ミロク
作・やの ひでのり
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※シダッ タ︑佐竹 は同一人 物が演じ ること︒
同じく ダイバダ ッタは小 林を︑ア ルバート
は啓 介を︑ジ ーザスは 柴を演じ るのが望 まし
い︒

第一部
１場
あ る場所︒

ブッ ダ 人々 は私に会 うのが容 易でない と分
か れば︑私 を見たい と渇望し ︑私から 教え
られたこ とを心に 止めるだ ろう︒そ して育
てら れた善根 は︑人々の 幸いとな り安心と
な る︒それ を信じて 私は入滅 した︒
しかし︑ 人類とい う者は愚 かなもの よ︒互
いに殺 し合い︑ 自ら滅び の道に進 んだ︒そ
して 私に対す る信仰も 否定しは じめた︒
シャー リプトラ が︑現れる ︒

暗 転︒

シ ャーリプ トラ ブ ッダよ！ 緊急事 態で
す︒
ブッダ ここに は来るな といって おいたは ず
︱︒
シャーリ プトラ マ イトレー ヤが︑お りませ
ん︒
ブッ ダ マイ トレーヤ ︒ミロク がいない と︒
シ ャーリプ トラ は い︒トソ ツテンに は誰も
おりませ ん︒
ブッダ 探せ！ 徹底的 に探せ！
シ ャーリプ トラ はい ︒すでに やってお りま
す︒しか し︑どこ にもおら んのです︒ もぬ
けの殻 です！ 私が早く 気がつけ ば良かっ
たの ですが︒
ブ ッダ ミ ロクめ・ ・・︒私 を裏切っ たのか︒

２場

木枯 らしの吹 く夜︒
サ イレンの 音がする ︒
シダッ タ 怖い よ︒サイ レンの音 だ︒きっ と
僕を 迎えにき たんだ︒
父１ シ ダッタ︑あ れは風の 音だ︒気 にする
な︒
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シ ダッタ 僕 ︑捨てら れるんだ ︒きっと 母さ
んが僕を いらない って言った んだ︒
父１ そんなこ とあるわ けないじ ゃないか︒
母さ んは優し い人だ︒
シ ダッタ 優しい？ いつも 僕はぶた れたよ︒
母さんは 僕のこと が嫌いだ ったんだ ︒ 僕 は
もう 必要ないん だ︒
父 １ あれ を呼ぶに は両親のサ インが必 要な
んだ︒大 丈夫︒父 さんはサ インなん かして
ない︒
シダ ッタ だ って︒・ ・・父さ んはもう 市民
じ ゃないん でしょう ︒
父１ そ うだ︒準 市民だ︒
シダ ッタ 昨 日カズヤが 連れて行 かれた︒ カ
ズ ヤの父さ んは税金 が払えな くて準市民 に
された︒ 準市民の 子供は間 引きの対 象にな
るんだ ︒だから 僕も・・ ・︒
父１ カズヤ 君が？ 本当か︒
シダッタ 本当だよ ︒僕たち 公園で遊 んでた
んだ︒ 連れて行 かれた︒僕 たちの目 の前で
だよ ︒
父 １ かわ いそうに ・・︒
シダッタ 今度は きっと僕 だよ︒僕 が選ばれ
るんだ ︒
父 １ シダッ タは明日 で１５だ ろう︒１ ５に
なれば準 市民だ︒ 人として扱 われる︒ 連れ
て行か れること なんてな い︒
シダ ッタ カ ズヤは先 月１５に なった︒ でも
連 れて行か れた︒き っと法律 が変わっ たん
だよ︒
父１ 法律は変 わってい ないよ︒
シ ダッタ どうして僕 たち子供 ばかりが こん
なひどい 目にあう の︒怖く て外も歩け ない
よ︒
父１ なにも かもあの 日から変 わった︒ 放射
能 ︑食料不 足︒それ に女性の 数は極端 に少
なくなっ た︒だか ら男は必 要なくな ったの
さ︒
シ ダッタ カズヤは 僕にとっ て必要だよ ︒僕
の一番の 親友だっ たんだ︒
父１ 明日︑父 さんが役 所にいっ て掛け合 っ
てや る︒これ でも父さ ん︑昔は たくさん の
税金を納め たんだ︒ 市長から も表彰さ れた︒
だから な・・・ カズヤ君は 明日にで も帰っ
てく るよ︒
シ ダッタ 本当？
父１ あ あ︒
シダッ タ 絶対 に︒
父１ 絶対だ ︒約束す る︒
シダッタ ・・・よ かった︒
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父︑ ドアを開 けて出て ゆく︒
シ ダッタは ドアにチ ェーンを かける︒
シダッタ ︑寝床に 入り毛布 をかぶる ︒
眠れ ない︒

父 １ もう眠 りなさい ︒ほら︑ サイレン の音
は聞こえ ない︒・ ・・いいね ︒明日に なれ
ばおま えも１５ だ︒一人 前だ︒お びえるこ
とも ない︒
シ ダッタ はい︒
父１ じ ゃあ︑父 さんは仕 事に出か けるよ︒
日が 昇るまでに は帰って くる︒戸 締まりを
し っかりし て︒
父１ い ってらっ しゃい︒

３場

誰？

ドアをノッ クする音 ︒
シダ ッタ

父 さん︑忘 れ物？

再びノッ クをする 音︒
シ ダッタ
ドアは 何度もノ ックされ る︒
シ ダッタ 父さんか ら言われ てるんだ ︒夜は
扉を開け ちゃいけ ないって ︒
母の声 シダッ タ︒
シ ダッタ ・・・母さ ん？
母の声 シダッタ ︒
シダッ タ 母さ ん︒どう したのこ んな夜遅 く︒
母の 声 早く 開けなさ い︒シダ ッタ︒
シ ダッタ わかった 母さん︒ ちょっと 待って
て︒
シ ダッタは ドアのチ ェーンを 外す︒
ドアが開 く︒
長い棒 を持った 看守が立 っている ︒
看守 ここ は３２番 地に間違 いないね ︒
シダッ タ 母さ んじゃない ！
看守 君はま だ︑１４ 歳だね︒
シ ダッタ 母さん︒ 母さんは どこ？
看守 母 さんは家 にいるよ ︒さっき の声はテ
ープだ ︒
シダ ッタ 畜 生！ だ ましたな ！
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看 守 さあ︑ 表のトラ ックに乗 るんだ︒
シダッタ 帰れ！
看守 トラック に乗りな さい︒素 直に言うこ
とを 聞くんだ ︒
看守︑シ ダッタと ︑もみ合 う︒
シ ダッタ いやだ！
看守 お となしく しないか ︒
シダッ タ 父さ ん！ 父 さん！
男 は棒のよ うな物で シダッタ を殴る︒
鈍い音︒
・・父さ ん・・・ 助けて︒父 さん︒

トラックの 音︒サイ レンの音 ︒

暗転︒

シ ダッタ

４場
集会室 ︒
バ タンバタン という機 械の音︒
暗闇の中 ︑沢山の 子供たちが うずくま っ
ている ︒
シダ ッタは倒 れて眠っ ているが ︑やがて
目 を覚ます ︒
シダッタ ︑頭の包 帯に気が ついて手 を当
てる︒ 首には１ ０２５７ という認 識番号
が かけられ ている︒
ジョン 抵抗し たのか︒
シダ ッタ え ？
ジ ョン 顔 が傷だら けだ︒
シダッタ ︵顔に 手を当て る︶︒
ジョ ン 馬鹿 だなあ︒俺 はすぐに 観念した ね︒
逆 らっても どうしょ うもねえ からな︒・ ・
おまえ︑ いくつだ ︒
シダッ タ １４ ︒でも明 日には１ ５になる ん
だ︒
ジョン 明 日になれ ば助かる とでも言 うのか︒
︵笑う ︶おれは １６だ︒
シダ ッタ そ うなの？
ジ ョン 年 なんて関 係ないの さ︒１５ になれ
ば大丈夫 だってい うのは大 嘘さ︒今 年も食
料がと れなかっ た︒放射 能ってや つのおか
げだ ︒御上は 食いぶち を減らす のに躍起 に
なってる んだ︒

‑4 ‑

立 て！

全 員立て！

部屋 が明るく なり︑看 守が現れ る︒

シ ダッタ ・ ・・︒
ジョン おまえ馬 鹿だなあ︒ そんなに 顔に傷
をつけ て︒もら い手がい なくなる ぞ︒
シダ ッタ も らい手？
ジ ョン そ うさ︒南 部の金持 ちがな︒ 俺たち
を買いに くるのさ ︒見栄え が良くな くちゃ
買い 手がつかな い︒わか るだろ︒ 小さい奴
ら はすぐに 里親がつ く︒育てが いがある か
らな︒で も俺たち みたいな 年寄りは 駄目だ︒
ほら︑ あそこに 座ってい るやつを 見てみろ ︒
あい つは栄養 失調で耳 が聞こえ ないとさ ︒
お まけに目 もよく見 えないと きてる︒ あい
つみたい になった ら絶望的 だ︒
シダ ッタ こ こは・・・ ︒
ジ ョン そ うだよ︒ 噂に聞く 収容所さ︒ この
部屋だけ じゃない ︒他には ︑まだま だ︑俺
たちみ たいのが わんさか いるらし い︒知っ
てる か？ 収 容所での 俺たちの 命は３日 だ︒
それまでに 里親が見 つからな いと俺た ちは
処分さ れる︒
シダ ッタ ３ 日？ そ んな︒
ジ ョン ま ︑今更じ たばたし てもしょ うがな
い︒あき らめな︒ お迎えが きちまっ たんだ
から︒
シ ダッタ ・ ・・︒
ジョン 俺たちは 同期だ︒一 緒に捕ま ったん
だから な︒だか らもし︑ 里親がみ つからな
かっ たら終わ りも一緒 ってわけ だ︒
シ ダッタ ・・・︒
ジョン よろしく ︑俺はジ ョンって 言うんだ ︒
おまえ は？
シ ダッタ シダッタと いいます ︒
ジョン シダッタ ・・・︒

看守

皆 ︑ぞろぞ ろと立つ ︒

看守 諸君︒ 午後一時 より面接 を開始す る︒
持ち時間は 一人一分 だ︒面接 してくだ さる
お方は 君たちを 救ってくだ さる偉い お方だ︒
なに ぶんそそ うのない よう︒で は︑それま
で 待機する ように︒

看守 ︑去る︒
皆︑へた へたと座り 込む︒
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シダッタ 何？ 面接って︒
ジョン 里親だ よ︒この 面接に受 かると釈放
って わけだ︒
シ ダッタ 僕にはお 父さんが いる︒
ジョン 馬鹿︒も う家族な んて関係 ない︒お
前の 家族はお前 を見捨て たんだ︒ だからこ
こ にいるん だぞ︒わ かってない な︒
シダッタ 父さん が・・・ 嘘だ︒な にかの間
違えだ ︒
ジョ ン ︵皆 に︶おい ！ 俺た ちはラッ キー
だ ぞ！ １ ００人は 買ってく れるそう
だ！︵シ ダッタの 首の認識 番号の札 を見
て︶ ふうん︑ １０２５７ か︒おれ は１０２
７ ０番だ︒ 近いな︒
皆︑ざ わつく︒
シダッタ ジョン︑ そんなを 話どこか ら︒
ジョン 昼飯の 時看守がし ゃべって るのが聞
こえ たんだ︒ 間違いな い︒
シ ダッタ そうなん ですか︒ １００人 も助か
るんです か︒
ジョン おまえ ︑見た目 ︑品がよ さそうだ か
ら な︒もしか して気に 入られる かもしれ な
いぞ︒頭 の包帯は 取った方が いいな︒ 印象
をよく しないと な︒
シダ ッタ は い︒
看守の笛 の音︒

暗 転︒

ジ ョン 早 速オーディ ションだ ︒お互い ︑健
闘を祈ろ うぜ︒
シダッ タ はい ︒

５場
面接室 ︒
ピー という看 守の笛の 音︒
５人が︑看 守と富豪 の前に立 つ︒
看守 次︑１ ０２５６ 番から１ ０２６０番 ︒
富 豪 本日 君たちの なかから １００名 ︒私の
養子とし て迎え入 れるつも りだ︒あ あ︑何
度も同 じ事をい うのは面 倒だ︒き みが言い
いた まえ︒
看守 私 が︑ですか ？
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富 豪 さっき から何度 も聞いて るだろう ︒言
え︒
看守 は︑では ︑私が︒ 本日︑君 たちの中か
ら１ ００名︑ 養子とし て迎えら れる︒そ れ
で ・・・私 は︑いや ︑慈善事 業を︑い や・
・・︒
富豪 何を言っ とるのか ね︒
看 守 失礼 しました ！
富豪 も ういい！ さがり たまえ︒
看守 は︒
富豪 諸君︒ わかって いると思 うが︑私 は慈
善 事業をし ているわ けではな い︒私の とこ
ろにきた ら︑家族 として︑ いや社員 として
厳し く働いて もらう︒い いね︒も し︑やる
気 がないな らここで 辞退して もらってか ま
わない︒ 辞退者は いますぐ 退出した まえ︒
間︒
富豪 退出者な しか︒いい だろう︒ よし︑全
員裸 になれ︒ ・・・ど うした︒ 裸になるん
だ ︒早くし ろ︒
皆︑お そるおそ る裸にな る︒
富 豪は体のあ ちこちを 触る︒
富豪 ん︒決め た︒これ にする︒
看守 質疑応 答の方は ︒
富 豪 面倒 だ︒これ でいい︒
看守 し かし手続 きという ものが・ ・・︒
富豪 ・・・︒
看 守 いや ︑失礼しま した︒で は発表す る︒
今から呼 ばれる者 は合格だ ︒ここに残 りな
さい︒ １０２５ ６番︑１ ０２５８ 番︒１０
２５ ９番︑１ ０２６０ 番︑以上 ︒呼ばれ た
も のはあち らの部屋 にすぐ移 動するこ と︒
移動！
・・ ・ああ︑ 服は︑手に 持って行 きなさい ︒
シダッタ 以外の者 の子供は 去る︒
富豪 後︑何 人だ︒
看守 ７６ 名ほどお りますが ︒
富豪 ７６？ まだまだだ な︒そう だ︑最初
から 裸で面接 してくれ ︒それか らいちいち
説 明はせん ︒体だけ 見れば十 分だ︒
看守 し かし︑規 則では・ ・・いや 失礼しま
した︒
富豪 私は疲 れた︒飯 にするぞ ︒
看守 は ！ では︑ 休憩にし ます︒休 憩！
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看守︑ 富豪が去 る︒
シダ ッタ一人 で呆然と する︒

で は︑こちら にどうぞ ︒

６場
夜︒集 会室︒何 人かの子 供たちが 毛布に
くる まって寝 ている︒
シダッタ ︵ささ やく︶ジ ョン︒も う寝ちゃ
った ？ ジョ ン︒
ジ ョン あ あ︒起き てるよ︒ 眠れないの か︒
シダッタ はい︒
ジョン 心配す るな︒こ んなとき 眠れる方 が
おか しいんだ ︒
シダッタ ・・・︒
ジョン しかし ︑おまえは いけると 思ったけ
どな ︒ま︑気 にするな ︒明日も チャンスは
あ る︒それ にしても 人を裸に しやがっ てな
んだと思 ってるん だ︒あの ホモやろ う︒
シダッ タ 僕た ち後２日 ですね︒
ジ ョン これ やるよ︒
シダッタ チョコ レート・・ ・︒
ジョン 食堂か らくすね てきた︒
シダ ッタ い つの間に ・・・︒
ジ ョン ・ ・・シダ ッタ︑食 わないの か︒お
前︑夕飯 食わなか っただろ ︒駄目だ ︒空腹
だとも っと眠れ ないぞ︒ 眠らない と顔色が
悪 くなる︒ 明日のオー ディショ ンに影響 が
するぞ︒ さ︑これ 食べてさ っさと寝ろ ︒
シダッ タ うん ︒ありが と︒
シ ダッタ︑ チョコレ ートを食 べる︒
シダ ッタ 聞 いていいで すか︒
ジ ョン な んだ︒
シダッタ どうし てそんな に平気で いられる
んです か︒僕に は理解で きない︒
ジョ ン 平気 ︒平気な もんか︒ 俺だって 怖い
さ︒空元気 だ︒
シダッ タ そう なんですか ︒
ジョ ン 死ん だ親父が 言ってた ︒男は死ぬ と
わ かってい ても最後 まで闘わ なければ 駄目
だ︒決し てあきら めるな︒ ってな︒
シダッ タ お父 さん︑亡 くなった の？
ジョ ン ああ ︑でも母 親がすぐ に金持ち を見
つけて再 婚した︒だ から今は ︑親父は いる
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立て！

全員立て ！

朝︒
集 会室︒看 守が入っ てくる︒

と いえばいる ︒
シダッタ 僕たち 闘えるんで すか︒
ジョン お前︑ 神を信じ るか？
シダ ッタ 神 ？ 神様 ですか︒ 神様はも うず
い ぶん前に 死んだと ︑父がい ってまし た︒
ジョン 俺は信じ てるぞ︒ 神はいる ︒きっと
だ︒
シ ダッタ もしかし てミロクの ことです か︒
ジョン ミロク？ あれは 偽物だ︒ 俺たちが
おとな しくして いるよう に政府が 作り上げ
た神 だ︒ミロ クなんて くそくら えだ︒俺 は
最 後まで闘 ってやる ︒
ジョン 闘う？ どうやっ て︒武器 の一つも
ない じゃない ですか︒
ジ ョン そ れは自分 で考える んだ︒俺は 俺の
やり方で 闘う︒ま あ︑みて ろよ︒

７場

看守
皆︑立つ ︒
看守 今日は 面接の予 定はない ︒諸君は 明日
ま で待機す ること︒ 以上！
あたり がざわめ く︒
声 を上げて 泣く者もい る︒
看守︑紙 をめくり ながら︒
看守 静かに しろ！ 静かにす るんだ！
１ ０２５７ 番︑１０ ２５７番 ！ いる か？
シダッタ はい︒
看守 こっち にこい︒
シダッタ ︑歩み寄 る︒
ひとり の子供が 大声を上 げて﹁助 け
て！ ﹂と看守 にすがる ︒
看守 うるさい ！ 静かに しないか ！︵子供
を蹴 る︒子供 は転がる ︒︶本日 面接がない
の は我々の 責任では ない︒収 容所に収 監さ
れた者は ３日間の 猶予期間 を経て処 分され
る︒つ まり︑面 接を通し て里親が 見つから
ない 場合・・ ・諸君た ちの場合 ︒明日の 面
接が最後 の面接にな る︒これ は環境衛 生法
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面会だ ︒入れ︒

面接室 ︒
暗い 小さな部 屋︒
中 央をガラ スで二つ に仕切ら れている ︒

シダ ッタと看 守︑去る ︒
子 供たちが いっせい に泣く︒

第 ２５条によ るものだ ︒
・・・１ ０２５７ 番︒ついて こい！

８場

看守
シダッタ の父さん がいる︒
シダ ッタ 父 さん！
父１ シダ ッタ！
シダッ タ 父さ ん︑やっぱ り来てく れたんだ
ね︒ 早く僕を 出して︒
父 １ ・・ ・︒
シダッタ 父さん ︒寒いん だ︒もう 我慢でき
ないよ ︒
父 １ すまん シダッタ ︒なんと かしよう とし
たんだ︒ ・・・す まん︒
シダッ タ 父さ ん︒
父１ すまん ・・・︒
シ ダッタ ・・・父 さん・・ ・明日僕 は処分
される︒ 助けて︑ 助けて︒ ︵泣く︶
父１ わかって る︒わか ってるさ ︒父さん ︑
明 日中に必 ず金をつく る︒そし て永久市 民
権を得る ︒永久市 民の子供 は施設に送 られ
ること は絶対に ないから ね︒
シダ ッタ ・ ・・︒
父 １ シダ ッタ︑も う泣くな ︒必ず助 けてや
る︒明日 ここから 出してや る︒
シダ ッタ ・ ・・︒
父 １ シダ ッタ・・ ・父さん を信じて待 って
いてくれ ︒

９場
夜︒ 集会室︒
ジョン 畜生︒昨 日は１０ ０人もシ ャバに出
られた って言う のによ︒ ついてね えなあ︒
まさ かオーデ ィション すらない とはな︒
・・・さ っきおまえ 面会室に 連れて行 かれ
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朝︒
集会室︒
立て！

立つん だ！

た な︒誰と会 ったんだ ︒
シダッタ 父です ︒
ジョン 親父か ︒・・・ それで何 だって︒
シダ ッタ 永 久市民権 を明日ま でに取っ てく
る って︒そ れでここ から僕を 出してく れる
って︒
ジョ ン そうか ︒それは よかった ︒本当に よ
か った︒
シダッタ でも︑ 永久市民 権なんて そう簡単
にとれ るものな んでしょ うか︒
ジョ ン ・・ ・さあね ︒
シ ダッタ 永久市民 権を取る とその家 族は死
ぬまで保 証される ︒シェル ターが用 意され︑
放射 能汚染の ない︑地下 都市に住 むことが
で きる︒で も︑そん なお金︑ うちにはな い
はずだ︒ 父さんが 今の仕事 を一生続 けたと
しても ・・・・ とてもじ ゃない︑ 無理だ︒
でも 父さんは 約束して くれた︒
ジョン ・ ・・︒
シダッ タ もし かして︑僕 を慰めて くれただ
けな のかな︒ 父さんは ︑僕が怖 くて眠れな
い のを分か って嘘を ついてく れたのか ︒
ジョン シダッタ ︒もうい い︒
シダッ タ 嘘な んだ︒永 久市民権 なんて嘘 だ
っ たんだ︒別 れの挨拶 にきっと ︱︒
ジョン 黙れ！ もう寝ろ︒
シダッ タ ・・ ・︒

１０場

看守

皆︑毛布 にくるま ったまま ︑立たな い︒
看 守 諸君 ︑本日午 後１時よ り面接を開 始す
る︒わか ってると 思うがク ライアン トは君
たちを 救ってく ださる偉 いお方な のだから
くれ ぐれもそ そうのな いように ︒

１１ 場
面接室︒
女︑ 太ってい て醜い︒
強い香水 のにおいが する︒
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女Ｍ い やあね︒ この子︒皮 膚病ね︒ 私にう
つさな いでよ︒ あっちい って！
看守 次︑１ ０２５０ ︒一歩前 にでなさ い︒
女 Ｍ うー ん︒ルッ クスはま あまあね ︒でも︑
背丈がち ょっとほ しいわね ︒私︑大 きな子
がほ しいのよ︒
看 守 次︑ １０２５ ７番︒
シダッ タの一歩 前に出る ︒
女 Ｍ あら ︑この顔 の傷︑ど うしたの ︒けん
かでもし たのかし ら︒いや ーね︒で もいい
わ︒ 男の子は 多少はやん ちゃなと ころもな
い とね︒
シダッタ ・・・ ︒
女Ｍ あなた︑ 楽器弾け る？
シダ ッタ ・ ・・︒
女Ｍ ピア ノなんか できると うれしい んだけ
ど︒ど う？ 弾 ける？
シダ ッタ ・ ・・︒
看 守 １０ ２５７番 ︒答えな さい！
シダッタ ギター なら少々 ︒小さい 頃︑父か
ら教え てもらっ てました から︒
女 Ｍ ギター ？！ 下 品ね︒だ めよ︒ピ アノ
じゃない と・・・ 残念ね・・ ・次︑お 願い︒
シダッ タ ・・ ・︒
看守 次︒１ ０２７５ 番︒
女 Ｍ いい 体してる わ︒タイ プよ︒で も︑ル
ックスが いまいち ね︒・・ ・ちょっ と︒
看守 は︒
女 Ｍ ︵看 守に耳打ち をする︶ いいわ︒
看守 は ︒では︒ ・・・こ の中では合 格者な
し！ 全員退出 しなさい ︒
子 供たち︑ 皆︑ざわ めく︒
突然︑子 供達が叫 ぶ︒
子 供１ 冗 談じゃね え！ 俺 たちをなん だと
思ってる んだ︒
子供２ そうだ ！ 売り 物じゃな いんだ！
看守 静かに ！ すぐ に退出し なさい！
子供１ 馬 鹿野郎！ もう俺 たちには 後がな
いんだ ︒
子供 ２ どう して俺た ちなんだ ︒俺たちは な
ん にも悪い ことして ないじゃ ないか！
看守 静 かに！ 痛い目に あいたい のか︒
子供３ 痛い目 ？ 会わ せてもら おうじゃ な
いか ︒どうせ おれたち ゃ殺され るんだ︒
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子 供達︑﹁そ うだそう だ！﹂な どとなじ
る︒

子 供︑全員 暴れ始め る︒
看守と︑ もみ合っ ている︒
非常ベ ルがなる ︒

子供 ４ おま え︑いっ たい何者 だ︒何の 権利
が あって俺 たちに命 令する︒
子供５ いってみ ろよ！ おまえは 市民なん
だろ ︒おれの家 は貧しか った︒そ れだけで
準 市民にさ れたんだ ︒それだけ だ︒どう し
て殺され きゃなら ねえんだ ！
看守 黙れ！
子供 １ みん な！ 犬 死にした くないよ な！
全 員 そう だそうだ ︒
子供１ やっちま え！

１２場
集 会室︒
ジョン シダッ タ︒やる じゃねえ か︒
シ ダッタ ジ ョン︒
ジョン 聞いたぞ ︒おまえら のグルー プ︒看
守にた てついた んだって な︒
シダ ッタ う ん︒
ジ ョン お かげでオ ーディシ ョン︒俺 のとこ
ろまで順 番が回っ てこなか ったよ︒ ︵笑
う︶
シ ダッタ ごめん・・ ・︒
ジョン なに言っ てるんだ ︒おまえは 立派に
闘った ︒それで いい︒
シダ ッタ 闘 った？
ジ ョン そ うだ︒闘 った︒
シダッタ 僕は闘 ってなん かない︒ 僕は︑僕
は・ ・・何の 役にも立た なかった ︒
ジ ョン お まえたち が暴れた ことはすく なく
とも何か の役に立 つ︒きっ とだ︒い つか︑
きっと だ・・・ ︒
シダ ッタ ジ ョン︒僕 たちはあ と数時間 後に
処分される んだよ︒ いつか役 に立つん じゃ
意味な いじゃな いか︒
ジョ ン ・・ ・・︒
シ ダッタ ジョンは どうやっ て闘うの さ︒確
か︑僕に そういっ たよね︒ どうする のさ︒
ジョン ・・・ ・︒
あたりが ざわめく︒
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看 守が入って くる︒
看守 本日︑午 後５時よ り政府セ バス教会よ
り牧 師様がお いでにな る︒君た ちを慰め に
い らっしゃ るのだ︒ 牧師様は 永久市民 の中
でも最も 偉いお方 の一人だ ︒くれぐ れもそ
そう のないよう に︒
・ ・・︵紙 をめくり ながら︶１ ０２５７ 番︑
こちらに きなさい ︒
シダッ タ はい ︒
看守 ついて こい︒
皆がシダ ッタを見 つめる︒
シダ ッタと看 守︑去る︒

１３場
面接室︒
ドアが 開く︒
ガラ スで仕切 られた暗 い部屋だ ︒
シダッタ 父さん ？
弁護士 シダッ タ君だね ︒
シ ダッタ ・ ・・︒
弁護士 こんにち は︒
シダッ タ ・・ ・誰？
弁護 士 私は 君のお父 さんの代 理人だ︒ 本日
君 のお父さ んは永久 市民とし て承認さ れた︒
従って︑ 君も市民 として迎 えること になっ
た︒シ ダッタ君 ︒今︑す ぐに君は 釈放され
る︒
シダッタ 父さん ︑父さん はどこにい るの︒
弁護士 君の父 さんは事 情があっ てここに は
来ら れない︒
シ ダッタ どうして ？ どう してここ に来ら
れないの ？
弁護 士 それ は車の中で 話そう︒
暗闇の中 に子供達 ︒両手を 綱でつな がれ
て一列 になって 歩く︒
シダッタの 独白 長 い廊下を 歩き僕は 釈放さ
れた︒ 途中︑焼 却炉に向か う子供た ちの列
とす れ違った ︒みんな 僕を恨め しそうな目
で 見ていた ︒ふと︑ 気がつく と列の中 にジ
ョンがい た︒僕は あわてて 目を伏せ ようと
した︒ しかし︑ 間に合わ なかった ︒僕はジ
ョン に対して どんな表 情をして いいか分 か
らなかっ た︒ジョン は僕にほ ほえみか けた︒
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・ ・・
どうして だ︒こん なとき笑顔 を見せる 余裕
がある のだろう か︒わか らなかっ た︒
・・ ・・︒
い いんだ︒ 僕ひとり の力では ジョンを 助け
ることな んてでき ないんだ ︒仕方な いんだ︒
・・ ・︒
ジ ョンは僕 に最後ま で闘えとい った︒彼 だ
ってやっ ぱり闘う ことなん てできな かった
じゃな いか︒
子 供達の列 ︑去る︒

１ ４場
永久市 民の部屋 ︒
明る い︒
シダッ タの独白 悪夢のよ うな日か ら一ヶ月
が過 ぎた︒ま た元のよ うに僕と 父との二人
暮 らしが始 まった︒ でも以前 とは違う ︒僕
たちは正 式な市民 なんだ︒ もうサイ レンの
音なん かにびく びくしな くてもい い︒
住 む場所も環 境もまっ たく変わ った︒僕 た
ちには地 下都市に ある永久市 民専用の シェ
ルター が与えら れた︒人 口太陽が 照りつけ
る高 層マンシ ョンだ︒ あんなス ラム街の 掘
っ 建て小屋 とはおさ らばだ︒ 父さんが 永久
市民にな ってから すべてが 変わった んだ︒
僕たち は幸せだ ︒本当に 幸せだ︒
シダッタ ︑父１の 影に話し かける︒
シダ ッタ 父 さん︑今 日はいい 天気だよ ︒
父 １ そう か︒いい 天気か︒
シダッタ 雲一つ ない︒い い天気だ ︒すごい
ね︒ 人間って 空も太陽も 作り出せ るんだね ︒
父 さん︑今 日はなに が食べた い？
父１ う ん︑おま えが好き な物でい いよ︒
シダッ タ 父さ んは永久 市民なん だよ︒何 で
も好 きな物を 食べても いいんだ ︒
父１ いい よ︒なん でも︒
シダッ タ でも ︱︒
父１ そんな に贅沢し たくない んだ︒
シ ダッタ そう・・ ・︒
シダッタ そうだ ︒旅行は ？ 旅行 に行こう
よ︒
父１ 旅行か ︒いいな ︒
シダッタ 僕たちは どこだっ て行ける んだよ︒
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父 １ 昔はそ んな夢を 見たこと があった な︒
でも︑そ れがいつ でも出来る となると な︒
シダッ タ 温泉 ならいい でしょう ︒お風呂に
つか ると気持 ちいいよ ︒
父 １ ああ ︑そうだ ね︒温泉 がいいか な︒
シダッタ そうだ よ︒楽し まないと そんだよ ︒
僕た ちは永久市 民なんだ ︒前みた いな生活
に 戻ること はないん だから︒父 さん︑も っ
ともっと 楽しもう よ︒
父１ ああ︒
シダ ッタ そ うだ︒さ っき︑母 さんから 連絡
が あってね ︒家に遊 びにきて もいいか って︒
母さん︑ もう一度 やりなお したいっ て言っ
てる んだ︒ど うする︒
父 １ 父さ んは︑か まわない よ︒
シダッタ 僕は許 せないな ︒だって ︑母さん ︑
僕たち を捨てた んだよ︒ 今一緒に 暮らして
る男 の人︑も うすぐ市 民権がな くなるん だ
って︒都合 がよすぎ るよ︒
父１ 母さんを 助けてあげ よう︒過 去のこと
は過 去のこと だ︒
シ ダッタ 僕は収容 所で殺さ れかけた のに︒
父１ お まえ母さ ん︑嫌い か︒
シダッ タ ・・ ・大嫌い だ︒
父 １ シダッ タ︒母さ んが出て いったの はね︒
そもそも 父さんが 税金が納め られなか った
のが原 因なんだ ︒母さん のせいじ ゃない︒
シダ ッタ で も︒
父 １ シダ ッタ︒大 人になり なさい︒ そうや
ってみん な大人に なるんだ ︒
シダッ タ ・・ ・︒
父 １ シダ ッタ︑新聞 読んでく れ︒いつ もの
ようにゆ っくりと ね︒
シダッ タ はい ︒
シダ ッタの独 白 僕は 父にこう やって話 しか
け ている︒ 毎日が楽 しい︒あ のころと 比べ
ると夢の ようだ︒
シ ダッタ︑ 両手に父 １を抱え ︑テーブル
の上に置 く︒
愛おし く両手で 父１をな でながら ︒
シダッタの 独白 父 は体を売 った︒そ う︑臓
器を売 ったんだ ︒手も足も ︑心臓ま で僕の
ため に使って くれた︒
父 に残され たのは首 から上の 部分だけ だ︒
いや︑正 確には違 う︒目は 売ってし まった︒
臓器の 中で目が 一番高価 なんだ︒ 永久市民
にな るために は最後に どうして も目を売 ら
ないとい けなかった ・・・
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僕 たちは幸せ だ︒本当 に幸せだ
シダッ タは新聞 をめくる ︒
シ ダッタ 父さん︑ 驚きだよ ︒永久市 民の子
供が間違 って処分 されたこ とがわか ったん
だっ て︒こわい ね︒
父 １ 役所 のやるこ とだ︑そん なもんだ ︒
シダッタ へえ︑ おもしろ いよ︒死 んだのは
政府の 教会の牧 師の息子 だって︒ なんでも
この 街で一番 偉い牧師 さんなん だって︒ ふ
う ん︑被害 者の名前 はジョン か︒ジョ ン？
ジョン・ ・・︒
父１ なんだ ？ 知って るのか︒
シ ダッタ ・・・ま さか︒ 知らな いよジョ ン
なんて︒
二人 笑う︒
遠くで聞こ えるサイ レンの音 ︒
風の 音︒

イン ド・霊鷲

シダッタ が暗闇を 歩く︒い つの間に か︑
インド 霊鷲山を 歩いてい る︒

１５場
﹁ 西暦紀元 前３８３ 年
山﹂

大 勢の僧侶 たちがブッ ダにひざ まずく︒
中央に老 いた日の シダッタ ︑ブッダが 座
ってい る︒
ブ ッダ︵シ ダッタ︶ マイト レーヤ︒ ミロク
よ！ 今 ︑話した ような︑ こういう 世界が
理解 できるか ？
こ れは︑こ れからち ょうど３ ０００年後 に
実際に起 こる出来 事︑いや ︑起きた 出来事
なのだ ︒この意 味がわか るか︒
お前 には智慧 がない︒ 智慧とは なにかわ か
るか？
仏の智 慧は︑奥 深く簡単に は計り知 れない
もの なのだ︒ そして︑ 見極めが たく︑理解
は 困難なの だ︒たと え私の一 番弟子︑ シャ
ーリプト ラであっ てたとし ても決し てわか
らない であろう ︒
お前 はこれか らトソツ テンへ行 け︒そし て
修行を続 けるのだ︒ そのうち ︑仏とな り︑
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悟 りを得られ るだろう ︒
・・・
そうだ マイトレ ーヤ︒お 前はこれ から５６
億７ 千万年後 ︑私の後 継者とな り︑この 世
を 救うのだ ！

私はこれ から入滅 する︒

皆が ざわつく︒
ブッダ
さら に皆がざ わつく︒
ブッダ ミロクよ ︒早く行 け！ ト ソツテン
へ︒ そしてそ のときが来 るのを待 つのだ！

東京﹂

ブッダが 目を閉じ て動かな くなる︒
皆が歓 声をあげ る︒

第二部

１ ６場
﹁西暦２ ００５年

輸 入代行会 社︒
電話に向 かう営業 マンたち ︑花岡︑ 岸川︑
柴︑ 小林
事 務の女性 が二人︑ 課長と係 長︒
アルバイ ト風の男 二人︑佐 竹と啓介 ︒
茶髪の いまどき の女︑高 井︒

花岡 はい︑どう も︑失礼 いたしま す︒・・
・あ ︑もしも し︑輸入 代行のサム シングと
も うします ︒先日︑ いただい た資料案 内の
件で・・ ・
岸川 ええ︑そ れはごも っともで ・・・そ う
です ︒できた らですね ︒本日５ 時までに 振
り込んで いただいた ら・・・ ええ︑み ずほ
・東町 支店・・ ・ええ︑ 西東の東町 ですね︒
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口 座番号が・ ・・︒
柴 ︵腰 に手を当 てて調子良 さげに︶ もう︑
今しか ないです よ︒ええ ︑来週か ら値段あ
がっ ちゃいま すからね ︒・・・ ︵あまえ る
よ うに︶や りましょ うよ︒一 緒にやり まし
ょう︒ね ︒向田さ ん︒・・ ・・よし ︒決ま
った ︒ありがと うござい ます！
小 林 そう ですか︑ いらっしゃ いません か︒
・・・で したらま た都合の いい時間 に︑か
けなお します︒ ・・・え え︒どう も失礼い
たし ました︒
全員の電 話の会話 がとぎれ る︒

もどりま したよ︒
お帰り なさい︒

品のな いスーツ を着た男 ︑社長が 登場︒
後 ろに会社二 番手の布 川もいる ︒

営業マ ンたち︑ ぱらぱらと 拍手をす る︒
柴は 誇らしげ に︑営業 成績表の 自分のグ
ラ フに棒を 加える︒

花 岡 とれ た？
柴 とく とくパッ ク３０万 円︒とれ ました︒
花岡 おう！
岸川 すばら しいね︒

社長
花岡

全員︑そ れぞれと ﹁お疲れ さまです ﹂と
か︑﹁ お帰りな さい﹂と いう︒
社 長︑営業 成績のグラ フを見る ︒
社長 おお︑柴 ︑やった な︒︵握 手を求め
る︶
柴 ありが とうござ います︒
社長 柴 ︑おまえ ︑この成 績だと来 月は部長
にし てやる︒ がんがん行 ってくれ よ︒
部長で すか︑い いですね ︒
柴

社長︑ 中央一番 奥の自分 の席に座 る︒
布川 も社長の 近くの自 分の席に 座り︑な
にやら小さ な声でし ゃべりな がらダブ ル
のスー ツを脱ぐ ︒
係長 ︵女︶が 社長にお 茶を入れ ようとす
る︒
社長 高井君！ すまん ね︒お茶 入れてく れ
ない ︒コーヒ ーでいい よ︒
係長 今 ︑私が入れ ようして るのに・ ・・︒
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社 長 係長︒ 私はね︒ 高井君に 入れて欲 しい
んだよ︒ いやあ︑ 高井君︑君 の入れる お茶
は最高 だよ︒疲 れがすぱ っととれ る︒
係長 じゃあ ︑高井さ んにお願 いしよう かな︒
高 井 はい ︒・・・ あの︑社 長のカッ プは・
・・・︒
係長 ああ︑決 まってな い︒適当 でいいよ ︒
そ の辺にあ るの︒
高井 適 当？ そ の辺って ？
社長 小林！ 小林！
小林 はい︒
社 長 小林 ︑声が出 てないん だよ︒声 が︒わ
かるか︒
小林 はい︒
社 長 だか ら声がで てないっ て言ってる じゃ
ないか！ ・・・課 長︑もど りました よ︒
課長︵ 女︶ し ゃべりか けないで ください ︒
社長 課長︑ 調べてく れた？ あれ︒旧 暦の
表︑鎌倉時 代よ︑日 蓮上人の 誕生日︒
課長 ちょっと 計算中です ︒あと５ 分でいい
です から︒
社 長 ・・ ・小林！
社長︑ 小林のそ ばに歩み 寄る︒
社長 何 だよこれ は︒︵営業 成績グラ フをみ
ながら ︑小林の グラフが 全く伸び てないの
を指 して︶声 が出てな いんだよ ︒花岡を み
ろ ︒柴をみ ろ︒岸川 もみんな 声でてる じゃ
ないか︒
皆 ︑いきな り電話の声 が声高に なる︒
社長 ︵時計を みながら ︶営業部 ！ ５時 か
ら営 業ミーテ ィングだ ︒わかっ たか︒５ 時
か らだぞ！
社長 ︑佐竹の 方を振り向 き︒
社長 お お︑いい 男！ 元 気でやっ てるか？
佐竹 はい︒元 気です！
社長 いい男 だねえ︒ アルバイ トにしと くの
もったいな い︒社員 にならん か︒え︒ 給料
今の倍 になるぞ ︒
佐竹 いえい えまだ僕 なんて︒
社 長 ほん と︑いい 男だね︒
佐竹 あ りがとう ございま す︒︵は つらつ
と︶社 長も元気 ですよね ︒
社長 そうか ︑俺はな ︑パナク ルってい って
な︒海外 のすごいサ プリメン ト飲んで るか
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来た︑ 振り込み ︑振り込 み︒

ファック スが流れ 出る︒

ら な︒朝も︑ 昼も夜も びんびん よもう︵ お
釜っぽく ︶︒ね︒ 係長！
係長 ・・・
社長 ね︒係 長︒夜も びんびん よねえ︒
係 長 あな た！ い や︑社長 ！ 公私 混同や
めてくだ さい︒今 は私︑係 長ですか ら︒
社長 まったく 冷たいん だから・ ・・啓介 ！
啓 介 う︒
社長 啓 介︒返事 は︒
啓介 う︑あ︑ はい︒
社長 あ︑は い？ お まえ︑佐 竹の返事 を見
習 え︒いっ つも・う ︑とか・ ・あ︑は いと
か︑うじ うじうじ うじして ︒
啓介 ︵小さ く︶はい︒
社 長 今月 分の売り 上げ︑す ぐに出して おい
て︒ミー ティング に使うか ら︒５時 ね︒
啓介 ５時です か・・・ ・５時は ・・・︒
社長 おまえ ︑データ ベースで きてるん だろ︒
啓介 ええ ︑でも・ ・・・︒
社長 でも何だ よ︒
啓介 あの︑ というか ︑朝から コンピュー タ
ー がですね ︒バグっ てる訳じ ゃないで すけ
ど︒ラン の調子が ですね・ ・・
社長 なんなん だよ︒私 に分かる ように説 明
し てくれ︒お まえ誰だ ︒
啓介 え ？
社長 なんで雇 われてる のかって 聞いてるん
だよ ︒
啓 介 えー その・・ ・・︒
社長 え ー︒じゃ ないよぉ ︒おまえ コンピュ
ーター のエンジ ニアなん だぞ︒な んとかし
ろ︒
啓介 は い︒
社長 どうなの ？ ５時 までに出 せるの︑ 出
せな いの︒
啓 介 デー タは入っ てますか ら・・・ あー︒
だから・ ・︒
社長 ５時ね ︒︵奥の自 分の席の 方へ︶

岸川

岸川︑ 小躍りし ながら︑フ ァックス の内
容を 確認する ︒
岸川 ・ ・・︒
高井 社長︑ミ ルクはお 入れしま すか︒
社長 ミルク ︒いれて ︒できれ ば君自身 のミ
ルクが欲 しいな︒あ は︵笑う ︶︒
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ま たか︒困 ったね︒

岸川︑営 業部の連 中と今︑ 来たばか りの
ファ ックスを回 し読みし ている︒

高 井 は？
課長 高 井さん聞 かなくてい いからね ︒よけ
いなこ とは︒
高井 はい︒

花岡
高井 ︑社長に コーヒー を持って いく︒
社長 い いねえ︒ うまい︒ 高井君の 入れてく
れる コーヒー はいつもう まい︒係 長のとは
比 べもんに ならない ︒
係長 高 井さん︑ 社長にコ ーヒー入 れるの初
めてよ ね︒
高井 はい︒
社長 何言 ってるん ですか︒ 係長の見 てない
ところ でいつも 入れてもら ってるん ですよ︒
ねえ ︒高井君 ︒
高 井 え︒
課長 高 井さん︒ 社長ふざ けてるだ けだから
かまわ ないで︒
高 井 はい︒
課長 佐 竹ちゃん ︑交通費ま だよね︒
佐竹 はい︒ま だです︒
課長 じゃあ ︑今週の 分ね︒渡 しとく︒ ︵封
筒 を差し出 す︶
佐竹 あ りがとう ございま す︒
佐 竹︑交通 費の封筒を うれしそ うにあけ
る︒
花岡は ファック スを社長 のところ に持っ
てい こうとす る︒

啓介 ︑できそ うなの？
え ︑・・・ はい︒
啓介よー ︒
今月分 ですよね ︒
だ からそうい ったろ︒

社長︑ 歩きなが らコーヒー を飲み︑

布川 花 岡君︑何 ︒
花岡 ええ︑ これを社長 に見ても らおうと ︒
布 川 そう いうのは 先に見せ て︒︵不機 嫌
に︶︒
花岡 あ︑すみ ません︒
布川 ・・・ ︒

社長
啓介
社長
啓介
社長
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啓 介 終わり ました︒
社長 終 わりまし たって︑何 ももらっ てない
よ︒私 は︒
啓介 今︑社 長にメー ルしまし たけど︒
社 長 メー ル︒メー ルって・ ・・︒
啓介 社 長のパソ コンにデ ータ入っ てます︒
開け てください ︒
社 長 お前 ︑何にも わかってな い︒
啓介 う ︒あぁあ ︒
社長 私は社長 だよ︒な んで私が パソコン あ
けな いといけ ないんだ よ︒
啓 介 あの ・・せっ かくラン を引いた んです
から・・ ・︒
社長 あなた ね︒状況把 握しなさ いよ︒私 は
ね ︒アナロ グ人間な んですよ ︒わかる︒ 君
みたいな デジタル 人間じゃ ないんで すよ︒
課長 啓ちゃん ︒うちは 最近まで パソコン 飾
りだ ったから ︒いきな りメール はね︒
啓介 デー ターのプ リントア ウトって ことで
すか︒
社長 データ ー？ プ リントア ウト？
佐 竹 ああ ︑僕がや ります︒ 今︑手が あきま
した︒今 月分の売 り上げの プリント ですね︒
啓介 あ︑ごめ ん︑僕︑ ここのコ ードすぐ に
直 さないとい けないか ら︒
佐竹 う ん︒いい よ︒やるや る︒
社長 お︑いい 男︒頼む よ︒・・ ・︵佐竹の
耳元 で︶後で メールの 使い方教 えてよ︒ ほ
ら ︑啓介は エンジニ アだから さ︒意志 の疎
通がな︒
布 川が社長 に近づく︒
布川 社長︑ち ょっとい いですか ︒
社長 なに︒ また真剣 なこと︒
布 川 はい ︒
社長 い ますぐ？ 今日は 弁護士の 先生とな
んだ かんだで 疲れてるん ですよ︒ 君も疲れ
た でしょう ︒止めよ うよ︑真 剣な話は︒
布川 は い︒それ は︒
社長 ５時のミ ーティン グまで待 てない？
布川 はい︒ 今の方が いいと思 います︒
社長 なに よ︒いっ たい︒
社長 と布川︑ 奥の席に 座ってフ ァックス
を 見る︒
営業マン たちは︑ 再びテレ アポをし てい
る︒
柴は ︑腰に手 を当てて ︑笑いな がら余裕
のトーク ︒
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柴 そう ですよ︒ ３ヶ月で︑ 月額粗利 １００
万円︑ サイドビ ジネスで これは大 きいでし
ょう ︒・・・ ただいま うちの会 員のみな さ
ん 現在３１ ５２名の 粗利の平 均がです ね︒
︵ぱらぱ らと紙を めくるふ りをする ︶・・
・１ １１万６千 円︒・・ ・・ええ ︑そうで
す そうです ︒・・・ ・︒はい︒ よくご存 じ
で︒
花岡 は︑丁寧 に落ち着 いて︒ク レーム処
理 をしてい るように 話す︒
花岡 牧野さ ん︑いや︑ こんなこ といまま で
な かったじ ゃないで すか︒・ ・・いえ︑ 違
います︒ いままで 私が嘘を いったこ とあり
ますか ︒・・・ 信じてく ださいよ ︒ただい
まで すね︒商 品の価格 改正があ りまして ね︒
ええ︑それ からほら ︑イラク 戦争︑あ れか
らチェ ックが厳 しくなりま してね︒ それで
なか なか商品 が届かな いんです よ︒・・
・ はい︑も う少し︑ もう少し お待ちく ださ
い︒はい ︒はい・ ・・︒
岸 川は︑なじ みの客と 取引の話 をしてい
る︒
岸川 いいで すよあれ ︒ぷるぷ る震える 人形︒
行 きつけの 店に置い て置きま したらね ︒女
の子に人 気人気︒ すぐにな くなりま した︒
・・・ ・ええ︒ それでで すね︑社 長︒サン
プ ルをあと ３つほど送 っていた だければ ︑
これは店 の女の子 の意見な んですけど ね︒
もうち ょっと大 きくて振 動がある 方がいい
って ︒・・・ はい︑は い︒その ときは︑ キ
ャ サリン岸 川をご指 名くださ い︒・・ ・・
やーだー ︒社長さ んったら ︒・・・ はあい︒
・・ ・わかっ てるわよ︒ それはこ んど二人
っ きりの時 にゆっく りと・・ ・はあい・ ・
・︒
小林 は︑汗を かき︑そ れをハン カチで拭
きながら必 死にアポ イントを 取ろうと し
ている ︒が︑う まくいかず ︑謝って ばか
りい る︒
小林 そ うですか ︒えーと ですね︒ 今︑ご入
会いた だけると ですね︒ ７万８千 円ほどお
安く なってお りますが ・・・あ あそうで す
か︒ご主 人一人では 決めかね ますか︒ わか
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り ました︒で は︑奥様 とよくご 相談して か
ら︒・・ ・・では ︑今度の機 会に︒は い︑
どうも ありがと うござい ます︒失 礼します︒
社 長の顔が 険しくな っている ︒
社長 井田か︑ また︒あ のダイバ ダッタめ ！
布 川 井田 に間違い ないですね ︒・・・ どう
します︒
社長 あいつ案 外しつこ いな・・ ・とりあ え
ず︑ これコピ ーね︒証 拠品だか ら丁寧に ね︒
お い︑高井 君こっち 来て︒
高井 は い︒
布川 社長︑ これは私が ︒
社 長 そう だよな︒
高井 は い︒なん でしょう ︒
社長 ごめん︑ 高井君︒ いいよ︒
高井 はい︵ くるりと 回って元 に戻る︶ ︒
布川が ファック スのコピー をとる︒
社 長 いい 男！ ち ょっとこ い︒佐竹 ！
佐竹 は い︒
布川 佐竹君は ・・・︒
社 長 大丈夫 ︑佐竹は 井田知っ てるから ︒前
の嫌がら せのファ ックスも見 てるし︒
布川 佐竹君︑ ちょっと 来て︒
佐竹 はい︒ 今︑売り 上げのプ リントア ウト
終 わります けど︒
社長 こ っち優先 ︑ちょっ と見てこ れ︒
社 長︑佐竹 にファック スのコピ ーを見せ
る︒
佐竹 ははあ ︑例のあ れですか ︒井田さ ん︑
も 相変わら ずですね ︒
社長 い っとくけ ど︑これ は仕事だ からね︒
興味 本位とか 遊びで見て もらっち ゃ困るよ ︒
佐 竹 はい ︒当然︒ ・・・・
布川 ︵ もう一枚 の紙を引 き出しか ら出す︶
それで ね︒これ さ︑前に 来たやつ なんだけ
ど︑ 同じ筆跡 に思えな い︒
社長 探し て︒字の 特徴︒
佐竹 ・・・こ れって脅迫 してます ね︒
布川 君は内 容︑読む んじゃな い︒筆跡だ け
見 ればいい んだよ︒
佐竹 は い・・・ ︒
課長 また︑井 田ですか ︒
社長 まいっ たよ︒こ いつどう かしてる よ︒
ほんと首 にしてよか った︒
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岸 川 ︵自分 の席に着 いたまま ︶まった く井
田のやろ う！ り っぱな恐喝 じゃない か︒
殴って やろうか ！
社長 花岡︑ 緊急会議 ね︒電話 もう止め ちゃ
っ て︒
花岡 え ︑いいん ですか︒
社長 いいんで すよ︒会 社の存亡 にかかわ る
こ となんで すよ︒
花岡 は い︒じゃ あ︑みん な会議室 に︒
小林 はまだ︑ 電話を続 けている ︒
花岡 小 林君︑そ の電話で 切り上げ てね︒
小林 ︵ちら とみながら うなずく ︶
佐 竹 この ひらがな ﹁の﹂の 字︒ですね ︒あ
と︑手偏 ですね︒ このはね 具合が︑ 同じで
す︒あ とは︑日 のですね ︒丸まっ たここの
部分 が同じで す︒
布川 ああ ︑そうだ ね︒︵え んぴつで 丸をつ
ける︶
社長 さすが ︑佐竹大 先生︒作 家の卵だけ の
こ とはある ︒いい男 だ︒
布川 こ れだけ特 徴があれ ば同一人 物でしょ
うね︒
社 長 素人目 でみても そうだか らな︒井 田の
奴︑こう いうとこ ろが抜けて るんだよ な︒
馬鹿な 奴︑今の 時代︑パ ソコン使 えよ︑パ
ソコ ン・・・ じゃあみ んな︑会 議室ね︒ 小
林 ！ はや くしろ︒
小林 ︵ でんわし ながら頷 く︶
社長 課長と係 長も来て ︒
課 長 計算 もう少しで 終わるん ですけど ︒
社長 社 長の私が 言ってる んですよ︒ 後回し
にしな さい︒
課長 はい︒ ︵不満げ に︶
布 川 高井 君︑電話 かかって きたら︒ コール
バックね ︒
高井 はい︒
布 川 佐竹 君もね︒
佐竹 は い︒
布川 コールバ ックね︒ 全員︑会 議室だか ら
頼む ね︒
佐竹 回さ なくて︱ ︒
布川 回さなく ていい︒全 部コール バック︒
任せ たよ︒
佐 竹 はい ︒
全員︑ いそいそ と︑会議 室へ︒
佐竹 ︑啓介︑ 高井が取 り残され る︒
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高 井 佐竹さ ん︑何か あったん ですか︒
佐竹 あ あ︑前に ね︒そこに 座ってた 人︒う
ちの営 業マン︒ 井田さん っていう んだけど︒
今は ︑いない んだけど ね︒
高 井 なん かしたん ですか︒
佐竹 い やがらせ してるみ たいよ︒ うちの会
社に ︒
高 井 いや がらせ︒
佐竹 そ う︑社長 がね︒首 にしたの よ︒先月︒
高井 首ですか ？ なに か失敗し たんです
か？
佐 竹 いや いや︒単 に営業成 績が悪か っただ
けなんだ けどね︒ そしたら ︑報復っ ていう
かね ︒うちの 顧客名簿コ ピーして もってい
っ ちゃって ね︒３０ ００人分 よ︒ファッ ク
スで怪文 書流した りして︑ お客さん にいろ
んな噂 を吹き込 んでるら しいのよ ︒
啓介 井田さ ん︑また ︑ファッ クスして きた
の？
佐竹 そうなの よ︒今度は すごいよ ︒単なる
嫌が らせじゃ ないよ︒
啓 介 あき ないねぇ ・・・︒
佐竹 う ちの会社 の秘密を ばらされ たくなか
ったら 月末まで に３００ 万円振り 込めだっ
て︒
啓介 ３ ００万円 ？ 今度は お金にな ったの︒
そりゃ またひど いね︒
佐竹 そうだ ね︒恐喝 だね︒
啓 介 秘密 ってなん だろ︒不 当解雇と か？
佐竹 い や︑そう じゃない みたい︒ うちの業
務がね ︒薬事法 違反だっ てさ︒そ れをばら
さ れたくな かったら３ ００万円 払えとか な
んとか・ ・・さっ きそんな 内容が書い てあ
ったよ ︒
高井 違反し てるんで すか︒う ちの会社 ︒
佐 竹 いや ︑違反は してない と思うよ ︒たと
えば︑少 し前に話 題になっ た︑バイ アグラ
って 薬あるで しょ︒あれ ︑売っち ゃだめな
の ね︒輸入 して国内 で売ると 薬事法違反 な
のよ︒
高井 うちの会 社売って るじゃな いですか ︑
バイ アグラ︒
佐竹 いや ︑売って はないん だよ︒輸 入代行︒
あくま で個人輸 入の手助け だから︒ 個人輸
入だ とオッケ ー︒
高 井 よく わからな いんです けど︒
佐竹 バ イアグラ はお医者 さんじゃ ないと処
方でき ないのね ︒でもね ︑お客さ んがバイ
アグ ラ欲しい っていっ て︑個人 で輸入す る
分にはい いのよ︒で も︑個人 でやるっ てい
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っ てもインタ ーネット で直接海 外に申し 込
むと︑英 語がわか らないと難 しかった り︑
商品が 届かない とかトラ ブルがあ るでしょ
う︒ それで︑ うちの会 社はそれ の代行を し
て るのよ︒
高井 そ うなんで すか︒で も︑そん なにバイ
アグ ラって売れ てるんで すか︒
佐 竹 駄目 だね︒ブ ームが去っ て下火だ ね︒
だから社 長も不機 嫌不機嫌 ︒
啓介 ほかにも あるよ︒ エフェド リンとか Ｇ
ＨＢ とか︒
高 井 なん ですかそ れ︒
啓介 え ？ うー ん︒
佐竹 麻薬み たいなもん ね︒
高 井 それ って・・ ・︒
佐竹 い いのいい の︒日本 の法律で は禁止さ
れてな いんだか ら︒ＧＨ Ｂとかは アメリカ
だと 持ってる だけで逮 捕される けどね︒
高井 それ ってやば くないん ですか︒ 私︑麻
薬とか 売ってる 会社でバイ トしてる んです
か？
啓 介 うー ん︒そう じゃなく て︒
佐竹 社 長もね︒ 法律すれ すれの仕 事︒そう
いうの が好きみ たいよ︒ 本人曰く ︑その方
が 楽しいんだ って︒そ れに儲か るって︒
高井 儲 かるって そんな問題 なんです か︒
佐竹 ほら︑さ っき社長 たち外出 してたでし
ょう ︒あれっ て弁護士 さんのと ころにい っ
て たのよ︒ 弁護士が いるから 大丈夫じ ゃな
い︒なに かで訴え られても ︒
高井 本当です か・・・ ︒
佐 竹 大丈 夫だよね︒ 啓ちゃん ︒
啓介 え え︒大丈 夫です︒ 直接販売し てる訳
じゃな いし︑こ こに薬の 在庫があ ったら別
です けど・・ ・︒
高 井 佐竹 さんはこ こでどの くらいバ イトし
てるんで すか︒
佐竹 そうだ ねー︒１年 ぐらい︒
啓 介 僕ち ゃんは︑ １０ヶ月 ︒︵皆無視 ︶
高井 コ ピーライ ターとし て？
佐竹 そう︒実 際は︑雑 用７割だ けど︒
啓介 僕ちゃ んはエン ジニア︒ ︵皆無視 ︶
高井 コピ ーライタ ーって︑ どういう ことし
てるん ですか︒ 何か書いて るんです か？
佐竹 私は︑ この薬で ダイエッ トに成功︒ ３
ヶ 月で１０ キロ痩せ ました︒ 世界が見 違え
るように なりまし た︒なん てね︒体 験談が
主かな あ︒ほら ︑雑誌に 広告載せ るでしょ ︒
高井 あれっ て佐竹さ んが書い てるんで すか︒
佐竹 そ うよ︒雑誌 の体験談 なんて信 用でき
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な いね︒みん な僕みた いな売れ ない作家 の
卵が書い てる︒
高井 げー︒シ ョック︒ 結構真剣 に読んでた ︒
バス トがアッ プしたと か︒
啓 介 アッ プブレス ト︒うち も扱って るよ︒
高井 な んすかそ れ︒
佐竹 おっぱい が大きく なる薬︒ アメリカ で
流 行ってる らしいよ ︒３カップ アップだ っ
て︒
高井 ３カップ って！ １５セン チってこ と
です か︒ええ ︑欲しい なあ︒ア ップブレ ス
ト か︒
佐竹 今 ︑その体 験談書い てるとこ ︒兵庫県
の１ ９歳の女 の子︑半年 でバスト が３カッ
プ もアップ しました って︒・ ・・待てよ ︑
２７歳く らいの方 が本当っ ぽいかな あ︒
高井 嘘なんじ ゃん︒作 ってんじ ゃん︒
佐竹 ︵笑う ︶
啓介 高井 ・・ちゃ ん・・・ アメリカ のアッ
プブレ ストの公 式ホームペ ージ見る ？ ち
ゃん と大きく なったっ て体験談 書いてある
よ︒
高井 で も︑佐竹 さんみた いな人が 書いてる
んでし ょ︒
佐 竹 うーん ︒写真が あるから なあ︒本 当か
もしれな い︒
啓介 写真は簡 単に合成 できます からねえ︒
高井 あたし ︑本当に バストが 大きくな るん
だ ったらほ しいなあ ︒嘘でも いいから 試し
てみたい なあ︒３ カップか ・・・︒
電 話が鳴る ︒
高井がと る︒
高井 はい︑ 輸入代行 のサムシ ングです ︒・
・ ・はい︒ ただいま 担当者は 席を外し てお
りまして ・・・は い︒・・ ・・︒
高 井︑メモ をとりな がら電話 の応答︒
佐竹 啓ちゃん ︑そうだ ︑借りて た漫画︒ ね
こぢ る︑返さ ないと︒ ︵鞄をあ けて︶・ ・
・・はい︑ サンキュ ー︒
啓介 この旦那 のがあるけ ど見る？
佐竹 旦那も 漫画家な の？
啓 介 そう ︑夫婦で 漫画家︒ でもねこ ぢるは
自殺しち ゃったけ どね︒
佐竹 そうなの ？
啓介 そう︑ 首つり自 殺︒
佐竹 首 つり？ あ んなにか わいい絵 をかい
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て るのに︒自 殺か︒知 らなかっ た︒
小林︑ 戻ってく る︒
高 井 小林 さん︑南 さんとい う方から お電話
がありま した︒
小林 そう︑あ りがとう ︒・・・ ︵椅子に 座
る ︶︒
高井 あ れ︑小林 さん︑会 議いいん ですか︒
佐竹 ︵ささや く︶高井 ちゃん︒ ︵手を横 に
振る ︶
高 井 あ・ ・・はい ︒
小林 僕 は︑会議 には関係 ないみた いですよ ︒
来月 には首で すね︒井田 さんと同 じだ︒
一同︑沈 黙︒

１７場
ある 場所︒
明 るい︒と にかく明 るい︒
ダイバ ダッタ 神は老獪 である︒ 君が言っ た
言 葉だ︒
アルバー ト 神は 老獪︑確か に︒しか し︑悪
意はな いと言っ たんだ︒ ここでい う神とは
お前 たちが求 めている ミロクと かいうも の
と は違う︒ 私の信仰 する神は この自然 の中
にあるの だ︒
ダイバ ダッタ 誰かが来 る︒
ア ルバート ・・・︒
シダッ タが現れ る︒
シ ダッタ ここはど こ︒
ダイバダ ッタ 待 っていま したよ︑ シダッタ ︒
シダ ッタ ど うして僕の 名前を？
ダ イバダッ タ ・・ ・︒
シダッタ 僕はど うして︒
アルバ ート こ こはな︱ ︒
ダイ バダッタ よけい なことは いわんで くれ︒
さあ︑シダ ッタ︑こ こに座っ て︒
シダッ タ あな たは？
ダイ バダッタ ︵無視 する︶︒
ア ルバート 私はア ルバート だ︒どう して私
がここに いるかと いうとな ︑それは それは
話が長 くなる︒ まあしか し︑ここ には時間
とい う概念が ないから いくら話 しても︱ ︒
ダイバダ ッタ シダ ッタ︒こ の男と話 しては
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な らない︒わ れわれの 心をかき 乱す︒
アルバー ト なぜ ︑私に辛く あたる︒ 時間と
はなん たるかを 私に説明 をして欲 しいんじ
ゃな かったの か︒
ダ イバダッ タ どう した︑シ ダッタ︒ けがを
したのか ︒
シダ ッタ ちょ っと足を ︒走った んだ︑ず い
ぶ ん︒
ダイバダ ッタ ど れ︑診せ てごらん ︒

ほ ら︑横に なりなさ い︒

シダ ッタ︑困 惑した表 情で足を 診せる︒
ダイバダ ッタ
ダ イバダッ タ︑シダ ッタの足 をもみ始め
る︒
シダ ッタ 痛 いよ︒ち ょっと︑ 本当に痛 いっ
て︒
ダイバ ダッタ まあ︑遠慮 するな︒ ︵腰をも
む︶
シ ダッタ 痛い︒腰 は痛くな いよ︒
アルバー ト 痛が ってるじ ゃないか ︒かわい
そうに ︒
ダ イバダッタ あんた は黙って らっしゃ い︒
・・・昔 はな︒シ ダッタ︒昔 は私がこ うや
って面 倒を見た ものです ︒
シダ ッタ あ なたが？ 僕に︒
ダ イバダッ タ そう です︒
シダッタ ？
アルバ ート け ︑また何 かの生ま れ変わり と
か いうんだ ろが︒
ダイバダ ッタ ︵ シダッタ の腰をもみ なが
ら︶２ つ前だ︒ 私が死ん で︑そし てまた死
んで 今にいた る︒・・ ・かつて ︑私はこ の
お 方の腰を もんでい た︒
シダッタ 痛！ ・・・お じさん︑ マジ痛い
って ︒
ダ イバダッ タ ふー ︒私も年 をとったか なあ︒
力が入い らん︒
シダッ タ 十分 です︒十 分入って ます︒
アル バート あ︑また 誰かがき たぞ︒
ジーザ ス︑現れ る︒
沈黙 ︒皆︑ジ ーザスを みる︒
ジーザス ユダ・ ・・︒
アルバ ート お い︑誰に 話しかけ てる︒
ジー ザス ユ ダ︒
シダッタ ？
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ダ イバダッタ ・・・ ︵シダッ タに力を いれ
る︶︒
シダッ タ 痛い ︒おじさ ん︑恨み でもあるの ︒
シ ダッタ︑ 這ってそ の場を逃 げる︒
ジー ザス ︵ダ イバダッ タに︶ユ ダ︒俺だ ︑
ジ ーザスだ ︒
ダイバダ ッタ 私 はダイバ ダッタと いう者だ︒
お前は ユダとい う者を探 している のか？
アル バート あんた︑ ダイバダ ッタって 言う
ん だ︒初め て自分の 名前を言 ったな︒
ジーザス ユダ︒ 忘れてし まったか ︒お前は
かつ て俺のこ とを知らん といった ︒そして
今 も知らん と言う︒
ダイバダ ッタ ︵ 笑う︶ジ ーザスさ んよ︒た
とえ私 がユダと いう名前 でも︑こ こでは何
の役 にもたた ない︒
ジーザス 役に立た ない？
ダイバ ダッタ 名前って言 うものは 単なる約
束だ からだ︒ たとえば この数珠 を象と呼ぶ
と しよう︒ そういう 約束をす ればどう なる︒
私は象を 首から下 げている のだ︒そ うだろ
う︒仮 に私をユ ダと呼び たければ 呼ぶがい
い ︒それでお 前と私の 会話が成 り立つな ら
ばな︒
ジーザ ス ︵つ ぶやく︶ しかし︑ そっくりだ ︒
アル バート どうやっ て︑ここ に来た︒
ジ ーザス 俺は人を 探してい た︒ミロ クって
いうんだ ︒俺が作 ったゲー ムのチャ ット仲
間さ︒ 画面の中 だけに生 きてるは ずなのに ︑
突 然現れた ︒それで︑ 俺は追っ かけてき た︒
ダイバダ ッタ ・ ・・︒
ジーザ ス あな た達はい ったい誰 ？ ここ は
どこ ？
ア ルバート ジーザ ス君か︒ 私はアル バート
だ︒確か ︑もっと 長ったら しい名前 があっ
たよ うだが・ ・・勝手に そこの坊 主がそう
呼 んでるん だ︒ダイ バダッタ だったとい っ
たか？
ダイバ ダッタ ダイバダ ッタ？ そんなこ と
言っ たかな？
アルバート さっき 言ったば かりじゃ ないか︒
ダイバ ダッタ ふ︑だから 名前は関 係ないん
だ︒
ア ルバート またそ れか︒
シダッタ ジーザ ス︑僕は シダッタ といいま
す︒よ ろしく︒
ジー ザス シ ダッタね ︒よろし く︒俺は ︑ジ
ーザス︒ ナザレのジ ーザスと 言えば俺 のこ
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と さ︒
シダッタ ナザレ の・・・︒
ジーザ ス どう して君は 寝転がっ てるの？
シダ ッタ い やその︒ ・・・︵ 起きあが る︶
僕 も今︑来 たばかり なんです ︒暗闇を 長く
歩いてい たもので ︑いろん なところ に体を
ぶつ けたみたい です︒君 も足を引 きずって
る けど︒
ジーザス 途中で ね︒いや あ︑人が いっぱい
でね︒ 足を踏ま れたのか なあ︒
シダ ッタ 人 がいるん ですか︒
ジ ーザス え？ 人 なんてう じゃうじ ゃいる
よ︒
シダ ッタ 永 久市民です か？
ジ ーザス 永久市民 ？ とに かく街は人 であ
ふれてる ︒今日は 俺らの家 族の外出 日だっ
たんだ ︒
ダイ バダッタ シダッ タ︒あな たが入滅 され
たあと︑私 たちは困 惑した︒ そしてこ のよ
うなも のたちが 現れたので す︒それ をあな
たは 黙視され ている︒
シ ダッタ ？ 僕は 家族のも とに帰ら なくち
ゃいけな い︒父さ んと母さ ん︑そし て妹が
僕の助 けを待っ ている︒
ダ イバダッタ シダッ タ︒それ はできな い︒
私はここ で︑お仕 えするよう に︑使者 ガブ
リエル から言わ れている のです︒
シダ ッタ な んのこと ︒僕はお じさんな んて
知 らないよ ︒
ダイバダ ッタ 私 はあなた をここで 待ち続け
て７千 も経った ︒
ア ルバート ︵笑う︶ ７千︒単 位はない のか︒
それは︑ 日にちか 年月か︒ 私のような 科学
者から 言わせる と︒・・ ・科学者 ？ はて
私は ・・・︒
ダ イバダッ タ コウ ︵劫︶だ ︒
アルバー ト こう ？
ダイ バダッタ コウだ︒ お前が聞 いた単位 の
こ とだ︒我 々の世界 の時間の 単位だ︒ど う
せ︑想像 もつかな いだろう から説明 せんが
ね︒
ジー ザス ユ ダ︒
ダイバダッ タ ・・ ・！︒
ジーザ ス いや ︑ダイバダ ッタさん ︒さっき
ガブ リエルっ て言った よね︒
ダ イバダッ タ 言っ たね︒ガ ブリエル は我々
の使いだ ︒
ジーザ ス 僕の 学校の先 生はガブ リエルっ て
いう 名前なん だけど︒
ダイバダ ッタ ふ︑ そんな名 前どこに でもあ
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る ︒名前に価 値などな い︒
アルバー ト ジー ザス君︒こ の男のた わごと
につき あってい ると日が 暮れるぞ ︒
シダ ッタ 日 が暮れる ？ そう だ︑日は ︑太
陽 は︑どこ にあるん です︒こ こは異常 に明
るい︒
ジー ザス 空？ ・・・ 何も見え ない︒
ダ イバダッ タ ・・ ・︒
間︒
シ ダッタ アルバー トさん︒ どのくら いここ
にいるん ですか︒
アル バート ああ︑ずい ぶん経つ よ︒どの く
ら い時間が 経ったか ・・・・ 何百日︑何
年？ ・ ・・・わ からない ︒そもそ も時間
という ものは︒
ダイ バダッタ ははは ︑時間︒ あんたが かつ
て生涯をか けて考え ていたこ とだ︒皮 肉な
ことだ な︒︵笑 ︶しかし︑ お前の理 論は世
の中 をかき乱 しただけ でなんの 救いにもな
ら なかった ︒
アルバー ト 私は 最初から 救いなど 求めてな
かった ︒
ダ イバダッタ いいや ︑あんた は救いを 求め
ていたよ ︒
アルバ ート ・ ・・︒
ダイ バダッタ 毎日う なされて いた︒複 雑な
計 算式を並 べて︑我 々の世界 を説明し よう
とした︒ 信仰も求 めていた ︒世界中 を旅し
て回っ た︒しか し︑信仰 できずに いた︒ず
っ とだ︒
アルバー ト 信仰 ？ ︵笑 う︶笑わせ るな︒
ダイバ ダッタ ミロクが もうすぐ お目覚め に
なる ︒それで ようやく 我々は救 われるの だ︒
シ ダッタ ミロク？
ダイバダ ッタ そ うです︒ ミロクが お救いに
なり ます︒ミ ロクは５６ 億７千万 年の瞑想
の 後︑覚醒 されます ︒シダッ タ︒あなた が
予言した ことです ぞ︒
シダッ タ ・・ ・予言︒ 僕は︑知 らない︒ へ
んだ な︒おか しな夢ば かりをみ る︒繰り 返
し繰り返し ・・・・ 家族をお いてきて しま
った︒ もう︑食 料も底をつ きてる︒ 早く行
かな いと︒
ダ イバダッ タ シダ ッタ︑あ なたは︑ あなた
の家族の ためでは なく︑こ の世界す べての
救いを 考えるべ きなので す︒
シダ ッタ 世 界︒僕が そんな大 それたこ とで
きるわけ がない・・ ・︒お父 さん︑お 母さ
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ん が待ってい るんだ︒
ダイバダ ッタ シ ダッタ︒あ なたの世 界に救
いはあ りました か︒
シダ ッタ 僕 の世界？
ダ イバダッ タ そう です︒す べてがう まくい
ってない でしょう ︒それは そうだ︒ われわ
れの 試行が失敗 したから だ︒
シダッタ ︑起きあ がって︑ 立ち去ろ うと
する︒
ダ イバダッ タ シダ ッタ︒お 戻りくだ さい︒
次の指示 を待つの です︒
シダ ッタ 指 示？ 指示 って誰の ︒
ダ イバダッ タ 我々 の指示で す︒
シダッタ いやだ ︒僕は帰 るよ︒
シダ ッタ︑足 を引きず りながら 去る︒
アルバ ート 追 いかけない のか︒
ダイ バダッタ 大丈夫 ︒すぐに 戻ってくる ︒
ア ルバート ジーザ ス︑君は 帰りたく ないの
か︒
ジーザ ス 別に ︒どこも 退屈なん だよな︒ う
ち に帰っても 同じだよ ︒パソコ ンの画面 と
にらめっ こばっか り︒俺はも っと刺激 が欲
しいん だ︒刺激 が︒
アル バート そうか・ ・・︵空 を見上げ る︶
ダ イバダッ タ ジー ザス︑ミ ロクとい う名前
をどこで 知った？
ジーザ ス ミロ ク？ 学 校のみん な知って る
よ ︒ゲーム のキャラク ターさ︒ 人気があ る
んだ︒破 壊の神だ ってね︒ ここに来る 前に
たしか 見たんだ よね︒残 念だなあ ︒
ダイ バダッタ それは 虚像だ︒ ミロクは これ
か ら６千後 に現れま す︒
ジーザス さっき は５６億 っていっ てなかっ
た︒
ダ イバダッ タ 言っ てない︒
ジーザス 言った よ︒
ダイバ ダッタ 言ってな い！ お 前の世界 の
単位 と違うん だ︒
アルバート ︵笑う ︶時間な んて関係 ないっ
ていう くせに︑ こういうと きだけム キにな
るな ︒
ダ イバダッ タ 私は 時を正確 に刻んで いる︒
もちろん ︑あんた のいう相 対的なも のじゃ
ない︒ そしてミ ロクが現 れる︑我 々はミロ
クが 覚醒する のをひた すら待っ ている︒
ジーザス 待ってる だけなん てかった るいよ︒
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も っとさ︑わ くわくす ることし ようよ︒ ゲ
ームじゃ なくてさ ︒
アルバ ート ゲ ーム？ さっきか ら気になっ
てる んだが︑ ゲームっ てなんの ことだ︒
ジ ーザス 俺の仕事 さ︒学校 でならっ てるん
だ︒まだ まださ︑ 失敗ばか り︒
アル バート ゲ ーム理論 か︒フォ ンノイマ ン
と モルゲン シュタイ ンの︒
ジーザス 何︑言 ってんだ よ︒ゲー ムって言
えばゲ ームしか ないだろ ︒
アル バート ゲームを クリアで きなかっ たら︒
ジ ーザス それはリ セットだ ね︒また ︑最初
からやり 直しさ︒
ダイ バダッタ ジーザス ︑お前の 役目は終 わ
っ た︒もう ︑リセッ トする必 要はない︒
ジーザス なんだ って︒
ダイバ ダッタ お前の仕 事は終わ りだ︵共
鳴︶ ︒
ジーザス ガブリエ ル先生？
ダイバ ダッタ お前はもう 必要ない ︒
ジー ザス 先 生！ 俺 を見捨て るおつもり で
す か！ 俺 はゲーム の最後に ︑十字架 のパ
フォーマ ンスもや ったんで すよ︒そ れなの
に︒

カナ ガワ﹂

子供たち の歌が聞 こえる︒

１ ８場
﹁西暦 ２０６２ 年

老父が︑ 被爆した ような真 っ黒な服装 で
帰って くる︒
母 父さん ︑どうだ った？
父２ ・ ・・︒
母 そうよね ︒その様子 じゃ︒ま た同じね
父 ２ 足跡 を見つけ た
母 それ は何度も 聞いたわ
父・・ ・今日は ちょっと 違う︒煙 が見えた ︒
母 ︵ため息 ︶シダッ タは？ 一緒じゃ ない
の︒
父２ 急な下り 坂があって ね︒それ でシダッ
タを 行かせた ︒
母 シダッ タ一人に ？ シダ ッタにも しもの
ことがあ ったらど うするの ！
シダッ タ あい つは大丈 夫だ︒見 かけによ ら
ず︑ 慎重だ︒ もうすぐ 戻ると思 うよ︒
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庸 子︑ぼろぼ ろの服を 着て現れ る︒
庸子 父さん︑ 今日はな にかあっ たの？
シダ ッタ 庸 子︑煙が 見えたん だ︒
庸 子 ふう ん︒
母 庸子 ︑具合ど う？
庸子 お腹空い た︒
父 ２ そう か︑食欲 がでたか︒ 母さん︑ 缶詰
すぐに開 けてあげ て︒
母 庸 子︑コン ビーフで いいわよ ね︒
庸子 うん︒
父 ２ しば らく雨が 降ってな い︒水は 節約し
て使おう ︒
母 ミネラル ウォーター も︑そろ そろつき る
わ︒
父２ 早 く︑新し い場所を 探さない とな︒
庸子 あたし︑ もう動き たくない ︒
母 希望を棄 てちゃ駄 目︒私た ちの他に まだ
人はどこか にいるは ずよ︒
庸子 それでど うするの︒
母 どうする のって︒
庸 子 人が いたとし ても︑同 じって事 よ︒私
たちと同 じ難民な んでしょ ︒
母 だ から・・ ・とにか く会うの よ︒そし て
協 力しあうの よ
父２ そ うだそし て町を作る んだ︒そ してま
た昔の ように幸 せに暮ら そう︒
庸子 お父さ んたちよ くそんな のんきな こと
言 ってられ るわね︒ あの大き な地震が おき
てから︑ もう︑何 日経って ると思っ てるの︒
人っ子 ひとりい ないし︑ 動物だっ ていない ︒
虫 だって一 匹も見かけ ないじゃ ない︒
父２ 俺 たちはな ︑運がよ かったんだ ぞ︒そ
れで生 き残った んだ︒
母 そうよ︒ 私たちだ けが助か った︒そ れは
神 様のおか げよ︒
庸子 神 様？ 神 様はもう 死んだっ て聞いた
わ︒
父 ２ 神様 が死んだ なんて誰 がいったん だ！
庸子 ・ ・・︒
父２ 誰がそん なことい ったんだ ！
母 あなた！
庸子 ・・ ・お兄ち ゃん︒
父２ シダッタ か・・・︒
母 神様は死 んだ︒で もまた次 に神様が現 れ
る ︒そして 私たちを 救ってく ださるの よ︒
きっとそ うよ︒ね え︑お父 さん︒
父２ 庸子︑お 前は学校 で化学を 習っただ ろ
う︒
庸子 ・ ・・︒
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父 ２ 水は酸 素と水素 からでき てると知 って
いるね︒ 今は誰だ ってそれを 疑わない ︒実
験して みると本 当にそう なんだか らね︒け
れど もね︒昔 は︑水を 水銀と塩 でできて る
と いったり ︑水銀と 硫黄でで きてると いっ
たり︑い ろいろ議 論をした んだ︒神 様も同
じだ ︒みんなが めいめい 自分の神 様が本当
の 神様だと いうだろ う︒そして 神様なん て
いないと 言う者も いる︒で もな︒お 互い︑
他の神 様を信じ る者︑神 様すら信 じない者
のし たことで も涙がこ ぼれるだ ろう︒そ れ
か らお互い の心が良 いとか悪 いとか︑ 議論
するだろ う︒そし て︑結局 ︑勝負が つかな
いだ ろう︒
庸 子 お父 さん︑何 をいって るの︒私は ね︱︒
父２ し かしだね ︒本当に お前が勉 強して︑
実験の ように本 当の考え と嘘の考 えを分け
てし まえば︑ その実験 の方法さ え決まれ ば︑
もう信仰も 化学と同 じように なるんだ ︒わ
かるか い︒
庸子 ・・・ 分からな いわ︒私 は現実に生 き
て るの︒私 たちは助 かった︒ でも︑ほ んと
に助かっ たの︒助 かったの は滅んで いった
人たち の方じゃ ないの？ 私たち は取り残
さ れた︒
母 お父 さんが私 たちをキャ ンプに連 れて行
ってく れなかっ たらどう なってい たでしょ
うね ︒ねえ︑ お父さん ︒
庸 子 私は 最初から 行きたく なかった の︒無
人島のキ ャンプな んて︒
父２ 無人島の キャンプ に行きた いといい だ
し たのはシ ダッタだ︒ そのおか げで私た ち
は生きて いる︒シ ダッタに 感謝しない とな︒
庸子 感謝？ その逆よ ︒こんな 悪夢のよ う
な世 界に閉じ こめられ て何が感 謝よ︒も し
か してここ はあの世 ？ 私た ち死んだ の︒
母 やめ て！ も ういいわ ︑そんな こと考え
ても どうしよ うもないん だから︒ ・・・さ
あ ︑缶詰を あけたわ ︒庸子︑ 食べなさい ︒
シダッ タが帰っ てくる︒
シダッタ たいへん だ！ 町 だ︑町が あっ
た！
父２ それで ！ それ でどうだ ったか！
シ ダッタ いるよ！ 人だよ ︒いっぱ いい
る！
父２ あの煙の でてたと ころか
シダ ッタ 違 うよ︒あ そこまで 行けなか った︒
でも途中 に空洞をみ つけた︑ 地下に通 じて
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トウキョ ウ﹂

る んだ︒町は 地下にあ るんだよ ︒たくさ ん
人が歩い てたし︑ 工場みたい な建物も 見え
た︒中 はとって も明るい よ︒きっ と人工灯
だ︒ まるで未 来の地下 都市だ︒
シ ダッタ よし︑す ぐに行こ う︒母さ ん︑支
度しろ︒ 人だ︑人 に会える んだ︒
母 庸子︑動け る？
庸 子 ・・ ・︒
父２ 遠 いのか？
シダッ タ いや ︑すぐ近 くだ︒父 さんと分 か
れた 直後に見 つけたん だ︒あそ こだよ︒
父 ２ そう か︑あそ こに空洞 があった のか︒
庸子 行 きましょ ︒日が暮 れる前に ︒

１９場
﹁西暦２８ ０２年
朝︒
シ ェルター の中︒
人工的な 光で作ら れたすが すがしい 朝︒
父︑フ ァーザー と母︑マ ザーがベ ットに
横 たわる︒
マザー 子供た ちは起き たかしら ︒
ファ ーザー ︵あくび をしなが ら︶まだ 寝て
る よ︒
マザー ジーザス ！ ジー ザス！
ファー ザー そ んなに大 きな声を 出さなく て
も︒
マザー ジーザス ︑起きて るの︑ジー ザス︒
ジー ザス︑登 場︒
ジーザス 母さん ︑何だよ ︒なにか あった
の？
マ ザー ジ ーザス・ ・・︒
ジーザス どうし たの︑そ んなに驚 いて︒
マザー よかっ た︑無事 なのね︒
ジー ザス 無 事も何も ないよ︒ 今︑ちょ うど
朝食だった んだ・・ ・
マザー あなた がいなくな った夢を みたの︒
すご くリアル で・・・ ︒
フ ァーザー 夢？ 夢をみた のか？
マザー うん︒
ジーザ ス 夢っ て現実じ ゃないん でしょ︒ そ
んな に大慌て しなくて も︒
マザー マリアは？
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ジ ーザス 寝 てるよ︒ 起こす？
マザー 居るのね ︑マリアは ︒
ジーザ ス 居る よ︒なん なの母さ んは︒
ジ ーザス︑ 去る︒
ファ ーザー 気 をつけな いとな︒
マ ザー え ︒
ファーザ ー 夢だ よ？ お 前まだそ んなもの
みるの か？
マザ ー ・・ ・︒
フ ァーザー 夢はい けない︒ 他人が知 ったら
大変だ︒ ・・・き っと眠り が浅いん だな︒
今度 先生にい って︑睡眠 剤︑強い のに変え
て もらおう ︒
ファー ザーは︑ パソコン の画面の 前に向
かう ︒
ファー ザー 大 変だ︒今日 は外出日 だ・・・
母さ ん︑外出 日だよ！ おい︑ ジーザス！
ジ ーザス！
ジーザ ス︑登場 ︒
ジーザス 今度は 父さん？ いったい どうし
たの？
ファ ーザー マリアは ？
ジ ーザス だから︑ 寝てるっ て︒
ファーザ ー 父さ ん︑チェ ックし忘 れてた︒
今日は 外出日だ ぞ︑すぐ に用意し ろ︒
ジ ーザス 外出日？ マリアは 行きたが らな
いと思う よ︒
ファー ザー ど うして︒
ジー ザス つ まんない って言う んだ︒
マ ザー あ ら︑つま んないっ て？
ジーザス マリア は本当の 空がみた いって言
うん だ︒外出 しても外は ほとんど 暗闇でし
ょ ︒僕も同 感だよ︒
マザー いきまし ょ︒今度 はいつに なるかわ
からな いから︒
ファ ーザー そうだぞ ︑外出日 ︒今は週 に一
回あるから いい︒け ど︑噂に よるとな ︑来
年から は月に一 度になるか もしれな いんだ
って さ︒
ジ ーザス ほんと？
ファーザ ー ああ ︑ほんと だ︒これ からはど
んどん 外出でき なくなる ︒・・・ ︵パソコ
ンの 画面をみ ながら︶ おい︑運 がいいぞ ︒
今日は上 空の空調室 が開く日 だ︒もし かし
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て 本物の空が みえるか もしれな い︒
マザー ね︑すぐ に用意して ︒
ジーザ ス うん ︒
マザ ー マリ アをすぐ に起こし てね︒
ジ ーザス はい︒
ジー ザス︑去る ︒
マザー 月に一回 の外出な んていや だわ︒・
・・人 ってそん なに増え るものな のかしら ︒
ファ ーザー そのうち 子供もひ とりまで しか
も てなくな るだろう な︒
マザー いやよ！ あたし ︑ジーザ スもマリ
アも 手放した くないわ！
フ ァーザー あわて るな！ まだ決まっ た訳
じゃない ︒
マリ アとジー ザス︑現 れる︒
マリア おはよ う︒
マザ ー・ファ ーザー おはよう ︒
マ ザー マ リア︑顔 ぐらい洗 ったら︒
マリア ・・・︒
マザー 女の子 なんだか ら身だし なみくら い
き ちんとしな いと︒外 出日なん だから︒
マリア お母さん 新しい服買 ってくれ る？
マザー 服？ 服が欲し いの？
マリ ア ほら ︑駄目な んでしょ ︒
フ ァーザー 駄目と は言って ないぞ︑ でも今
着てる服 を捨てな いとな︒
マリア いやだ ︒これ気 に入って るんだか ら︒
フ ァーザー だったら 我慢しな いとな︒
マリア ・・・︒
ジーザ ス マリ ア︑朝食 打ったか ？
マリ ア 今日 はいいよ ︒休みだ し︒
マ ザー 駄 目よ︒ち ゃんと摂 取しない と︒
マリア だって︑ 痛いんだ もん・・ ・︒
マザ ー 朝食 ︑すぐに打 ちなさい ︒
マ リア お 母さんだ って打っ てないでし ょ︒
マザー 大人はい いの︒あ なた育ち 盛りなん
だから ︒
ファ ーザー そうだぞ ︑病気に なったら どう
するんだ︑ 一緒に住 めなくな るぞ︒
マザー そうよ ︒お母さん たちはね ︒いじわ
るで 言ってる んじゃな いの︒
フ ァーザー ＡＢ２ 号棟のさ つきちゃ ん知っ
てるよな ︒風邪を ひいて︑ 病棟送り だ︒
マリア さつき ちゃんが ・・・︒
ファ ーザー そうだ︒ かわいそ うにもう 二度
と会えな い︒
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マ ザー
マリア

さ︑ 打ってき なさい︒
・・・は あい︒

マリ ア︑去る ︒
ジーザス 父さん ︑今日僕 ︑粘土買 ってい
い？
フ ァーザー 粘土っ て︑あのね ばねばし た︑
あの粘土 か︒
ジーザ ス そう ︑粘土︒ 立体図形 っていつ も
画面 の中だけ でしょ︒ 実際に作 りたくっ て︒
フ ァーザー 何をつ くるんだ ︒
ジーザス 杯︵さ かづき︶ だよ︒
ファ ーザー 杯？ って コップの ことか︒
ジ ーザス そうだよ ︒聖杯を 作るんだ︒ 本当
は︑ろく ろもほし いんだけ どなあ︒
ファー ザー ろ くろ？ ろくろっ てなんだ ︒
ジー ザス い いよ︒ず いぶん大 きいんだ ︒場
所とるから ︒
ファー ザー そ うか︑今日 は我慢し てくれ︒
しか し︑粘土 はいいよ ︑買って やろう︒
ジ ーザス やった！ 父さん ︑ありが とう︒
ファーザ ー その 代わり︑ 先週買っ たプラモ
デル︒ あれはダ ストシュ ートの中 だ︒
ジ ーザス は あい︵が っかり︶ ・・・︒
マザー 私は︑香 水が欲しい わ︒香水 ならい
いでし ょ︒場所 をとらな いし︒ね ︒いいで
しょ ︒
フ ァーザー もちろ ん︑でも あんまり 臭いの
きついの はいやだ な︒
マザー わかっ てるわ︒
マリア︑ 戻ってく る︒
マリ ア 朝食 打ったよ ︒いいよ ︒準備オ ッケ
ー︒
ファーザ ー じゃ あ︑出か けるか︑ ジーザス ︒
マリ ア︑母さ んもいいか ︒
マ ザー は い︒
ジーザス うん︒
ファー ザー じ ゃあ︑ハ ッチを開 けるぞ︒

２０ 場
※このシ ーンは次 の場と交 互に同時 進行する ︒
一行 は︑歩い ている︒
空洞があ った場所に くる︒
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シダッタ おかし いな︒確か ここに大 きな空
洞があ ったんだ ︑大きな 入り口が ︒
父２ シダッ タ︑場所 を間違え たんじゃ ない
か︒
シダッタ 間違え ない︑確 かにここ だ︒
父２ ここに穴 があいて いたんだ な︒
シ ダッタ うん︑で っかい穴だ ︒落ちた ら助
からない ほど︑深 い穴だ︒ 穴の中に は近代
的なビ ルが建ち 並んでい るのが見 えた︒
母 ここはど う見ても ︑窪地に しかみえ ない
け ど・・・
父２ シ ダッタ・ ・・︒
シダ ッタ 違 うよ︑嘘な んかつい てない︒ 本
当 なんだ︒ 本当にこ こに大き な空洞があ っ
たんだ︒
父２ すまんな ︒お前ば かりに歩 かせて︑ 父
さん 明日から は自分の 足で探す よ︒
母 疲れて 幻覚をみ たのね︒ さあ︑帰 りまし
ょう︒ また明日 出直せばい いわ︒
シダ ッタ 本 当なんだ よ︒ねえ ︑信じてく れ
よ︒
父２ あ あ︑信じ る信じる とも︒で もお前は
ゆっく り休んだ 方がいい ︒明日ま た︑ここ
に こよう︒
庸子 兄 ちゃん︑ ありがとう ︒少しの 時間だ
ったけ ど私︑と ても元気 になれた わ︒
シダ ッタ 庸 子まで・ ・・僕を 信じてく れ︒
父 ２ ちょ っとまて ︑ここの 窪地︑変 だぞ︑
ほら︑真 ん中に・ ・・ここ からまっ すぐに
亀裂が はいって る︒
母 ほんと ︑光よ︒下 から光が 漏れてる わ︒
シダッタ そうだ ここだ︑ さっきまで ここが
開いて いたんだ ︒
ゴ ゴゴーと 音がする ︒
父２ 地震だ ︒でかいぞ ︒
シ ダッタ 違う︒こ こが開く んだ︑危な い︒
父さん︑ 早く︑こ こから逃 げないと ︒
母 庸 子︑急い で︒
庸子 うん︒
辺り一 面︑光に つつまれる ︒
シ ダッタ 父さん︑ 僕ここか ら降りて みるよ︒
父２ シ ダッタ︑ やめろ︑ 危ない︒
シダッ タ また ︑閉まる かもしれ ない︒今 し
かチ ャンスは ないんだ ︒いくよ ︒
母 やめ てシダッタ ︒

‑ 43 ‑

シダッタ ︑光の中 に飛び込む ︒
父・ 母 シダ ッタ！
庸 子 兄さ ん！
シダ ッタが飛び 込んだ直 後に︑扉 が閉ま
る ︒辺りは 真っ暗に なる︒
暗闇を シダッタ が歩く︒

２１場
※こ のシーン は前の場と 同時進行 する︒
家族４人 はびった りくっつ き一列に なっ
て︑歩 いている ︒
たく さんの人 々の喧噪 ︒
真っ暗っ暗 闇の中を ベルトコ ンベアー が
で移動 する︒
ジ ーザス また人が 増えたん じゃない ︒
ファーザ ー そう だな︒ジ ーザス︑ 手を離す
なよ︒
ジ ーザス う ん︒
マザー マリア︑ 何を買う？
マリア 別にい いわよ︒ 私は︒
マザ ー リボ ンにしま しょう︒ お母さん ︑か
わ いいの選 んであげ るから︒
マリア ・・・︒
マザー お父さ んは︒
フ ァーザー 俺か？ 俺は・・ ・考えて なか
ったな︒ 本当はク ッション が欲しいん だけ
ど︑も うちょっ とまとう かな︒
マザ ー 大き いの？
フ ァーザー いや︑ 分かって る︒我慢 するよ︒
ジーザス いいよ 父さん︑ あさって 誕生日だ
ろ︒ 思い切っ て大きいの 買ってよ ︒その分
僕 の椅子︑ 捨てるか ら︒
ファーザ ー お前 ︑いつか らそんな いい子に
なった ？ 泣か せるね︒
ジー ザス 誕 生プレゼ ントね︒
マリア 兄 さん︑あ の椅子飽 きたって 言って
たもん ね︒
ジー ザス お 前はよけ いなこと 言わなくて い
い んだ︒

あ︑上を 見て︑空 だ︒空が 見える

皆︑笑 う︒
ジーザス
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よ！
マザー ほんとう ね︒懐かし いわ︒マ リア︑
みて︑ 本物の空 よ︒
マリ ア あれ が本当の 空？ 小 さな穴み たい︒
パ ソコンで 見たのと は全然違 う︒
ファーザ ー 空の 一部だ︒ 昔はな︑ あれが一
面に 広がってい たんだぞ ︒
マ リア 一 面って？
ファーザ ー え？ 一面っ て空一面 だ︒いっ
ぱいに だ︒
マリ ア よく わからな いわ︒
マ ザー そ うねえ︒ 雲もあっ たわ︒
マリア 雲？
ファ ーザー ︵上を見上 げて︶し かし︑母 さ
ん ︑空はど んどん見 えにくく なるなあ︒ 青
さもほと んど残っ ていない ︒
マザー そうで すね︒︵ 上を指さ す︶あの あ
たり にも新し いシェル ターがで きたんで す
ね︒
ファー ザー 空 か︒父さん が小さい 頃はいつ
でも みること ができた んだけど な︒一面に
真 っ青だっ た︑気持 ちよかっ たぞ︒
ジーザス 鳥は？
ファー ザー い たな︒す ずめって 言うんだ け
ど な︒いつか 一緒に博 物館に行 ったとき あ
っただろ ︒小さな 鳥だ︒あれ がいっぱ いい
た︒
ジー ザス お 母さんは すずめ見 たことあ る？
マ ザー あ るわよ︒ あと︑ツ バメね︒ かっこ
よかった わよ︒す ーと低く 飛ぶのよ ︒
マリア 私知っ てる︒生 物の時間 に習った ︒
ツ バメって 渡り鳥って 言うんで しょ︒
マザー 偉いわ︒ よく勉強 してるわね ︒
マリア 鳥たち はどうし ていなく なったの ？
ファ ーザー 食べ物が なくなっ たんだろ う︒
虫 を食べる からね︒ 私たち人 間と違っ て栄
養剤を注 射するこ となんて できない からね︒
ジー ザス 上 の階に住ん でる人は もっと空 が
大 きく見え るのかな あ︒父さ ん︑行った こ
とある？
ファー ザー な いなあ︒ 上の階は とっても 偉
い人 が住んで るからな ︒お金持 ちとか︑ 政
府のえらい 人のにな らないと 駄目だ︒
ジーザ ス ふう ん︒
ファ ーザー ジーザス ︑お前も 上に行きた い
か︒
ジーザス いいよ ︒たくさ ん勉強し ないとい
けない んでしょ ︒僕はこ のままで いい︒
ファ ーザー 欲がない な︒こう 欲がない って
言うのも ・・・︒
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マ ザー ジー ザスが子 供くらい の頃から 食事
に抑制剤 が入った でしょ︒だ から︱︒
ファー ザー し ︑母さん ︒政府の 批判は駄目
だ︒
マ ザー 私 たちの小 さい頃は 将来何に なりた
いか︒語 ったもの だったわ ね︒夢の 話とか
ね︒
マ リア 夢 ？
マザー そうね・ ・・大き くなった らどんな
風にー ︒
ファ ーザー やめない か！ 外 出中なん だぞ︒
マ ザー ・ ・・︒
ファーザ ー すま ん︑つい 大きな声 を・・・
いや ︑モニタ ーをされて るとまず いと思っ
て な︒
ジーザス ここの 会話も聞 かれてる の？
ファー ザー こ この管理 システム ︑ブラフ マ
ンは 万能だ︒ これ以上 の発言は 減点対象 に
なるかもし れん︒
マザー いやね ︒それなら 辞書から 夢︵小さ
く︶ という項 目を消し てしまえ ばいいのに ︒
フ ァーザー そんな 言葉︑も う消され てる︒
マザー ええ！ 確かこの 前見たと きは︒
ファー ザー な いよ︒と うの昔だ ︒
マ ザー 知ら なかった ︒
マリア あ︑あっ ちが明るく なった︒ もうマ
ーケッ トに着い たのかな ︒
ファ ーザー 先週より 時間が短 くなった な︒
い や︑太陽 だ︒太陽 が差し込 んでいる んだ︒
ジーザス 太陽っ て︒
ファー ザー 今 日はつい てるぞ︒ ジーザス ︒
マ リア︑よ く見ておけ ︑あの光 が太陽だ ︒
ジーザス あれ︑ ミロクじ ゃないか︒
ファー ザー ジ ーザス︑ ミロクっ てなんだ ？
ジー ザス チ ャット仲 間だよ︒
フ ァーザー チャッ ト？
ジーザス 一度も 会ったこ とないけ ど︑わか
るん だ︒感で ︒ほら︑あ そこ︒
フ ァーザー ・・？
ジーザス ︵両手 をあげて ︶おーい ︒ミロク ︑
ミロク よ！
マザ ー ジー ザス︒駄 目よ︒今 手を離し たら︑
迷子になる わ︒駄目 ！ ジー ザス︑勝 手に
進まな いで！
ジー ザス ミ ロク！ 俺だよ！ ハンドル ネ
ー ムはナザ レのイエ スだ！
ファーザ ー ジー ザス！ ジーザス ！ もど
ってこ い︒
ジー ザス 大 丈夫！ 大丈夫！ おーい ︑ミ
ロクよ！
‑ 46 ‑

マ リア お兄 ちゃん！ どうし たの？
マザー ジーザス ！ 戻りな さい！
マリア お兄ち ゃん！
ファ ーザー ジーザス ！ ジー ザス！

東京﹂

あたりが 真っ暗に なる︒
風の 吹く音︒

２２場
﹁ 西暦２０ ０５年

輸 入代行会 社︒
電話がま ばらに鳴 っている ︒
岸川が まっかな 顔をして ソファー に横た
わる ︒柴も︑ 辛そうに 椅子に腰 掛け目を
つむる︒布 川もまっ かな顔を して︑机 の
前に座 り︑うつ らうつらし ている︒ 社長︑
は顔 を紅潮さ せ︑酒を 飲んでい るように
ハ イである ︒
花岡だけ は電話で 熱心にセ ールスト ーク
をして いる︒
小 林︑課長と 係長はい ない︒
高井はな にやら書 類の整理を している ︒
佐竹が 登場︒
佐 竹 おは ようござ います︒
社長 お お︑いい 男︒おは よう︒
佐竹 どうした んですか ︑みんな 酔っぱら っ
て るんです か︒
社長 馬 鹿︑仕事 だよ︒
佐竹 仕事？
社長 こんど な︑ＧＨ Ｂもやろ うと思っ てな︒
佐 竹 マジ ックマッ シュルー ムですか ？ 渋
谷とか 池袋で売 ってた？
社長 あれは ︑もうだめ なんだよ ︒法律で 禁
止 されてる から︒マ ジックマ ッシュルー ム
の次にな る薬をさ がしてる んだ︒お まえも
やって みるか？
佐竹 いや︑ ぼくはい いです︒
社長 社員 がわから なくて商 品は売れ ないか
らね︒
佐竹 でも︑ 真昼間か らこれは ・・・︒
高 井 すみ ません︑ 柴さんに 電話なん ですけ
ど︒どう します︒
布川 ︵ラリっ て︶柴君 ︑しーば ーくーん ︒
社長 柴︑電 話いける か？
柴 ︵手 を横に振っ て︶
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社 長 駄目か ？ コー ルバック っていっ て︒
高井 コ ールバッ ク︒わかり ました︒ もしも
し︑柴 はただい ま席をは ずしてお りまして︑
折り 返し・・ ・・
佐 竹 ああ あ︑岸川 さんまで ︑大丈夫 です
か？ 社 長︑寝ち ゃってま すよ︒岸 川さん︒
マジ ックマッシ ュルーム ってすご いですね ︒
社 長 ちが うよ︑Ｇ ＨＢ︒
佐竹 ニ ュースで 言ってま したよ︒ 女子高生
が死ん だって︒ インター ネットで 買ったら
しい ですよ︒
社 長 佐竹 ︒なにび くついて るんだよ ︒加減
なんです よ︒ＧＨ Ｂは自分 の適量が わから
ない といい気 持ちになら ないんで すよ︒
佐 竹 あれ ︑小林さ んは・・ ・？
社長 布 川君︑小 林︑どう なってる ︒
布川 ああ︑あ あ小林君 ︒︵気持 ちよさそ う
に︶ さっき電 話があり ました︒ お腹が痛 く
て︑遅れて るらしい です︒
社長 お腹が痛 い？ お腹 がいたく て遅刻で
すか ︒子供じ ゃないん だから︑ まったく︒
布 川 佐竹 君︑小林 君の携帯 に電話し てみて︒
佐竹 は い︒︵電 話しよう とする︶
社長 ちょっと こい︑い い男︒・ ・・佐竹 ！
佐 竹 は︑は い︒︵電 話機を置 いて︶
社長 来 なさい︒
佐竹 はい︒
社長 これで すね︒こ れも扱う かどうか 検討
し てるんで すよ︒︵ 海外の薬 の瓶を取 り出
す︶英語 で書いて あるんだ けど︒訳 して︒
佐竹 はい︒直 訳でいい ですか︒
社 長 なん でもいいよ ︒意味が わかれば ︒
佐竹 ︵ 大声で︶ ええと︑ アマウント パーサ
ービン グ・・・ これは成 分か・・ ・このク
リー ムは男女 間の交渉 のために ︑いわゆ る
セ ックスの ・ええー ・・
高井 ︵ 書類をめ くる手が とまる︶
社長 待て︑ 佐竹︒女性 がいるか ら小さな 声
で︒
佐竹 は い︒
社長 要するに 夜のため の薬ね︒ それで︑ 服
用す るの︒
佐竹 えー とフィン ガーティ ップス︒ ははあ︑
指先に ね・・・ いや︑服用 じゃない です︒
塗る みたいで すよ︒
社 長 飲む んじゃな いのか？
佐竹 ︵ 大声で︶ 微量を指 の先につ けて︑女
性の壁 に︑塗る ︒壁とい うのは・ ・・あそ
こで すね︒つ まり︒
高井 ・ ・・︒
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社 長 し︑も っと小さ い声で︒
佐竹 壁 に塗ると ですね︒絶 妙の気分 が得ら
れます ︒って︒ 書いてあ りますね ︒要する
に性 感クリー ムですね ︒
社 長 何回 分って書 いてある ︒
佐竹 う ーん︒コ ーション ︒注意書 き︑子供
の手 の届かない ところに おいてく ださい︒
し か書いて ませんね ︒
社長 ︵ 佐竹から 薬の瓶を とりあげ ︶ふうん
・・・ 売れるか な︒
佐竹 さあ︒
社 長 あり がと︑も う席に戻 っていい よ︒
佐竹 は い︒・・ ・小林さ んの携帯 の番号は
と・ ・・︒
高井︑佐 竹のそば に来てた め息をつ く︒
佐竹は 小林に電 話をする ︒
佐竹 ああ ︑電波の 届かない ところに いるっ
て︒だ めだ︒
布川 ああ・ ・︑じゃ あ︑もう くるよ︒
高 井 ︵小 さな声で ︶佐竹さ ん︒
佐竹 え ？
高井 すごいで すね︒こ の状態っ てやばく な
い すか︒
佐竹 あ の︑巨漢 の岸川さん が寝ちゃ ってる
からね ︒
高井 そうい うことじ ゃなくて ︒いや︑ そう
い うことな んですけ ど・・・ ︒
佐竹 気 にしない ︑気にし ない︒気 にしてた
らここ でバイト できない から︒
高 井 はあ ︒
課長と ︑係長が 帰ってく る︒
課 長 ただ いま︒
社長 ご くろうさ ん！
係長 だだい ま︒
社 長 ごく ろうさん ︒
佐竹 あ ︑お疲れ さまです ︒
課長 どうした のみんな ︒なんか 変︒
社長 仕事で すよ︒今 度の商品 試してる の︒
課長 ・・ ・︒
係長 今日の振 り込み︑こ こ置いて おきます ︒
社長 小林︑ 見なかっ た︒
係 長 コン ビニでお 弁当買っ てました ︒もう
すぐ来ま すよ︒
社長 弁当？ あのやろ う︑腹が 痛いんじ ゃ
なか ったのか ︒なめや がって︒
高井 布 川さん︑で きました ︒︵書類 を渡
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す︶
布川 へ ・・・︵ うとうとし ながら︶ ああ︑
ありが と︒
高井 ︵佐竹 のところ にくる︶ 普段まじ めな
布 川さんが ・・・酔 っぱらっ てる・・ ・︒
佐竹 ︵ 笑う︶
高井 なんなん ですか︒ この会社 は︒
社 長 花岡 ！ 声は れ︑声！
花岡 は い︒
社長 今月︑ノ ルマいか なかった ら平に降 格
だか らな︒
花 岡 ・・ ・︒
社長 花 岡︑今週 はとくと くパック 何件︒
花岡 え︑開 業とくとく パック︒ ５件です ︒
社 長 みん なでか︒
花岡 い や︑私で す︒
社長 お前の成 績聞いて るんじゃ ないよ︒ お
前営 業主任だ ろ︒
花岡 はい ︒みんな あわせる と︑柴君 と岸川
君で︒ ２２件︒ です︒
社長 ほう︒ 小林は︒
花 岡 え？ 小林君 は・・・ ︒
社長 ゼ ロか︒
花岡 まあ・・ ・︒
社 長 ・・・ ︒
小林が 入ってく る︒弁当 を片手に 黙った
まま 席に座る ︒
佐竹 啓 ちゃん︑ これ︵漫 画を返す ︶︒
啓介 あ・・・ ︒
佐 竹 ねこ ぢるの旦那 の漫画︒ いいね︒ 笑え
るね︒強 烈だよ︒
社長 小林！
小林 あ・・ ・はい︒
社 長 こっ ちに来い ︒
小林 ︑社長の もとへ︒
社長 遅 れてきた らまず︑ 私のとこ ろに挨拶
だ︒
小林 あ・・ すみませ ん︒
社長 あ︑ すみませ んじゃな いよ︒ま ったく︒
小林 おはよう ございます ︒
社長 おはよ うござい ます？ 何時だと思 っ
て るんだよ ︒
小林 は い︒
社長 何度も言 うようだ けど︒お 前を雇う の
にい くらかか ってると 思ってる の︒
啓介 ・ ・・︒
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あ ︑あああ︵ 背伸びす る︶よし ！

岸川︑ 突然︑飛 び起きる ︒

社 長 え︑小 林よ︒・ ・・もう いい︒今 日は
朝から新 商品のモ ニターして るんです よ︒
電話が とる人が 少ないん ですよ︒ 早く仕事
して ︒
小 林 はい ︒
社長 あ れ︑ここ に毛布あ るけど︑ 啓介︑昨
日泊 まったの︒
啓 介 え？ ええ︒ 徹夜しまし たから︒
社長 偉 い！ 聞 いたか︑ 小林︒啓 介は昨日︑
徹夜し たんです よ︒
啓介 う・・ その︑デ ータベー スを直し てい
て︒
社長 啓 介︑やる じゃない か︒
啓介 はあ︒
高 井 啓介 さん︑い いですか ︒
啓介 え ？ あ︑ なに︒
高井 ここんこ と色が出 ないんで すけど︒
啓介 ああ︑ プリンタ ーの設定 ね︒昨日 ・・
・いじった から︑い ますぐ直 します︒
高井 お願いし ます︒
社長 そうだ ︑課長︒ おっぱい 大きくなっ
た？
高井 ！ ︵書類を 落とす︶
課長 ・・・・ ええ︑最 初の１週 間は︒で も
今 週に入って また縮み ました︒
社長 そ うか︑効 果があった か︒
高井 ︵佐竹の ところに きて︶な んなんです
か︒ セクハラ ですか︒
佐 竹 ︵笑 う︶ほら ︑この前 言ってた ︑アッ
プブレス ト︒あれ 試してる みたいよ ︒
高井 胸の大き くなる薬 ︒
佐 竹 そう そう︒
高井 え え︑この 会社みん な社員が試 すんで
すか？
佐竹 さあ︑ 僕と啓ち ゃんはや ったこと ない
け ど︒
啓介 い や︑やっ たよ︒ミ レグロ︒
佐竹 ああ︑ 一度やった ︒第２の バイアグ ラ︒
ミ レグロ︑ 飲んだね ︒
高井 こ こで飲ん だんです か︒
佐竹 そうよ︒ だって社 長が飲め っていう ん
だも ん︒あれ 以来二度 と飲みた くないね ︒
啓介 あれ は変な気 分になっ た︒
佐竹 なったね ︒僕は背中 から汗が でてきた ︒
布川 あああ ︑あああ ︒︵あく びをする︶
高 井 やっ ぱり変︑ みんな︒

岸川
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岸川でて いく︒
高井 どこい ったんで しょう︒
佐 竹 トイ レじゃな いの？
啓介 高 井さん︑ 今︑直し ときまし たから︒
色︒ プリントで きます︒
高 井 あ︑ はい︒あ りがとうご ざいます ︒
入り口 から道安 が現れる ︒スーツ 姿に︑
首か らおおき な数珠の ようなも のを下げ
て いる︒
道安 こんに ちは︒︵両 手を合掌 しながら ︶
高 井 いら っしゃい ませ︒
社長 お お︑道安 先生︑よ く来てく れました ︒
課長・ 係長 こ んにちは ︒
道安 ︵ラリ っている 柴を見て ︶ん？
社長 高井 君︒お客 様にすぐ にお茶入 れて︒
高井 はい︒
道安 ああ︑ 気にしな いでくだ さい︒時間 な
い ですから ︒この書 類渡しに きただけ だけ
ですから ︒
社長 どうぞこ ちらに︒
社長と道 安は会議 室に消える ︒
啓介 誰？
佐 竹 印刷 屋さんみ たいよ︒
啓介 印 刷屋？ ふうん︒ でも先生 ってよん
でたね ︒
佐 竹 ほら ︑年末の納 会にも来 てたじゃ ん︒
啓介 あ あ︑そう かそうか ︒思い出し た︒ど
っかの 坊さんか と思った ︒
課長 ︵電話 をとり︶ キャサリ ン！ キ ャサ
リ ン！ 電 話！ あ れ︑キャ サリンは ？
佐竹 岸 川さん︑ トイレで す︒
課長 ︵電話 の相手に︶ ごめんね ︒今︑キ ャ
サ リン︑ト イレみた い︒すぐ にかけ直す よ
うに言う から︒
岸川 が戻って くる︒
課長 あ︑キャ サリン！
岸川 あら︑ 課長︒何 かしら︒ ︵体をくね ら
せ ながら︶
課長 今 ︑電話あ ったのよ ︒藤本社 長︒
岸川 ああ︑そ うなの︒ じゃあ︑ すぐにか け
直す わね︒あ りがとう ︒
高井 ！ ︵お茶のふ たを落と す︶
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係 長 高井さ ん︑大丈 夫︒
高井 あ あ︑すみ ません︒
係長 あたしが お茶入れ るから︑ 仕事続けて ︒
高井 でも︒
係 長 今︑ いらっし ゃった方 ︒大事な お客さ
まだから ︒ね︒
高井 すみませ ん︒お願 いします ︒
係長︑お 茶を入れ 始める︒
高井は ︑佐竹の そばにく る︒
高 井 岸川 さんって これ︵お かまの手 ︶だっ
たんです か？
佐竹 ︵笑う ︶
布 川 高井 君︑高井 君︒
高井 は い︒
布川 ああ︑な んでもな い︒︵寝 る︶
高井 ・・・ ︵唖然︶
佐竹 駄目 だ︑布川 さん︑今 日は使い 物にな
らない ︒
啓介 相当︑ 飲んだの かなあ︒
佐 竹 さあ ︑何の薬 だろう︒
啓介 ダ ウナー系 かな︒
佐竹 アッパー じゃない ことは確 かだね︒ 寝
ち ゃってるし ︒
高井 な んですか ︑アッパー って︒
佐竹 アッパー がハイに なる薬︒ ダウナーが
とろ んとする 薬︒つま り︑覚醒 剤がアッ パ
ー ︑マリフ ァナがダ ウナーね ︒
高井 げ ︑そんな の飲んだ ことない から︑分
かんな いすよ︒
佐 竹 だよ ね︵笑う︶ ︒
社長と 道安が出 てくる︒
社 長 いや ︑先生︑ 本当助か りました ︒
道安 困 ったとき はお互い 様だから ︒
社長 いや︑ なんと申し 上げてい いやら︒
道 安 そん なこと言 わないで くださいよ ︒長
年のつき あいじゃ ないです か︒
社長 いや︑本 当に︒皆 様にもよ ろしくお 伝
えく ださい︒
道安 支部 長︑また ︑顔出す よ︒今日 は時間
がなく て失礼︒ じゃあ︑今 度の日曜 日︒弥
勒院 で︒
社 長 はい ︑日曜日 に弥勒院 で︒花岡 君！
道安先生 がおかえ りですよ ︒
花岡 ︵電話を 片手に︶ あ︑お帰 りですか ︒
︵電 話の相手 に︶すみ ません︑ 少々お待 ち
を︒
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道 安 では︒ ︵合掌す る︶
社長 ︵ 合掌する ︶
花岡 ︵かけよ り︶あり がとうご ざいました ︒
︵合 掌する︶
高井︑合 掌する姿 をみて︑ 不思議そ うに
して いる︒
高井 佐 竹さん︑ 家で携帯 とかメー ルやって
ます？
佐竹 うん︑ もちろん ︒
高 井 メル アド教え てもらっ ていいで すか︒
佐竹 う ん︑これ ね︒︵紙 に書く︶ やったー
メル 友ね︒う れしいなあ ︒
啓 介 佐竹 っちずる い︒自分 だけ︒
佐竹 わ かった︑ これ啓ち ゃんのメ ルアドね ︒
一緒に 書いてお く︒
高井 ありが とうござ います︒ なんかこ こで
聞けないこ とたくさ んあって ︒バイト は佐
竹さん だけだし ︒
佐竹 ははは ︑ここ変 だからね ︒いつでも メ
ー ルちょう だい︒
啓介 僕 ちゃんも ︒ほしい ︒
高井 はい︑た ぶん︑今 日します ︒という か︑
い ろいろ謎が 解決しな いと明日 ︑ここに く
る気分に ならない ような気が します︒
社長 ︑外に向 かって吠 える︒
社長 俺 は負けん ぞ！ よ し！ 俺 は絶対負
けん！ 今まで ︑いろん な試練を 乗り越え
て きた︑駄 目だと思っ たことは なんども あ
った︒で も大丈夫 だった︒ こんどもい ける︑
やれる ︑がんば れる・・ ・うん︑ うん︑う
ん︒ なーむー ︒なーむ ー︒
高 井 社長 何やって るんです か︒
佐竹 あ あやって ︑自分に 言い聞か せてるの ︑
自己 催眠って やつ︒
高 井 ああ ︑自己催 眠ってあ あやってか ける
んですか ︒
佐竹 ︵笑う︶ 社長のは 自己流だ から︒
社長 よし︑ みんな聞 いて︒会 社の人事 体制
をたった今 から変え る︒まず ︑柴︑柴 ︑起
きてる か︒
柴 はい︒
社 長 柴︑ 営業成績 ３週連続 ダントツ トップ
だ︒約束 通り部長 にしてや る︒これ からは
テレア ポだけじ ゃなく営 業戦略を 積極的に
考え てもらう ︒
はい ・・・あり がとうご ざいます ︒︵眠
柴
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た げに︶
社長 係 長︑聞い てた︒柴に ︑部長の 名刺ね︒
係長 はい︒
社長 営業部 部長って いれてね ︒
係 長 はい ︒
社長 岸 川！
岸川 はい︒
社 長 お前 ︑外の営 業任せる︒ 外回りの 主任
だ︒外商 担当主任 だ︒
岸川 外回りで すか︒
社長 外回り 嫌いか︒
岸 川 いや ︑喜んで ︒
社長 飛 び込み営 業頼むよ ︒
社長 花岡︒ お前︑営業 部主任︒
花 岡 社長 ︑それっ て前と同 じですね︒
社長 な んだ文句 あるのか ︒お前の 奥さん美
人だろ ︒満足し てるか︒
花岡 はい︑ 十分満足 してます ︒
社長 そう ︑それで いいんだ よ︒
花岡 ・・・？
社長 営業部 は︑今か らこの体 制で行くか ら
ね ︒そうだ ︑布川君 ︑なんか 肩書きが いる
なあ︒営 業本部長 なんてど うだ︒
布川 肩書きで 仕事がで きるんな らほしい で
す けど・・・ 私には必 要ありま せんから ・
・・︒
社長 いうねー ︒肩書き がいらな い︒
布川 肩書が あったら ︑何倍も の仕事が でき
る かって言 うとそう じゃない でしょう ︒だ
から私は いりませ ん︒
社長 まあ︑布 川君が言 うんじゃ しょうが な
い な︒でだ ね︒問題は 小林だ︒ 花岡︑あ れ
見せてみ ろ︑テレ アポの管 理表︒これ 小林
のやつ ね︒一昨 日︑２６ 件の資料 請求者に
対し て︑契約 がゼロ︒ 昨日も８ 人の資料 請
求 者に対し てゼロ︒ ・・・・ どうする ︒こ
れじゃあ ︑うちが 何百万も だして︑ 宣伝広
告し てるのが ぜんぶ水の 泡だ︒
小 林 ・・ ・︒
社長 さ っき来た お客さん ︑道安先 生︒先生
の紹介 でね︒代 議士の小 川道夫先 生を通し
ても らった︒ それで富 士銀から 融資が受 け
られること になった んだよ︒ だから︑ これ
からど んどん利 益をあげな いといけ ない︒
柴 ︑岸川︑ 布川は︑ 眠たげで あんまり 話
を聞いて ない︒
社長 今日は いいや︒ 詳しくは また︑後 で話
す︒じゃ あ︑みんな ︒仕事し て︒
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小林
社長
小林

・・・ ︒
小 林︑ちょ っと︑こっ ち来い︒
はい︒
小 林︑おそ るおそる 社長のも とへ︒

社長 なんだよ ︑これは ︒
小 林 すみ ません︒
社長 す みません じゃない よ！ ど うしてく
れるん だ︒これ みろ︑こ の媒体に ２００万 ︑
この 媒体・・ ・ビジネ スチャン プ︑起業 マ
ガ ジン︒サ イドビジ ネス独立 マガジン ︑こ
れに１０ ０万︑週 刊現代︑ この媒体 もこの
媒体 も︒うち の会社がこ れだけ広 告をだし
て ︑初めて ここに資 料請求し てくるんだ よ︒
おまえ︑ それを全 部ドブに すてる気 か︒ゼ
ロって 何だ︒ゼ ロってい うのはな んなんで
すか って︑き いてんだ よ︒え！
小林 ・・ ・︒

２ ３場
シダッ タ︑暗闇 を彷徨う ︒
シダッタ おかし い︑道がな い︒僕は どこを
歩いて いるんだ ︒
ア ルバート がふっと 浮き出た ように現 れ
る︒
ア ルバート シダッタ ︒どこに いく︒
シダッタ アルバ ートさん ︒
アルバ ート 私 と一緒に いかない か︒
シダ ッタ え ？ どこ に︒
ア ルバート ミロク の所だよ ︒
シダッタ ミロク ︒僕たち を救って くれると
いう ︒
ア ルバート そうだ ︒あのダ イバダッタ とい
う坊主が しつこい ぐらい言 ってるあ のミロ
クとや らだ︒
シダ ッタ 救 世主︑で すか︒
アルバート 救世主 ？ ︵笑 う︶科学 以外︑
私はま ったく信 じちゃいな いがね︒
シダ ッタ で も︑どう やって︒
ア ルバート ははは ︑時間も 距離もこ こでは
関係ない ︒
シダッ タ でも ・・・︒
アル バート 君だった らいける だろう︒
シダッタ 僕がどう して︒
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ア ルバート ここに入 ってこれ たからだ ︒こ
こは私が 特別に作 った場所だ ︒
シダッ タ ・・ ・︒
アル バート あいつら は私のじ ゃまをす る︒
私 が真実を 探ろうと するのを ひたすら 妨害
する︒罠 をしかけ てくる︒
シダ ッタ 罠・ ・・︒
ア ルバート ここに はな︒ダイ バダッタ と同
じような 奴はまだ まだ︑た くさんい る︒何
千︑何 万とな︒ そして私 がミロク のもとに
行く ことを阻 止しよう とする︒
シ ダッタ 人がいる んですか ︒そんな にたく
さん︒僕 はその人 たちに会 いたい︒
アル バート ああ︑会い たいなら 会うがい い
さ ︒しかし ︑それは いつでも できる︒そ れ
より︑も っと大切 なことが ある︒あ いつら
が固く 信じてい るミロク というも のが本物
かど うか確か める必要 がな︒
シダッタ ・・・・ ︒
アルバ ート 道 だ︒見える だろう︒
シダ ッタ 道 ︑ですか ・・・︒
ア ルバート ここは 闇ではな い︒私に は君が
見える︒ さあどう してだ︒
シダッ タ さあ ︒
ア ルバート 光がある からだ︒ あそこか ら︑
光がさし ているか らだ︒光が なければ 私た
ちはお 互いの存 在を確め る合うこ とすらで
きな い︒
シ ダッタ するとあ の光が︒
アルバー ト おそ らくな︒ ミロクの いる方向
はあち らだ︒そ れしか考 えられな い︒光の
方 向に進む んだ︒
シダッタ ・・・ ︒
アルバ ート そ れでだな ・・・し ！ しま っ
た︒ 誰かから 聞かれた ︒
シ ダッタ ・・・？
アルバー ト 誰だ ︒そこに いるのは ︒出てこ
い︒ 盗み聞き はたちが悪 いぞ︒
ジーザス が現れる ︒
ジー ザス み つかっち まったか ︒
アルバート ジーザ ス︒どう してここ がわか
った︒
ジー ザス 思 い出した んだよ︒ あんたが俺 の
ゲ ームに登 場したの をな︒で も︑あん た途
中で死ん だよ︒ほ んとあっ けない死 に様だ
った︒
アル バート もうゲー ムは続け ないのか ︒
ジーザス 俺のゲー ムは途中 で終わっ た︒だ
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か らリセット してやっ たさ︒︵ 不敵に笑
う︶・・ ・しかし ︑今︑思え ば退屈な ゲー
ムだっ た︒
アル バート ダイバダ ッタは？
ジ ーザス あの坊主 か︒瞑想 とかなん とかい
うらしい が・・・ まあ︑さ ぼってる んだよ︒
俺は あんなに一 生懸命ゲ ームに専 念したの
に ︒あいつ はだだひ たすら座っ ているだ け
だ︒・・ ・おい︑ シダッタ ︒俺と一 緒に来
るんだ ︒
アル バート シダッタ は駄目だ ︒これか ら私
と いくんだ ︒
ジーザス こいつ は行くと はまだ言 ってない
ぜ︒ なあ︑シ ダッタ︒お 前︑この オヤジと
一 緒にいく のか︒
シダッタ ・・・ いや・・ ・僕は︒
アルバ ート ・ ・・︒
ジー ザス ミ ロクのも とには俺 が先に行 く︒
そして奴を 殺す︒皆 が俺の再 来を望ん でい
た︒し かし何だ ︒人々は俺 はもう必 要ない
とい っている ︒・・・ 俺が死ん だ︑もうい
な いという 者も現れ た︒今ま で俺に助 けて
くれ︑助 けてくれ と︑泣き すがって きた奴
らが今 度は︑眠 っている だけのミ ロクとや
ら を拝み始め た︒狂っ てる︑間 違ってる ん
だ奴らは ︒・・・ だからあい つを殺し てや
る︒あ いつを殺 してもう 一度この 世界をリ
セッ トしてや る︒ゲー ム再開だ ︒
ア ルバート ジーザ ス・・・ ︒
ジーザス アルバ ートアイ ンシュタ イン︒お
まえも その一人 だ︒俺を 無視し︑ 世界を扇
動 した︒お 前はおれに とって︑ 最大の敵 だ
った︒・ ・・・︒ とにかく ︑ここで死 んで
もらう ぜ︒ゲー ムオーバ ーだ︒
︵大 きなアラ ビア風の ナイフを だす︶
ア ルバート そうか ︑そうい うことか ︒
ダイ バダッタ が現れる︒
ダイバダ ッタ 止 めろ︑ジ ーザス！ この男
を殺す のはおれ の役目だ ︒
アル バート ダイバダ ッタか︒ なるほど ︑わ
かってきた ぞこのカ ラクリが ︒
シダッ タ ジー ザス︑止め ろ︒この 人を殺し
てど うするん だ︒何が 変わるん だ︒
ジ ーザス アルバー ト︑おま えが憎い ︒俺を
必要とし なくなっ た人々が 憎い︒す べてお
まえら のような 科学者の 輩のせい だ︒・・
・・ ︑憎しみ だ︒憎し みが押さ えられな い︒
俺は今ま で右の頬と なぐられ たら︑左 の頬
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を 差し出せと 説いてき た︒しか し︑そん な
の嘘っぱ ちだ︒
ダイバ ダッタ ジーザス ！ もう いいだろう ︒
お前 の苦しみ は分かっ た︒しか し︑今更 ︑
ど うしよう もないだ ろう︒止 めるんだ ︒
︵アルバ ートの前 に立つ︶
ジー ザス どけ ︑坊主︒ どけ！ どくんだ ！
ダ イバダッ タ ・・ ・彼を殺る なら私を 殺し
てからい け︒
ジーザ ス そう かい︑そ れならそ うさせて も
らう よ︒

止 めろ！

ジーザス ︑あっけ なくナイ フを振り 上げ︑
ダイ バダッタ の腹を突き 刺す︒
シ ダッタが 飛びつき ︑ジーザ スの手を取
るが︑間 に合わな かった︒
シダ ッタ
ダイバ ダッタ︑ 倒れる︒
ダ イバダッ タ ジー ザス︒ジ ーザス︒
ジーザス ・・・ ︒
ダイバ ダッタ イエスよ ︑私は︑ あなたを ・
・ ・・︒
ジーザス ・・・ ユダ︒何を 言ってい るんだ︒
ダイバ ダッタ ナザレの イエスよ ︒私は裏切
り者 だ︒何度 生まれ変 わっても 裏切り者 の
輪 廻から抜 け出るこ とができ なかった ！
地獄だ︒ これが本 当の地獄 だ︒でも これで
死本当 に死ねる ・・・︒
ダイバダ ッタ︑死 ぬ︒

暗 転︒

２ ４場
屋上︒
佐竹 と高井︒
二人とも片 手にパン とジュー スを持っ て
軽く食 事をして いる︒
高 井 大学 とか行こ うと思っ たんです けどね︒
やっぱ私 には必要 ないと思 って︒
佐竹 ︵たばこ に火をつ けながら ︶ふうん ︒
今ま で予備校 いってた のか︒・ ・・今日 は
風が気持 ちいいや︒ やっぱ屋 上はいい ね︒
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高 井 ︵口に ピアスを 付ける︶ そうなん すよ︒
こう見え ても勉強 してたんで す︒
佐竹 なに？ ピアス︑ 耳だけじ ゃないの？
口に も穴開い てたの？
高 井 初日 に︑口ピ アスして きたんで すけど
ね︒布川 さんがは ずせって いうもん だから︒
佐竹 お客さん にお茶出 さないと いけない か
ら ね︒
高井 で も面接の 時は口ピ アスして たんです
よ︒そ れで採用 だからい いと思う じゃない
です か︒それ なのには ずせって ︒
佐 竹 見せ て︒・・ ・痛そー ︒ジュー スとか
飲んだら 漏れてこ ない︒
高井 漏れま すよ︒牛乳 とかぴゅ ーと出て お
も しろいで すよ︒見 ますか？
佐竹 ︵ 笑う︶い いよ︒も しかして へそピア
スもし てるの？
高井 え？ してます よ︒見ま すか︒
佐竹 え・ ・・でも 今休み時 間だから ︒
高井 ほら︵シ ャツをめく る︶
佐竹 すごい ね︒感動 だ︒
高 井 はい ︑おしま い︒・・ ・そうそ う︑啓
介さんい ますよね ︒
佐竹 ああ︑啓 ちゃんね ︒
高 井 啓介さ んって︑ しゃべる とき︑ど もっ
たりして ︒なんか 変︒
佐竹 あの人エ ンジニア だからね ︒そういう
人多 いよ︒
高 井 病気 なんです か︒
佐竹 昔 自閉症だ ったみた いよ︒い じめもた
くさん されたら しいし︒
高 井 だか らかあ︒ま ともに人 の目をみ て話
さないん ですよね ︒
佐竹 そうだね え︒
高井 でも佐 竹さんだ けとは話 すんです ね︒
佐 竹 僕と は年が近 いからね ︒高井さ んにも
もうすぐ ちゃんと 話してく ると思う よ︒慣
れな い人だと 緊張してど もっちゃ ったりす
る みたいだ から︒
高井 ︵ たばこを 取り出し 吸う︶
佐竹 たばこ︑ 吸うの？
高井 みんな の前では 吸わなか ったんで すけ
ど︒一応︑ 未成年で すから︒ でもここ ︑変
な薬？ とか勤務 中にやって るくらい だから
・・ ・今まで いろんな バイトし たけど︑こ
ん なやばそ うな会社 のバイト 初めてで すよ︒
・・・や めちゃお うかな︒
佐竹 ︵笑う︶ どうして も嫌だっ たら仕方 な
いね ︒・・・ 店とかが いいんじ ゃないの ？
似合って るよ︒
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高 井 店員で すか︒時 給安いん ですよ︒ それ
に厳しい のいやな んですよ︒ 人間関係 とか︒
ここ︑ みんな年 上でしょ ︒子供扱 いされる
とき はむかつ くけど︑ 楽なんで す︒
佐 竹 やり たいこと ってある の︒
高井 や りたいこ と？ や りたいこ とです
か？
佐 竹 うん ︒やりた いこと︒
高井 ・ ・・予備 校︑やめ ちゃった しな︒や
っぱ︑ 頭悪いん ですよ︒ それで︑ どうしよ
うか なあって ︒フロム エーめく ってたら 制
作 補助って 書いてあ ったから ︑おもし ろそ
うだし・ ・・やり たいこと か︒そう いえば
思い つかない なあ・・・ 佐竹さん っていく
つ ？ ３０ 過ぎとは 聞いてる んだけど︒
佐竹 僕 ？ 秘密 ︒芸術家 は年をと らないの ︒
高井 いいじゃ ん︑歳く らい教え てくれた っ
て︒ 女じゃな いんだか ら︒・・ ・じゃあ ︑
どうして社 員で働か ないの？ そっち のが
儲かる でしょ︒
佐竹 いや︒ おとこの ロマンと いうかね︒ ３
３ 歳にもな ってバイ トはつら いけど・ ・・︒
高井 な んだ３３ かあ︒・ ・・げ︒ 兄ちゃん
よりず っと年上 だ︒１５ も離れて る︒
佐 竹 そうだ ね︒
高井 ・ ・・１５ も年上かぁ ︒そんな 年上と
やった ことない なあ︒
佐竹 ︵ぶ︑ ジュース を吹き出 し︑咳き 込
む︶
高井 大 丈夫すか ︒
佐竹 いや︑急 に過激な こという もんだか ら︒
高 井 佐竹 さんは︑彼 女いない の︒
佐竹 い ないねえ ︒
高井 そういう 人ほどい たりする んだよね ︒
佐竹 いや︑ 本当︒影 も形もな し︒
高 井 そっ かー︒も し︑突然 ︑遊びに 行って
彼女がい たらやば いなあ︑ って思っ てたん
だ︒ よかった ︒
佐 竹 なに ？
高井 い え︑なん でもない っす︒そ うそう今
日社長 から︑飯 でも食わ ないかっ て誘われ
てる んです︒ どう思い ます？
佐竹 あ︑ そう︒
高井 係長って 社長の奥さ んでしょ ︒誘って
ると きに︑あ たしの横 でにこに こしてるん
で す︒変で すよね︒
佐竹 は はあ︑そ れはもし かして︒ そっか︒
社長も 早いね︒
高井 なんで すか︒そ れ︒いつ も︑バイ トの
女の子に 手を出して るんです か？ 奥 さん
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い るのに？
佐竹 い やいや︒ そうじゃな いんだな あ︒こ
れって 言っても いいのか なあ︒
高井 なんで すか︒教 えてくだ さいよ︒
佐 竹 まあ ︑高井さ んがしっ かりして ればな
んにも問 題ないん だけどね ︒食事の あと︑
いろ いろあるの よ︒
高 井 なん なんです か︒もった いぶらな いで
おしえて ください よ︒
佐竹 まあ︑宗 教なんだ よね︒
高井 宗教？ ！
佐 竹 そう ︑宗教︒ 社長が熱 心に信者 を集め
てるんだ よね︒た ぶん︑食 事をごち そうに
なる とそれに 誘われるよ ︒
高 井 えー ︒チョウ きもい！ 変な薬売 って
るし︑お まけに宗 教やって るなんて ︑まさ
かオウ ムじゃな いでしょ うね︒
佐竹 オウム じゃない よ︒でも ︑なんだ か︑
しつこいよ ︒初詣に 神社にい くなとか ︑お
まもり を買うな とか︑よけ いなお世 話だよ
ね︒
高 井 うわ ぁ︒・・ ・佐竹さ ん︑もし かして︑
信者だっ たりする の︒
佐竹 僕？ 違 うよ︒神 のことは わからな い︒
そ うそう︑エ ンジニア の啓ちゃ んは︑お 寺
にもつれ ていかれ たらしいよ ︒俺は神 なん
て信じ ちゃいな い！って 拒んだら しい︒僕
は︑ 前もって 知ってた から最初 から誘い に
は 乗らなか ったね︒ でも︑そ のかわり って
言っちゃ なんだけ ど突然︑ 家に仏壇 が郵送
されて きたよ︒ まいった ね︒すて るにも捨
て られない でしょ︒
高井 仏 壇が？ キモーイ ︒
佐竹 そう︑宅 急便でね ︒
高井 迷惑で しょ︒思 い切って 捨てるな り︑
社 長に突き 返すなり したらど うですか ︒
佐竹 僕 もこの年 で作家志 望でしょ ︒アルバ
イト もないし ︑いろいろ と生活に 困ってて
ね ︒部屋に 仏壇置く だけで︑ 仕事もらえ る
ならそれ でいいや ︑って割 り切った んだよ︒
高井 ふうん︒
佐竹 １年前 ︑僕と一 緒にアル バイトに 入っ
た女の子が いたんだ けど︑や っぱり社 長が
宗教に 勧誘した みたいでね ︒その後 寺につ
れて いかれた って言っ てた︒
高 井 その アルバイ トの女の 人︒その 後どう
なったん ですか︒
佐竹 それがい やで︑す ぐ辞めち ゃった︒
高井 もしか して︑課 長も︑係 長も布川 さん
も信者な んですか︒
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佐 竹 うん︒ 社員ほと んどそう だよ︒東 京支
部とかい ってたな あ︒
高井 東京支部 ？！ な んすかそ れ︒
佐竹 支部に 分かれて 活動して るんじゃ ない
か なあ︒信 者の勧誘 とか︒
高井 シ ョック︒ ・・・・ あたし午 後からば
っく れちゃおう かな︒
佐 竹 高井 さんが突 然いなくな ったら大 変だ
よ︒
高井 とにかく 宗教がい や︒そし て︑やば い
薬を 扱うのも いや︒そ れに社長 も布川さ ん
も 私を必要 としてな いもん︒ 制作って いっ
てもお茶 くみばっ かり︒私 ブスだし ︒胸な
いし ︒
佐 竹 ブス と胸は関 係ないで しょ︒それ に高
井さんは 違うよ︒ 浜崎あゆ みに似て てかわ
いいよ ︒
高井 げ︒佐 竹さん︑ 目︑やば いよ︒全 然似
てない︒あ たしのこ とかわい いなんて ︒
佐竹 似てるっ て︒かわい いって︒
高井 本当︒ あたし︑ かわいい ？
佐 竹 かわ いい︒
高井 わ ー︒今日 ︑佐竹さ んちに遊 びにいっ
ちゃお う︒
佐 竹 えー！ なんで そうなる の︒
高井 だ って︑か わいいんで しょ︒
佐竹 いや︑で も︒アル バイト同 士でなにか
ある とー︒
高 井 いい のいいの ︒お母さ んには友 達のと
こに泊ま りにいく って言う から︒
佐竹 泊まり？ ！ それ は・・・ ︒
高 井 あれ ︑あそこに いるの小 林さんじ ゃな
いですか ︒
佐竹 え？
高井 ほら︑ 小林さん ですよ︒
佐 竹 ほん とだ︒何 やってん だろ︒
高井 ま た社長に 怒られて ︑まいっ てんのか
なあ ︒
佐 竹 社長 も社長だ よな︒悪 いことは全 部小
林さんの せいだか らなあ︒ みててか わいそ
うだよ ︒これも いじめだ ね︒
高井 小林さ んって︑ 家族いる んですか ？
佐竹 独身 だって聞 いたよ︒
高井 きついす ね︒独身で あの顔で ︑デブ︑
ハゲ ですか︒
佐 竹 うわ あ︒厳し いね︒で も︑最近 彼女が
できたっ て聞いた よ︒
高井 まさか︒ はったり じゃない すか︒
佐竹 いや︑ 本当︒な んでも同 じ・・・ あ
れ？ 小 林さん︑柵 を登って るよ︒︵ 立ち
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上 がる︶
高井 げ ！ 何す るんですか ね︒︵立 ち上が
る︶
佐竹 屋上で 柵のぼる って︑決 まってる よ！
高 井 やば ︑やっぱ やばいす よ︒佐竹 さん︒
止めない と︒
佐竹 待て待て ︑騒ぐな ︒今刺激 したらま ず
い よ︒飛び 降りちゃ うよ︒
高井 ど うするん ですか︒
佐竹 えええ！
高井 佐竹さ ん︑何パ ニクって るんすか ︒
佐 竹 あわ わ︒
高井 し っかりし てくださ いよ︒ほ ら︑深呼
吸︒
佐 竹 ふー ︒ふー︒ こんな場 面に遭遇す るの︑
一生ない と思って た︒
高井 ああ︑柵 乗り越え ちゃって ︑ふらふ ら︑
して ますよ︒ もう落ち そうです よ︒やば い
すよ︒・・ ・小林さ ん！ 小 林さん！
佐竹 小林さん ！ 小林さ ん！
高井 あ︑こ っち向い たよ︒
佐 竹 小林 さん︑早 まっちゃ 駄目だ！ ちょ
っと待っ て！
高井 小林さん ！ 小林 さん！ 彼女いる ん
で しょ︒彼女 が泣いち ゃうよ︒

小林さ ん！

小 林さん！

佐竹︑ 高井︑半 狂乱にな る︒
佐 竹・高井
暗転︒

２５場
輸 入代行会 社︒
小林︑震 えながら ソファー に座って いる︒
社長 は事務所 にあるテレ ビのモニ ターを
見 ている︒
営業マン たちは小 さな声で 電話を続 けて
いる︒
佐竹 社長 ︑人が悪 いですよ ︒危ない じゃな
いです か︒
高井 ・・・ ︒
社 長 鳥で すよ︒屋 上のアン テナにカ ラスが
いたんで すよ︒ほ ら︑こん なによく 映るよ
うにな った︒さ っきはま ったく見 えなかっ
たん ですよ︒
佐竹 な にも小林さ んにやら せること ないじ
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ゃ ないですか ︒業者の 人に頼む とか︒
社長 う るさいな ︒業者じゃ 間に合わ なかっ
たんで すよ︒こ れからニ ュースが 始まるん
です よ︒厚生 労働省の 特集なん ですよ︒ ど
う しても見 ないとい けないん ですよ︒
佐竹 で も︑小林 さん︑あ そこで滑 ったら︑
死ん じゃってま すよ︒
課 長 佐竹 ちゃん︑ テレビアン テナって そん
なに危な いところ にあった の？
佐竹 課長︒だ って屋上 の柵の外 ですよ︒ こ
のビ ル何階だ と思って るんです か︒
課 長 うわ ー︒社長 って残酷 ︒
社長 大 げさなん ですよ︒ 私だって ︑屋上に
昇っ たことく らいあるん ですよ︒ 気持ちい
い じゃない ですか︒ 気分転換 させてあげ た
んですよ ︒
係長 ︵小林に コーヒー を︶小林 さん︑ハ イ︒
小林 ︵震え ながら︶ ありがと うござい ます︒
係長 かわ いそうに ︒高所恐 怖症なら 先に言
ってく れればよ かったのに ︒
課長 社長か ら言われ たらねえ ︒言えない わ
よ ねえ︒
社長 ・ ・・小林 ︒初めて 会社の役 に立った
ぞ︒ほ めてやる ︒
小 林 ・・・ ︒

社長 ︑テレビ を見続け る︒
営 業マンた ちは︑ひ たすら営 業を続け る︒
佐竹︑啓 介の横に 座る︒

佐竹 い やあ︑ほ んとに驚 いたよ︒小 林さん︑
飛び降 りるんじ ゃないか と勘違い したよ︒
啓介 社長も ・・・む ちゃくち ゃだなあ ︒
佐 竹 漫画 家のねこ ぢるが首 つり自殺 したっ
て︑聞い たばかり だったじ ゃない︒ だから︑
てっ きりねえ ︒
啓 介 ︵笑 う︶
佐竹 み んな見て ないから 分かんな いんだよ
ね︒本 当に焦っ たよ︑あ れは︒ね え︑高井
さん ︒
高井 チョ ウ焦りま したよ︒ 腰抜けそ うでし
た︒あ たしと︑ 佐竹さん︑ よくよく 考えた
ら笑 っちゃい ますね︒
佐 竹 ああ ︑あのパ ニクリ方 は︑ちょ っとか
っこ悪か ったなあ ︒
社長 高井君！ 高井君 ！
高井 あ︑は い︒
社長 こ のテレビし まっとい て︒
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高 井 もう見 ないんで すか︒
社長 う ん︑たい した内容じ ゃない︒ 見るの
やめた ︒
高井 でも︒ せっかく 小林さん が︒
社 長 いい んですよ ︒しまっ て︒
高井 ・ ・はい︒
社長 布川君︑ そろそろ 営業ミー ティング ︑
し ますよ︒
布川 は い︒
社長 花岡君︒ その電話 終わった ら︑全員 ︑
会議 室に︒
花 岡 ︵電 話しなが ら頷く︶
社長 小 林！ い つまで震 えてるん だ︒もう
終わ ったんで すよ︒会議 室にきな さい︒
小 林 ・・ ・︒
社長︑ 布川去る ︒

暗転︒

２６場
風 と光の中︒
シダッ タ アル バート！ どこに いる︒アル
バー ト︑畜生 ︑はぐれ た︒道が 見えない ︒
道 はどこだ ︒きっと どこかに 道がある はず
だ︒
庸 子が現れ る︒
シダッ タ 庸子 ︑なのか ︒どうし た︒どう し
てこ こにいる ︒
庸 子 お兄 さんこそ ︑どうし たの︒あ の︑穴
に落ちて からずっ と探して いたのよ ︒
シダ ッタ 穴 ︒
庸 子 そう よ︒あの 窪みにで きた大きな 穴︒
シダッタ ・・・ そうか︑ 地下に亀 裂ができ
て︑大 きな穴が できた︒ 僕はあの 大きな穴
には いった︒ そして︑ 地下に潜 り込んだ ︒
庸子 人は いたの︒
シダッ タ いる ︑たくさん ︒みんな ︑修行を
して いた︒
庸 子 修行 ︒
シダッタ そうさ ︑シェル ターと呼 ばれる︑
アパー トの中で ︑一生懸 命︑呪文 みたいの
を唱 えてた︒
庸子 人 はいるのね ︒私たち だけじゃ ないの
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ね︒
シダッタ いる︒ 想像もでき ないくら いたく
さんだ ︒あのシ ェルター の数は・ ・・一億︑
いや ︒何十億 という数 えられな いくらい だ
・ ・・母さ んは︒
庸子 ・ ・・・︒
シダ ッタ 父さ んはどう した︒
庸 子 死ん だわ︒兄 さんを捜し ているう ちに
・・・食 料もなく なってね ︒
シダッ タ 死ん だ・・・ 父さんも ︑母さん も︒
庸子 そう︒ 死んだわ ︒
シ ダッタ 僕は長い 夢を見て いたのか ︒僕は
昔︑山の 上にいた ︒何千と いう弟子 を従え
て︒ そして人 々を救う立 場にいた ︒まるで
︱︒
庸子 兄 さん︑神 様はね︒ もうとっ くの昔に
死んだ のよ︒
シダ ッタ ・ ・・︒
庸子 ︵笑 う︶︒み んな死ん だ︒みん ないな
くなっ た︒そう よ︒私たち 以外︑誰 もいな
いの ︒
シ ダッタ そんな！ そんな 馬鹿な事 って・
・・ジー ザス︒君 だね︒
庸子 ︵笑う︶
シ ダッタ ア ルバート ！ アル バート！ 助
けてくれ アルバー ト︒
庸子 の姿が消 え︑ジー ザスにな る︒
ア ルバート は︑腕を ジーザス に綱でく く
られてい る︒
ジ ーザス さすがはお 前さんだ ︒俺の神 通力
が全く通 じない︒
シダッ タ アル バートを 離せ︒
ジー ザス い やだね︒ ミロクに 会いに行 った
奴 は︑みな ︑強い光 にやられ ちまうと 聞い
たからな ︒あの有 名なムハ ンマドは その光
で消 滅したら しい︒だか らこいつ は盾に使
う ︒こいつ は光を自 由に扱え るんだろう ︒
え︑そう じゃない のかアイ ンシュタ インさ
んよ︒
アル バート 自然は私 たちの力 では自由 には
ならん︒痛 いほどわ かってる だろ︒
アルバ ート シ ダッタ︑私 のことは 構うな︒
早く ︑こいつ を始末し ろ︒
シ ダッタ 始末？
アルバー ト そう だ︑始末 するんだ ︒
シダッ タ わか らない︒
アル バート 何がわか らないん だ︒お前 ︑こ
いつを殺 りに来たん だろ︒そ れで追い かけ
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て きたんだろ ︒
シダッタ 殺りに ・・・わか らない︒ ジーザ
スを殺 すのか︒
アル バート そうだ︒ 殺すんだ ︒奴は何 度も
生 まれ変わ ってお前 を殺そう とするぞ ︒そ
していつ かお前は 激しい憎 しみを持 つよう
にな るだろう︒ そしてそ の戦いは 永遠に終
わ らない︒ しかし︑ ここで消滅 させれば す
べては終 わりだ︒
シダッ タ わか らない︒
アル バート ああ︑じ れったい ︒シダッ タ︒
早 く︑こい つを封じ ろ︒
シダッタ アルバ ート待っ てくれ︒ 考えさせ
てく れ︒
ジ ーザス 時間がな い︒お前 が俺を殺ら ない
なら︑先 に行くぜ ︑ミロク のもとへ ︒・・
・さあ ︑おっさ ん︑歩け ︒
アル バート シダッタ ！
ジーザ スと︑ア ルバート歩 き始める ︒
シ ダッタ ジーザス ︑待って くれ︒
ジーザス ︵立ち 止まる︶
シダッ タ 僕は 神などど うでもい い︒ミロ ク
が 何をしよう が関係な いんだ︒ ただ︑本 当
のことが 知りたい んだ︒僕の 父さんや ︑母
さん︑ そして妹 がどうな ったのか ︒僕は
どう して︑こ こにいる のか︒
ジ ーザス だから？
シダッタ だから ・・・一 緒に行っ てくれな
いか︒ 僕独りの 力ではミ ロクへの 道は見つ
け られない ︒ムハンマ ドのよう に焼き尽 く
されるだ ろう︒
ジーザ ス ムハ ンマドは 人間だっ たからな ︒
あい つには最 初から無 理だった ︒
シ ダッタ 君もだよ ︒ジーザ ス︒
ジーザス 何だと ︒
シダ ッタ い ずれ君は焼 き尽くさ れる︒僕 に
は その姿が 見える︒
ジーザス ・・・ ︒
間︒
アルバ ート 私 も本当のこ とが知り たい︒私
がな ぜここに いるのか だ︒この 際︑お互い
に 協力しあ ってもい いじゃな いか︒
ジーザス ふん︒
シダッ タ 頼む ︒一緒に 行ってく れ︒
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２ ７場
輸入代 行会社︒
緊迫 した空気 が流れる ︒
小 林︑柴が いない︒
小林の席 に︑ミニ スカート の女性︒ 川崎
が座 っている︒

社長 くそ！ 小林の奴 ︒自宅に 連絡つい
た？
課 長 ︵電 話を片手 に︶おか けになっ た電話
番号は使 われてま せんって ︒
係長 この履 歴書︑でた らめです ね︒住所 も
等 々力９丁 目って︑ ・・・・ そんな住所 な
いですね ︒
社長 携帯は？ 奴はい つも使っ てただろ ︒
花岡 かけて ます︒ず っと留守 番電話で す︒
社長 布川 君︑先週 最後まで いたの君 と小林
だけ︒
布川 ええ︑ 私と小林 君だけで した︒私は ︑
６ 時から８ 時まで道 安先生と 打ち合わ せで
外出して ました︒ 彼が一人 だったの はその
２時間 ですね︒
社 長 花岡︑ おまえが 残業しな いからだ よ︒
小林をひ とりにし やがって︒ まったく ︑美
人と結 婚するか ら早く帰 りたがる んですよ︒
花岡 すみま せん︒
電話がな り岸川が とる︒
社 長 柴は ︑どうした ︒遅刻か ︒
花岡 柴 君も連絡 ありませ ん︒
社長 まさか︑ 小林と組 んだって ことない だ
ろな ︒
花 岡 それ はないと 思います けど︒
社長 あ ああ︑全 く︑井田 の次は小 林か︒井
田は ︑コピー して持って いったん だよ︒俺
た ちが気が つかない ように︒ 小林ははど う
にかして るよ︒当 てつけだ な︒どう どうと
原本ご と全部も っていき やがった ︒
岸川 柴部長 にって︑ 電話がは いってる んで
すけど︒ど うします ︒
社長 柴部長？ ああ︑あ いつ部長 にしたん
だっ け︒こん なのとき に遅刻し やがって・
・ ・とりあ えず︑い ないって 言って︒ 外出
中だって ︒
岸川 はい︒
社長 課長︑ 金庫の方 はどうな の︒触ら れて
ない？
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課 長 ええ︑ 現金もす べて大丈 夫です︒ 鍵は
私しかも ってない ですから︒
社長 じゃあ︑ 顧客名簿 だけか︒ まったく︒
啓介 ！
啓 介 あ︑ はい︒
社長 パ ソコンの なかの顧 客名簿︑ 大丈夫か ︒
啓介 ええ︑セ キュリテ ィーかけ てますか ら
大 丈夫です ︒画面で 閲覧するだ けでいじ れ
ません︒
社長 全部︑プ リントア ウトして ︒
啓介 全部で すか︒一 日かかり ますけど ︒
社 長 だっ て仕事に ならない でしょ︒ 原本が
全部盗ま れたんだ から︒す ぐやって ︒佐竹
と高 井も手伝 って︒
佐 竹・高井 はい︒
片岡 警 察に連絡 しますか ︒
社長 布川君︑ どうする ︒
布川 警察は ︑ちょっ と待った ほうがい いで
すね︒薬事 科からも 睨まれて ますから ね︒
社長 例の名簿 もやられた か︒
布川 はい︒ すっかり ︒
社 長 よし ︑課長︑ 係長︑そ れに布川 君︒ミ
ーティン グだ︒片 岡︑岸川 ︑営業続 けてて︒

社長︑布 川︑課長 ︑係長は会 議室へ︒
全部の 電話がな り︑みん な対応に 追われ
る︒
啓介 え ︑ああ︒ ・・・あ ︑小林さ んからメ
ールが 来てる︒ ・・・あ れ︑僕ち ゃんびっ
く り︒
佐竹 ど うれ︑あ れ︑ほん とだ︒
高井 なんすか ︒・・・ わわわ︒ 退職届で す
か︒
佐 竹 うー ん︒ファ ックスで って聞い たこと
あるけど メールの 退職届は 初めてみ た︒
啓介 ・・・ どうする︑ これ︒
佐 竹 一応 ︑プリン トアウト して社長に 見せ
た方がい いんじゃ ない︒
啓介 そだね︒ でもやだ な︒こん なときに ︒
高井 小林さ んの席に いる︑あ の方は誰 です
か︒
啓介 さあ︑朝 から座って る︒僕︑ 忙しかっ
たか ら・・・ ︒新しい 営業の社 員みたいで
す よ︒
高井 え ー︒ほん とですか ︒
佐竹 社長今度 は︑女性 を口説い たのか︒
高井 今週︑ 求人とか 出してな いでしょ ︒ど
うやって ︒
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佐 竹 あれ︑ 知らなか った？ 社長はお 寺で
求人して んのよ︒
高井 お寺？ 例の宗教 ですか︒
佐竹 そうた ぶん︑そ この信者 だね︒
高 井 ショ ック︒じ ゃあ︑あ そこに座 ってる
女の人も ︒
佐竹 たぶん︑ そうじゃ ない︒日 曜日に︑ お
寺 でスカウ トしてき たんじゃな い︒
高井 ・ ・・︒
啓介 小林さん のメール ︑プリン トアウト で
きた けど・・ ・どうし よ︒
佐 竹 私事 ︑都合に より退職 させてい ただき
ます︒な んか横文 字だから 変だね︒ 誰が社
長に 渡す？
啓 介 僕は ︑やだな あ︒
佐竹 高 井さんが 渡せば？ 社長女 の子に弱
いし︒
高井 冗談じ ゃないで すよ︒佐 竹さん年 上な
んだからや ってくだ さいよ︒
佐竹 ええ？ しかたない なあ︒
社 長たち︑ 会議室か ら出てく る︒
社長 花岡君︑ もういち ど確認し ますけど ︒
な くなったの は顧客名 簿の原本 だけ？ 金
曜日の定 時にはあ ったんです ね︒
花岡 はい︒そ うです︒ 私が帰る ときには︑
この 戸棚に全 部ありま した︒
社 長 よし ︑わかっ た︒
花岡 警 察ですか ︒
社長 いや︑警 察は辞め た︒しば らく様子 を
み る︒名簿 会社に売っ たり︑ほ かに流し た
りしたの がわかっ た時点で 手を打つ︒ たぶ
ん︑俺 への嫌が らせだ︒ なんにも ないだろ ︒
花岡 そうで すか︒
社 長 気に するな︒ どんどん 営業やっ て︒高
井君！ お茶ちょ うだい︒
高井 はい︒
佐 竹 あの ︑社長︑ これなん ですけど︒ ︵メ
ールの紙 を渡す︶ メールが 届きまし た︒小
林さん からです ︒
社長 何これ ︒
布川 タイ トル︑退 職届︒
社長 メールで 退職届？ なんと︒ ・・・は
っは はは︒ま あ︑仕方 ないか︒ そうだ︑み
ん な！ 川 崎！ ち ょっとこ っちきて ！
川崎︑ セクシー に腰をく ねらせな がらく
る︒
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社 長 ええ︑ みんな︑ 見てる？ ちょっ と紹
介が遅れ ましたが ︑川崎・・ なんだっ け︒
川崎 川崎秋子 ともうし ます︒
社長 川崎秋 子君︒今 日からう ちで働い ても
ら うことに なったか ら︒
花岡 よ ろしく︒ 席はどう します︒
社長 小林の席 を片づけ て︒
花 岡 はあ ︒
社長 ど うですか ︑川崎君 ︒いい女 でしょ︒
みんな やる気に なるでし ょ︒ね︑ 係長︑そ
の方 が会社が ぱっと明 るくなる でしょ︒
係 長 さあ ︒︵冷た く︶
社長 課 長︑男性 の客はや っぱり女 性の方が
喜ぶ よな︒
課 長 それ はどうで すか︒
社長 佐 竹︑いい よな︒独 身だぞ︒ ほら︑ぴ
ちぴち だ︒
佐竹 はい︑ きれいで すね︒
社長 やる 気出たか ︒
佐竹 はい︒
社長 そうな んですよ ︒そうな んですよ︒ 高
井 君︒見習 いなさい よ︒ほら ︑こうい うエ
レガント な女性に なりなさ い︒
高井 あ︑はい ︒
社 長 さあ︑ 嫌なこと は忘れて ︑がんば りま
しょ︒さ あ︑仕事 始めて︒

２ ８場
空間に 仏像がた くさん浮 かぶ︒
ア ルバート と︑シダッ タ︑ジー ザス︒
一人の僧 侶が座っ ている︒
ブラ フマン ジーザス ︑ここに は来ない 約束
だ ったぞ︒
ジーザス 約束？
ブラ フマン ・・・・︒
シ ダッタ おまえは ︑確か・ ・・︒
ブラフマ ン シダ ッタ︒い や︑ブッ ダよ︒い
つか︑ 会ったき りだった な︒お前 が入滅し
た頃 に︒
シダッタ 皆が救い を求めて いる︒ど うして
だ︒ど うして︑ 世界は滅ん でしまっ たんだ︒
それ が知りた い︒
ブ ラフマン 失敗し たからだ ︒もう︑ 我々は
お前たち に期待し ていない ︒
シダッ タ 我々 ？ 我々 とはなん だ︒
ブラ フマン ・・・︒
シダッタ 誰が︑世 界を滅ぼ した？
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ブ ラフマン ・・・︒
シダッタ ミロク か︒ミロク は︑どこ にいる︒
会わせ てくれ︒
ブラ フマン ・・・・ ︒
ジ ーザス この仏像 のどれか だな︒畜 生︒ど
いつもこ いつも同 じような 顔しやが って︒
どい つだ︑どれ がミロク なんだ︒ ミロク！
え！
ブラフマ ン ジー ザスよ︒ そう興奮 するな︒
ジーザ ス 何を いまさら ー︒
アル バート よく見ろ ︑この仏 像︑全部 張り
ぼ ての人形 だ︒すべ て虚像だ ︒
ジーザス なんだ って︒
シダ ッタ 本 当だ︒これ は︑みん な偽物だ ︒
こ れはどこ からか映 し出され ているんだ ︒
実体はど こに？
ブラフ マン そ うだ︑こ こには実 体はない ︒
一つ 教えてや ろう︒お 前らみな が期待し て
いるそのミ ロクとや らは︑こ こにはい ない︒
最初か らだ︒
シダ ッタ 何 ！
ジ ーザス こいつだ ︒この声 ︑聞き覚 えがあ
るぞ︒俺 に︑世界 を救えと 命令した のはこ
いつだ ︒そうだ ︑そして ︑父のた めに死ね
と いった︒本 当はこい つがミロ クなんだ ︒
くそ！ 死ね！
ナイ フを振り かざして ブラフマ ンを切る ︒
ナ イフは空 を切り︑ ブラフマ ンは微動 だ
にしない ︒
ブ ラフマン 私は︑あ る時は羽 をはやし ︑あ
る時は巨 塔となり ︑そして 人の形にも なっ
た︒そ して︑我 々の命令 をお前た ちに伝え
た︒ しかし︑ ミロクは もういな い︒今︑ お
前 たちが見 ている私 の姿も︑ ずいぶん 昔の
映像だ︒
シダ ッタ ・ ・・︒
アルバー ト︑大声 で笑う︒
アル バート ミロクな ど最初か らいなか った
んだ︒５６ 億年７千 万年もの 間︒我々 をだ
まし続 けた︒

嘘 だ︑嘘だ ！

こん な事︑み んな

ジ ーザス︑ シダッタ 愕然とし ︑膝を折 る︒
ブラフマ ン︑合掌 する︒
シダ ッタ
嘘だ！
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暗転︒

２ ９場
ジー ザスの世界 ︒
マザー もう︑迷 子になる なんて子 供じゃな
いんだ から︒せ っかくの 外出日だ ったのに ︒
マリ ア そう よ︒兄さ んを探し てたおか げで
買 い物でき なかった わよ︒
ファーザ ー はは は︑いい じゃない か︒男の
子だ ︑たまに はそういう こともあ る︒
ファーザ ーは︑パ ソコンの 画面を見 る︒
ファ ーザー お︑明日 は外出日 だ︒いい ぞ︒
こんどは何 を買うか な︒・・ ・ジーザ ス！
ジーザ ス！ エ ラーが出て るぞ︒
ジー ザス あ ︑本当だ ︒
フ ァーザー まだま だだな︒ もう一度 リセッ
トしたら どうだ︒
ジーザ ス いや ︑まだ︑ できるよ ︒このま ま
続 ける︒
ファーザ ー よし ︑偉いぞ︒ よく勉強 するん
だ︒リ セットす るのは簡 単だから な︒

３０場
シダッタ の世界︒
父２ シダッ タ︒シダ ッタ︒
母 シダッ タ︒
庸子 兄 さん︒
シ ダッタ︑ 父に抱き かかえら れながら起
きる︒
シダ ッタ あ ︑父さん ︒
母 ずいぶ ん︑ひど い傷ね︒ すぐに手 当てし
ないと ︒
シダ ッタ 父 さん︑穴 の中には ね︑僕ね︑ ず
い ぶん︑歩 いたよ︒ そしたら ね︱︒
父２ い い︑もう 黙ってろ ︒庸子︑ 水だ︒水
を飲ま せてやれ ︒
庸子︑ペ ットボトル の水をシ ダッタの 口
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に 注ぐ︒
シダッ タ ︵咳 き込みな がら︶あ りがとう︒
父２ ２︑３ 日待とう ︒お前の 元気にな った
ら ︑もう一 度探しに 行こう︒ いる︑人 はき
っといる ︒希望を すてるな ︒
シダ ッタ ・・ ・・︒

暗転︒

３１場
輸 入代行会 社︒
社員︑ア ルバイト ︑全員︒
柴はい ない︒
そし て道安が いる︒
社長 さて︑い ろいろあっ たけど︑ 今年も会
社は 乗り切る ことがで きた︒銀 行から融資
を 受けられ るように なった︒ 来年はも っと
もっと大 きくなる ︒それと 言うのも ですね︒
すべて はここに いる道安 先生がで すね︒代
議 士の小川道 夫先生に 話を通し てくれた お
かげです ︒道安先 生︑ありが とうござ いま
す︒
道安 ︵合掌 して︶い え︑いえ ︒
社 長 係長 ︑準備し て︒
小林が 入ってく る︒

社長 おう︑待 っていた よ︒ちょ うど今︑ 始
める ところだ ︒間に合 ってよか った︒
小 林 遅く なりまし た︒
高井 小 林さん？
佐竹 え・・ 小林さん・ ・・︒
小林 ？
佐竹 小 林さんで すよね︒
社長 小林？ 誰のこと だ？
佐竹 え？ メールで 退職した ︑あの小 林さ
んじゃあ︒
社長 メール︒ 小林？ 何 かと間違 ってない
か︒ いい男︒
佐 竹 でも ︒
社長 ま あ︑いい や︑黙っ てなさい ︒
佐竹 はあ︒
社長 諸君︑ 柴君が退 社して︑ 代わりに 営業
を担当し てくれるこ とになっ た︑江崎 君だ︒
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小 林 江崎と もうしま す︒支部 長︑いや ︑社
長にはい つも日頃 からお世話 になって おり
ます︒ よろしく おねがし ます︒
皆 ︑それぞ れ︑お願 いします ︒という ︒
社長 さあ︑今 年最後の 勤行をし ますよ︒ ア
ル バイト諸 君もとり あえず︑形 だけでも い
いですか ら︑手を 合わせて ︑ね︒後 は︑花
岡君︒
花岡 では︑ みなさん ︑来年も よりいっ そう︑
会 社が︑サ ムシング が飛躍し ますよう に︒
祈りまし ょう︒
係 長︑課長 ︑奥の扉 を開ける ︒
そこは仏 壇になっ ていて弥 勒菩薩の 像が
ある︒

社員︑ 皆︑数珠 をだす︒
佐竹 ︑啓介︑ 高井はし かたなく 手を合わ
せ る︒
花岡 ︵大声で ︶なーむ ーみろく ぼさつ︒
全 員 南無︑ 弥勒菩薩 ︒南無︑ 弥勒菩薩 ︒
︵繰り返 す︶
妙法蓮 華経・如 来寿量品 第十六︑ 自我偈
を唱 える︒
皆 ︑声を上 げて祈る ︒

自 我得仏来 所経諸劫 数
無量百千 万 億載 阿僧祇
常説法 教化 無 数億衆生
令入 於仏道 爾来無量 劫
為 度衆生故 方便現 涅槃
而実不滅 度 常住 此説法
我常 住於此 以諸神通力
令 顛倒衆生 雖近而 不見
・・・・ ・・・

佐竹が次第 にブッタ の顔にな る︒

ブ ッダ︵佐 竹︶ ︵ 東に︶私 の言うこ とを聞
け！ 私 を信頼せ よ！ 私 の真実の 言葉に
頼れ！
ブッ ダ ︵西 に︶私の 言うこと を聞け！ 私
を信頼せ よ！ 私の 真実の言 葉に頼れ ！
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ブ ッダ ︵南 に︶私の 言うこと を聞け！ 私
を信頼せ よ！ 私 の真実の言 葉に頼れ ！
ブッ ダ マイ トレーヤ ︒ミロク よ︒おま えは
３ 度も私に 尋ねた︒ では︑答 えよう︒ 私に
は神秘の 力がある ︒そうだ ︑神通力 だ︒
私は 釈迦族の王 家から出 家し︑修 行を積み ︑
あ る時︑完 全なる悟 りに達した ︒そのよ う
に人間は 思ってい る︒神も そう思っ ている︒
しかし 実はそう ではない のだ︒・ ・・静ま
れ︑ 静まらん か！︒
私 が悟り開 いてから ︑すでに 幾千万億 劫と
いう時間 が経過し ている︒ それは永 遠に等
しい ほどの無 量無辺の時 間だ︒そ の間に︑
私 は無数の 弟子たち を教化し てきたのだ ︒
・・・・ その弟子 たちは・ ・・弟子 たちは
今・・ ・︒︵周 りを見渡 す︒誰も いない︶
うる さい！ 私の言葉 を聞け！ 私を信 頼
せよ！ 私 の真実の 言葉に頼 れ！
マイト レーヤ︒ ミロクよ︒ ミロクよ ︒
聞い ているの か︒おま えは３度 も私に尋ね
た ︒だから 私は・・ ・私の弟 子たちよ ︒ど
こにいる ︒どこに いるんだ ！

︱完︱
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