉄の 駅構 内で︑

いくだ ろう ︒

美し く花 を開 き︑一 瞬の 内に 消えて いく 花火 の様 に︑彼 らも

ご み 箱に 時 限 爆 弾 を仕 掛 け て 爆 破さ せ る 事 が新 た な る 価 値観

なのだ と ︒思 える 訳がな かっ た ︒根 本的 な解 決︑抜本 的な 対策

消えて くれ れば いい のに ︒
助手 席か ら︑ もう 見え ない大 華を 見上 げ︑ 警官 は思 った ︒

を︑そう 政治 家や 学者 は声 高に 叫ぶが︑彼ら 警官 の手 によ る対

目の 前の 信号 は青 を示 してい るの に︑パト カー の前 を三 人の

症療法 さえ 遅々 とし て進 まない ︒

全国 有数 の花 火大 会が 行われ た今 夜︑全国 から 集ま った 百万
にも及 ぶ見 物客 の全 てが ︑夏 の思 い出を 胸に 静か に家 に帰 る訳
ではな い︒夏の 解放 感︑花 火の 音と 光で 焚き つけ られ た激情 が︑
溢れ 出し てい るの は︑そ れだけ では ない︒窓か ら見 える 歩道

いち信 号無 視を 取り 締ま ってい たら ︑一 日が 二百 四十 時間 あっ

通整理 の真 似ま です る始 末だ ︒だ が ︑彼 らは 気にし ない ︒いち

若者が 横切 って いく︒その 中の 一人の 女は︑おど けた 様子 で交

という 歩道 ︑車道 という 車道 に ︑ご みが 散乱 してい た ︒ジ ュー

ても足 りな いだ ろう ︒

社会の 枠を 破っ て街 中に 溢れ出 す︒

スの空 き缶 ︑酒 の空 き瓶︑食べ 残し の焼 きそ ばが 入っ たパッ ク︑
られ た自 転車 の籠 が ︑ま るで ごみ 箱同 然の 状 態に なっ てい る︒

単純に 進ん でく れな い︒所 詮︑取 り締ま る者 も曖 昧な 境界 に生

説明だ が︑取り 締ま れば 世の 中は 浄化さ れる とい うほ ど物 事は

罪が 見逃 され るか ら世 の中が 荒廃 する とい うの は︑一理 ある

指 定 され た ご み 捨 て場 所 が 何 ヶ 所も 設 け ら れて い る に も 関わ

きる同 じ人 間な のだ から ︒

それら が視 界に 入ら ない 場所は なか った ︒住 人の 家の 前に 止め

らず ︑見物 客は 自分 の足 下や 通り 道に当 然の 如く 放り 捨て てい
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どこ かか ら叫 び声 が聞こ える ︒どこか らか 黒い 煙が 上が って
いる︒
﹁おい ！﹂
運転 席の 相棒 を促 し︑煙 の下 に急行 する︒山積 みに され たご
み袋の 山が︑異様 に臭 う煙 を立 ち上ら せて 燃え てい た︒白 いビ

﹁こい つら 飛び 出し てき たんす よ﹂

信号 は青 だっ た︒飛 び出 して きたの は乗 用車 の方 だっ た︒呂

律が回 って ない し︑目 の下 や頬 が赤味 を帯 びて いる︒恐ら く飲

酒運 転だ ろう ︒い く ら法 律が 改正 され て罰 則 が強 化さ れて も︑

何も変 わら ない ︒誰 もが ︑自分 だけ は︑ など と考 える 限り ︒

バイ クの 運転 手と 連れ の男は ︑一見 して 即死 状態 だっ た︒ノ

ーヘル の頭 は異 様に 拉げ ︑ア スフ ァルト に赤 黒い 液体 を流 して

ニール 袋が 不安 を煽 る早 さで︑めらめ らと 黒く 変色 し︑さ っき
の花火 より も驚 愕の 炎で 彼の視 界を 染め てい く︒

相棒 の警 官が 呟い た︒そ れに は答え ず︑彼 は無 線で 救急 車の

﹁手間 がは ぶけ たな ﹂

いる︒
バ イク に乗 った連 中だ よ！ ﹂

﹁犯人 は？ ﹂
﹁あっ ち！

必 死に 消火 活動 を 続け る地 域住 民が ︑上 ず った 声で 叫ん だ︒
サイレ ンが けた たま しく 鳴り響 く ︒猛ス ピー ドで 走っ てい く二

それ を警 官は 喜ぶ の だ︒ 正義 の味 方な どい な かっ た︒ 彼ら は︑

何も かも 狂っ てる ︒少 年が放 火を し︑酔っ 払い に轢 き殺さ れ︑

出動を 要請 する ︒

人乗り のバ イク が見 える ︒ナ ンバ ープレ ート は折 れて いて 読め

単なる サラ リー マン に過 ぎない ︒警棒と 拳銃 を持 った サラ リー

と同時 に︑車は 放火 犯を 追って 走り 出す ︒パ トラ イト が点滅 し︑

ない︒パ トカ ーが 一気 に加 速し て距離 を縮 め始 めた 時︑前 方で

マンだ ︒こ の間 違っ た世 の中 を少 しでも 良く した いと 思っ て警

同僚は 殆ど いな い︒青 臭い と冷 やかさ れ︑疎 んじ られ るの を恐

繰 り 広げ ら れ た 光 景に 咄 嗟 に 運 転席 の 同 僚 はブ レ ー キ を 踏ん
交差 点の 真ん 中で 乗用 車が停 車し てい た︒後方 に長 くタ イヤ

れて︑彼 もま た皆 には﹁ 拳銃 を合 法的に 撃ち たい から 警官 にな

官にな った 彼だ った が︑彼 の知 る限り︑そん な気 持ち を持 った

痕を残 して︒ヘッ ドラ イト は無 残に割 れ︑破 片が 道路 に散 らば

った﹂と嘯 いて いた ︒実 際︑拳銃 には︑すっ かり 慣れ た︒昔は

だ︒

ってい る ︒離 れて バイク が横 転し てい る ︒そ して ︑転 がっ た二

正当防 衛で 発砲 した だけ でも ︑全 国的に 報道 され たと いう のに︑
い︒

今では ︑そ んな 日常 の出 来事 を報 道する 記者 など いよ う筈 もな

体の身 体︒
パト カー を下 りた 警官 に︑乗用 車の運 転手 が慌 てふ ため いて
言い訳 を繰 り返 す︒
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いや︑こん な思 いで いる のは自 分だ けじ ゃな い筈 だ︒誰 もが
胸の内 で熱 いも のを 抱え ながら ︑それを 口に 出す のを 憚っ てい
るのか もし れな い︒ そう 思いた い︒
﹁救急 車な んて 呼ん でも 無駄じ ゃな い？ ﹂

を偶然 に見 つけ︑注意 をし たの が災い した のだ︒夫の 理不 尽な

死を受 け入 れき れな いま ま︑彼 女は 気丈 に働 いて いる ︒

酔っ 払い を後 部座 席に 乗せ︑パトカ ーは 署へ と向 かう︒路上

の白い ビニ ール 袋が︑パト カー の起こ した 風に 煽ら れて︑どこ

市のビ ルの 狭間 に︑溝に 溜ま った 汚水の よう に鬱 々と 沈殿 して

へとも なく 滑っ てい く︒自 然の 風は吹 かな い︒湿 った 空気 は都

堪らな い気 持ち を抑 え︑動揺 する 乗用車 の運 転手 から 事情 を聴

いる︒

相棒 の警 官が 言っ た︒果たし て︑彼も 自分 と同 じ人 間なの か︒
く︒携帯 用キ ット で彼 の呼 気を 調べ︑飲 酒運 転だ った 事を 確認

多分 ︑今 夜も 熱帯 夜だ ろう︒

連行さ れて きた 容疑 者︑様々 な人 々が時 間を 無視 して 出入 りし

した後︑身体 検査 を行 う︒武 器に なるよ うな 物を 持っ てい ない
すっ かり 酔い が醒 めて 青ざめ た顔 の運 転手 は︑中年 太り した

ている︒彼と 相棒 は酔 っ払 いを 手近の 椅子 に座 らせ た︒取 調室

警 察署 の中 は︑ 街 中に まし て騒 々し い︒ 出 動し てい く同 僚︑

ワイシ ャツ 姿の 男だ った︒襟の ボタン を外 し︑だ らし なく ネク

は満室 で使 えな い︒

か︑自 殺に 使え るよ うな 物を持 って いな いか ︒

タイを 緩め ︑酒 臭い 息を 吐いて ︑相 変わ らず 言い 訳を 繰り返 す︒

彼の前 を通 り過 ぎる ︒

薄茶 色の 髪を 後ろ で束 ねた女 の腕 を乱 暴に 掴み ︑女 性警 官が

多くが︑この 運転 手と 同じ 中高 年の男 性だ とい う︒か く言 う警

﹁きた ねえ 手で さわ んじ ゃねー よ！ ﹂

この国 では 一年 に三 万五 千人以 上も の人 が自 殺し てい る︒その
官の彼 も ︑そ の中 に当て はま る ︒自 分と 同じ 年代の 人間 が ︑一

耳を 劈く 様な 怒鳴 り声 を上げ て ︑若い 女は 腕を 振り 解こ うと

する ︒ピン ク色 のぴ った りし たＴ シャツ と何 やら 意味 不明 な金

日に何 十人 も自 殺し てい るのだ と考 える だけ で慄 然と する ︒同
時に︑ やは り人 々は 自分 と同じ く苦 しん でい るの だと も思 う ︒

属をじ ゃら じゃ らと つけ たジー ンズ の間 から は︑色白 の腰 が覗
いてい る︒

が ︑こ の国 の人 口 は減 少し てい ると は言 え 一億 人近 くい て︑
自殺者 は︑そ の一 ％に も程 遠い︒別に自 殺者 を賞 賛す るつ もり

横か ら締 まり のな い男 の叫び が聞 こえ た︒若い 女と 女性 警官

﹁マリ コち ゃん にさ わん なっ！ ﹂

彼の 同僚 は仲 の良 かっ た夫を 刺し 殺さ れて 失っ た︒コン ビニ

が振り 向く と︑叫 んだ 男は 口を 塞がれ︑二人 の警 官に 取り 押さ

はない が︑ いい 人は 皆︑ 死んで いっ てし まう ︒
エンス・ス トア で百 円か そこ らの チョコ レー トを 万引 きす るの
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えられ て連 れ去 られ る︒ 彼より 少し ばか り年 上に 見え る︒

れほど いる かは とも かく ︑日 常的 に軽い 気持 ちで 一般 市民 の個

﹁近所 に住 んで た子 だ﹂

はない ︒

人情報 を盗 み見 る職 員は 随分と いた︒が︑彼 女の 事を 調べ た事
なん です？ ﹂

﹁おい ！﹂
﹁：： ：： はい ？
﹁なん なん だ？ ﹂

目を逸 らし た ︒女 性警官 は ︑そ んな 彼女 の腕 を強く 引い て ︑再

伊藤 みの り︑と 思わ れる 若い 女は顔 を顰 め︑舌 打ち して 再び

す︒

び歩き 出す ︒

彼が 顎で 若い 女を 指し 示すと ︑女性警 官は 呆れ 顔で 答え を返
﹁売春 に決 まっ てん じゃ ない︒ 馬鹿 な客 です よね ﹂

それ を見 送っ て︑ ゆっ くりと 彼は 鼻孔 から 息を 吐き 出す ︒

>

﹁マリ コっ ての か﹂

十年前︑彼女 は可 愛い 女の 子だ った︒道 で会 うと 屈託 ない 笑

いる︒

似 合 わな い ブ ラ ン ドも の の 真 っ 赤な 鞄 と 雑 多な 物 が 置 か れて

あの 少女 を︑いや ︑元少 女を 連れ て行 った 女性 警官 の机上 に︑

いる︒ 彼は 何も 言わ ず︑ その場 を離 れた ︒

相棒 は淡 々と ︑事 務的 に先 程の 酔っ払 いの 取り 調べ を進 めて

を見つ めて いた 少女 の姿 を︑今 でも 彼は 覚え てい る︒

顔で︑彼 に挨 拶し てく れた もの だ︒愛ら しい 浴衣 姿で 線香 花火

﹁どう せ本 名じ ゃあ りま せんよ ﹂
女は 目を 逸ら し︑カ ウン ター の端を 睨み つけ てい る︒は っき
りとし た大 きな 瞳に は濃 くアイ ライ ンが 引か れ︑ぽっ ちゃ りと
した唇 は毒 々し い口 紅が こびり つい てい た︒が︑頬は 幼児 の様
にふっ くら とし てい る︒
﹁みの りだ ﹂
﹁：： ：え ？﹂
女性 警官 が聞 き返 す︒ 女も不 審げ に彼 を見 た︒

ム手帳 ︑携 帯電 話︑ スト ップウ ォッ チ︒

口紅︑パン ダの 絵が 描か れたタ オル︑黒い 革の 財布 とシ ステ

﹁ちょ っと︑まさ か︑シ ステ ム使 って女 の子 の住 所調 べた りし

﹁何？

﹁伊藤 みの りだ ︒太 平に 住んで る： ：： いや ︑住 んで たか な﹂
てんじ ゃな いで しょ うね ﹂

﹁さっ きの ソー プの 女の ですよ ﹂

﹁この スト ップ ウォ ッチ が？﹂

ソー プの 女︒ 浴衣 と線 香花火 ︒

こ れ﹂

﹁馬鹿 言う な﹂
警察 署に 蓄積 され た個 人情報 は膨 大な もの だ︒それ を悪 用し
ようと 思え ば恐 ろし い話 になる だろ う︒そこ まで やる もの がど
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﹁あれ ︑知 らな いん です か？﹂
﹁何を ？﹂
﹁それ ︑何 分で イカ せる かって 勝負 すん です よ﹂
この 世は 地獄 だ︒ いや ︑地獄 より 惨い 場所 だ︒
彼 が生 まれ た頃 ︑ 既に 世の 中は 大き く変 わ ろう とし てい て︑
犯罪件 数も 増大 して いた ︒一 年間 で百六 十七 万件 以上 の刑 法犯
が認め られ たと 犯罪 白書 に書か れて いた のを 覚え てい る︒
が︑今︑そ の数 は激 増し た︒昨 年度 の刑 法犯 認知件 数は ︑八
百五十 万件 を越 えた ︒三 ・七秒 に一 件の 割合 だ︒
スト ップ ウォ ッチ を手 に取り ︑ボ タン を押 す︒
一︑ 二︑ 三： ：：
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