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離脱者

け︒だが ︑何をや りた いか は言 わな い︒それ がで きる かど うか

分から ない から︑今は 言い たく ないと︒決意 は以 前か ら既 に固

まって いた のか ︑担 当の 仕事 は完 璧なま でに マニ ュア ル等 が整

備され︑いつ でも 引継 ぎが でき る態勢 にな って いた︒思い つき

行雲

Ｍは退 職し た︒

の突発 的行 動で はな かっ た︒この 就職難 の時 代に 仕事 を辞 めて

大島
入庁 して 三年 ︑す っか り仕 事も 覚えて 若手 の戦 力の 中で も期

まで︑やり たい事 とは 何か ︒司 法試験 か︑音楽 活動か ︑冒 険旅

それ 以上 ︑何一 つ語ら ぬま ま ︑Ｍ は職 場か ら消え た ︒心 配し

待され てい たＭ の退 職は ︑傍 から 見れば 不思 議で なら なか った︒
先輩と も楽 しげ に飲 みに 行った りし てい た︒仕事 自体 で言 えば

た先輩 が後 日︑自宅 に電 話する と︑電話 は通 じな くな ってい た︒

行か︒

尚更︑未 熟ゆ えの 失敗 はあ った ものの︑非常 識な 事は 何一 つと

いつの 間に か引 っ越 して いたの だ︒転 居先 は分 から ない︒仲間

Ｍは職 場の 人間 関係 で何 の問題 も起 こし ては いな い︒上司 とも

してせ ず︑同 じ過 ちを 繰り 返さ ないば かり か︑旧 習打 破の 事務

内でＭ の消 息と ︑退 職の 理由が 喧し く話 題に され た︒

いる のか ︒ど れも 根 拠の ない 興味 本位 の噂 だ った ︒い つし か︑

職場 の誰 かと 不倫 でも してい たの か︒実は 横領 をし て逃 げて

改善に まで 手を つけ る積 極さま で持 ち合 わせ てい た︒どん な事
態にも 挫け る事 ない 強い 精神と ︑残業続 きの 繁忙 期に も壊 れな
い強い 身体 で︑ 安定 した 実力を 発揮 して くれ てい た︒

その 頃︑Ｍ は誰 にも 教え てい ない新 居で︑黙々 と身 体を 鍛え

話題は 別の もの へと 移り ︑Ｍの 事を 語る 者は いな くな った ︒

由が書 かれ てい ただ けだ った︒上司は Ｍに 事情 を訊 き︑優 秀な

ていた︒図書 館や イン ター ネッ ト・カフ ェで 様々 な情 報を 収集

一身上 の理 由︒退 職願 には︑使い 古され た理 由に なら ない 理
部下の 慰留 に努 めた が︑Ｍは 沈黙 して多 くを 語ろ うと はし なか

した︒

中東 では 民族 と宗 教が ︑信 仰と いう名 の下 で不 寛容 と暴 力に

勢いで ︑脳 髄に 雪崩 れ込 んでい たか らだ ︒

事の前 の小 事だ った ︒世 界の 悲鳴 がＭの 鼓膜 を突 き破 らん かの

仕事 への 不満︑職場 の人 間関 係︑そん なも のは Ｍに とっ て大

Ｍは 自分 の決 意を 強固 にして いっ た︒

った︒Ｍ は送 別会 の席 でも 微笑 して皆 に礼 を言 うば かり で︑退
職の真 意を 語る 事は なか った︒
仕事 への 不満 が原 因で はない ︒職場の 人間 関係 が原 因で はな
い︒健 康上 の問 題が 原因 ではな い︒
やり たい 事が ある から ︒
Ｍを 育て てき た先 輩職 員の詰 問に ︑漸 く語 った 言葉 はそ れだ
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よって 人々 を支 配し てい た︒こ の国で は︑能 無し の政 治家 と役
な窒息 感︒

ゆっく りと︑徐々 に社 会の 首が 締めら れて ゆく︒気の 狂い そう

朝 ︑尿意 を催 した ︒通 勤電 車の 中︑睡魔 に襲 われ た︒仕事 中︑

どんな に嫌 って も︑ 自分 は人間 だっ た︒ 皆と 同じ 人間 だっ た ︒

球の 人間 であ る事 ︑ それ がＭ は嫌 だっ た︒ 嫌 で堪 らな かっ た︒

この 国の 国民 であ る事︑この社 会の 構成 員で ある 事︑こ の地

人が中 身の ない 言葉 を弄 び︑民 衆は一 時の 享楽 で目 を瞑 る︒赤
子が床 に叩 きつ けら れ︑夫 が妻 に毒殺 され︑道端 で無 差別 に通
行人が 刺し 殺さ れる ︒
人間 じゃ ない ︒人 々は 叫んだ ︒
人間 だか らさ ︒Ｍ は呟 いた︒

菜を食 べて いる︒牛の 脳味 噌が スポン ジ状 にな って︑泥酔 した

た︒めだ かが いな くなっ た ︒雀 が少 なく なっ た︒農薬 塗れ の野

ーカ ー︑ 不倫 ︑民 族 浄化 ︑国 境紛 争︑ 宗教 ︑ 神︑ 権力 ︑盗 聴︑

核爆 弾 ︑サリ ン ︑ミサ イル ︑ナイフ ︑時限 爆弾 ︑賄 賂︑スト

それ が嫌 だっ た︒

空腹を 感じ た︒ Ｍは 人間 だった ︒間 違い なく 人間 だっ た︒

サラリ ーマ ンの 様に まと もに歩 く事 もで きな い︒脳味 噌が スポ

コンピ ュー ター ウィ ルス︑革命 ︑カス トロ ︑共 産党︑イス ラム

自分 達が 人間 であ る事︑それ が問題 だっ た︒そ れが 原因 だっ

ンジ状 にな って ︑ま とも に歩け ない のは 人類 だ︒

原理主 義︑ナショ ナリ ズム ︑グ ローバ リズ ム︑資本主 義︑自由
内側 から は変 えら れな い︒

怒りを 抑え て生 きて きた ︒忍耐 に忍 耐を 重ね て働 いて き た ︒
れた ︒ま た ︑国会 議員 が収 賄で 逮捕 され た︒法律 も条 例も 整備

我慢 なら ない ︒

主義︑ 死刑 制度 ︑少 年犯 罪︑風 俗業 ︑人 身売 買︑ 革命 ︒

されて いく のに ︑世 の中 は一 向に 良くな らな いど ころ か悪 くな

守る べき 法律 はな い︒ 安住す べき 社会 はな い︒

だが ︑もう 限界 だった ︒乳児 が強 姦さ れた ︒結 婚式 が爆 撃さ

るばか りだ ︒社会 の中か ら ︑法 規に 乗っ て︑内か ら改 善し てい

生活 感の ない 部屋︒汚れ た窓 ガラス︒傷だ らけ のフ ロー リン

グの床 に齧 りか けの 林檎 が転が り落 ちて いる︒Ｍは︑それ を裸

く希望 は失 われ た︒
うわ 言の 如く 口に される 改革 とい う言 葉は ︑何 一つ 変え られ
する︒本 当に 世の 中を 変え よう という 気持 ちな どあ るの か︒自

下で蒼 く過 ぎる︒押し 殺し た吐 息が︑噛 みあ わせ た歯 の隙 間か

眼に 優し さは ない︒死ん だ様 な鬼火 の如 き眼 光が︑裸電 球の

足の指 で弄 び︑ 部屋 の隅 へと蹴 り飛 ばす ︒

分の周 りの 狭い 世界 は確 かに平 穏で︑毎日︑同じ 事が 繰り 返さ

ら漏れ 出す︒何も ない 空間 に静 電気が 走る︒肩で 大き く息 をし

ぬまま 色褪 せて いく︒誰も が総 論に賛 成し︑誰も が各 論に 反対

れて ゆく ︒そ の奥 底 で︑ 毎日 ︑同 じ過 ちが 繰 り返 され てゆ く︒
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た︒
我慢 なら ない 窒息 感︒
誰に も言 わず 許可 を取 って ︑地 道に練 習し てき たラ イフ ル銃
を手に 取り ︑鏡 の前 で構 えた︒
銃口 を鏡 の向 こう の自 分に向 けた ︒
引き 金に 指を かけ る︒
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