やのひ でのり

人間機械論
作

★本作 品は１９９ ９年コク ーン戯曲 賞最終６
作品 に残った 作品︵そ の年︑該当 者なしで ︑
賞 自体が消 滅︶を改 訂し︑
東映アカ デミー︵ 青年座 山口あき ら演出︶
の卒業 公演で上 演された ものです ︒

登 場人物
光太＝ コウタ
瑞 恵＝ミズ エ
木元 ＝キモト
昭久＝ア キヒサ
孝子 ＝タカコ
黒田＝ク ロダ
カ オリ
レナ
春子
看護 士１
看護士２

１場
都会の 喧噪︒
人々 の足︑足 ︑足︒
光太 僕 にとって 妹は空気 だ︒いな くなると
さび しい︒僕が 話しかけ ると目を 丸くして
頭 を横に傾 ける︒何 故か抱きし めたくな る︒
動作がか わいくみ える︒な ぜか︒歌 を唄う
唇がか わいくみ える︒な ぜか︒喋 る言葉が
愛お しくみえ る︒なぜ か・・・ ︒
黒田 ﹁ あの人︑ 少年院あ がりよ﹂ ﹁家が貧
しい のよ﹂﹁ 両親がいな いんです って﹂
﹁ あいつは 社会のダ ニ﹂・・ ・こんなこ と
していら れない︒ みんな僕 の悪口を いい︑
僕の行 くところ を先回り して僕の 計画の邪
魔ば かりして ・・・僕 が何をし たってい う
んだ︒電気 屋の親父 の奴︑と んでもな い電
気器具 を売りつ けやがって ︒修理に くると
家の 物に盗聴 器をしか けまわっ てる悪い奴
な んです︒
木元 一度も対 面した事 のない母 に激しい 怒
り を覚えたの をいうま でもあり ません︒ ひ
いてはこ の世の女 というもの が汚らわ しい
存在に 思えてき たのです ︒いちば ん近くに
いた 女︒これ はもちろ ん妻です ︒結果︑ 徐
々 に妻への 態度が厳 しいもの になって きま
した︒時 には暴力 をふるう ようにな りまし
た︒
昭久 父 は母がで ていって から急に仕 事をす
るよう になりま した︒人 が変わっ てしまっ
たか のように ︒でも僕 は父を信 用する事 が
で きません でした︒ 父も父で 僕との間 の溝
をあらた めて知っ たと思い ます︒だ から僕
はひ とりぼっ ちでした︒ 父は母が 出ていっ
て から三年 後︑再婚 しました ︒ますます 僕
の居場所 がなくな りました ︒

彼 のマンショ ンで愛猫 のジャス ミンと

瑞恵 よく使 われる言 葉でいえ ば一瞬に して
恋に落ちた のです︒ 信じられ ないほど うれ
しい事 に︑彼は 私の描いた 絵の中か ら私が
兄に 喜んでも らいたい がために 描いてた頃
の 絵を選び ︑兄と同 じように うれしそ うに
それを見 て誉めて くれたの です︒も う夢中
になら ずにはい られませ んでした ︒
春子
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２ 人と１匹で ゴロゴロ するのが 大好きで す︒
私と彼の 夢は︑本 当に夢なん ですけど ２人
でセラ ピーホス ピスを作 ることで す︒何も
でき ない私だ けど︑な にもでき なくてじ っ
と してるよ り︑でき ることを 探そうと 考え
てます︒

潮騒病院

孝 子 自分 が哀れで した︒こん なに神経 をす
り減らし てでも︑ まだ患者 のそばに いたが
ってる 自分が︒ 泣けるの ならいく らか楽だ
った のかもし れません ︒泣きた いのに叫 び
た いのに私 にはそう できる場 所がなか った
のです︒ その出口 のない叫 びが頭の 中で割
れる ように響 くのです︒

２場

電話です よ！

ま だ電話が なっている ︒

電 話ですよ ！

九月︒
遠くで 波の音︒
船の 汽笛︒
下 手に玄関 ︒
奥にカウ ンター︒
中央に ソファー が二つ︒
光 太はソファ ーに座り ︑なにや ら紙にメ
モをとっ ている︒
電話が なる︒す ぐに切れ る︒
再び 電話がな る︒
光太

光太

奥 から︵旅 館の息子 ︶昭久が 小走りに 現
れ電話を とる︒

先生 ？
春 子さん︒ 待ってま したよ︒
すみませ ん！ 午 前中の便 で？
そうな んです︒ 待ちきれ なくて︒
私 ︑午後の便 ときいて たもので すから︒

昭久︑カウ ンターで 作業にか かる︒
看護婦 の春子が 入ってくる ︒

昭 久 ︵光 太に︶す みません ︒・・もし もし︑
潮騒寮で ございま す︒はい ・・・か しこま
りまし た︒

春子
光太
春子
光太
春子
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て っきりー︒
光太 瑞 恵は？
春子 今︑着替 えてます ︒すぐに くると思い
ます ︒
光 太 なら 僕もー︒
春子 い え︑練習 ですから ︑ひとり で出来ま
すか ら︒
光 太 そう ですか︒
春子 連 絡くださ れば外出 しないで お待ちし
てまし たのに︒
光太 すみま せん︒お 昼にはつ いてしま いま
し てね︒来 てみれば 二人とも 散歩に出 たっ
ていうも のですか ら︒
春子 海岸を 歩いていま した︒今 日は天気 も
良 かったし ・・・︒ 今日はね ︑先生︒鳥 が
いました わ︒たく さん︒瑞 恵さんす っかり
喜んじ ゃって︒
光太 喜びま したか︒
春子 はい ︒とても ︒
光太 それはよ かった︒
春子 静かな ものです わね︒先 月まであん な
に 海水浴客 でいっぱ いだった のに︒
九月の海 は静かで す︒お祭 の終わっ た後み
たい︒ でも︑あ たしはい ちばん好 きなんで
す ︒秋の九里 島がいち ばん︒
光太 僕 もあとで ちょっと歩 いてみよ うかな︒
春子 是非︑そ うして下 さい︒
昭 久︑カウ ンターか ら出てき て︑光太 に
お茶を入 れ︑再び 去る︒

春 ちゃん！

春ちゃん ！︵叫ぶ ︶

瑞恵の 叫ぶ声が 聞こえる ︒

光太 ︵ 昭久に︶ ありがと う︒・・・ 春子さ
ん︑ご めんなさ い︒
春子 先生︑ あの・・ ・︒
光 太 いや ︑ほんと に感謝し てます︒ 今月は
週末だけ でもここ にいるよ うにしま すから︒
春子 締切は ないんです か︒
光 太 ある にはある んですけ ど︒今月は ２本
だけです から︒先 月はエッ セイもい れて７
本もあ ったんで すけど︒
春子 売れっ 子なんで すね︒
光太 いや いや︑売 れっ子だ なんて︒ 本当は
月２本 書くのが やっとなん です︒
実は ね︑今日 は締め切 り間近で 逃げてきた
ん ですよ︒ 東京にい ると見つ かっちゃ うし︒

瑞恵
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春 子 はい！ ここに いますよ ︒
瑞恵 お しっこ︒
春子 はい！ ちょっと 待ってて ね！
先生 ︑ちょっ と失礼︒
光 太 僕も ー︒
春子 こ れは私の 役目です から︒
春 子︑去る ︒
︵旅館の 主人︶木 元が現れ る︒
木元 奥さん ︑散歩か らもどら れたみた いで
す ね︒
先生︑ど うしまし ょう︒お 食事にな さいま
すか ？
光 太 すみ ません︒ いつも勝 手な時間に ︒
木元 い いんです よ︒お客 さんは︑ 先生と瑞
恵さん ︑春ちゃ んの三人 だけなん ですから ︒
なん でもお申 しつけ下 さい︒
で︑どうし ましょう ︒朝は何 時に召し 上が
られま した？
光太 船酔い するんで ︑まだな にも︒
木 元 じゃ あ︑お腹 ぺこぺこ じゃない ですか︒
光太 え え︑実は ︒
木元 すぐお食 事用意し ますから ︒
光 太 すみま せん︒
木元 な んだ︑食 べてないっ ていって くださ
ればよ かったの に︒︵奥 のカウン ターに入
る︶
汽笛がな る︒
昭久が 入ってく る︒
昭久 先 生︑お部 屋の掃除 終わりまし た︒い
つでも どうぞ︒
光太 ありが とう︒
昭 久 父さ ん︒僕︑ 裏やって るから︒
木元 お う︒
昭 久︑奥に 去る︒
光太︑窓 の外を見 る︒
再び汽 笛がなる ︒
木元 午後 の便がき たようで すね︒
光太 いつきて もいいとこ ろです︒
木元 そうで しょう︒ 真っ青な 海に︑真っ 白
な 砂浜︒東 京からそ んなに遠 くないな んて
信じられ ないでし ょう︒
玄関 に︵編集 者︶孝子 が現れる ︒
昭久が出 迎える︒
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昭久 あ れ︑もう 戻られたん ですか︒
孝子 秋だとい っても陽 はまだま だ夏みたい ︒
・・ ・先生？
昭 久 お昼 まえから 着いてま すよ︒
孝子 そ う︒
昭久 先生︑び っくりし ますよ︒ 先生！
編 集部の河 野さん︑ みえてます よ！
光太 え え！ 孝 子さん来 てるの？
木元 昨日から ︒先生を まちぶせ してるら し
いで すよ︒
光 太 どう してここ が分かっ たんだろ ︒
孝子 先 生︑こん にちは︒
光太 まいっ たな︒原稿 はファッ クスする っ
て 言ったの に︒
孝子 私 も観光を かねて来 てみたん です︒
先生が どんなと ころで週 末を過ご されてる
か︒ 見てみた かったし ︒
光太 うそ ばっかり ︒
孝子 ︵笑う︶ 原稿あさっ てまでで す︒よろ
しく お願いし ます︒
光 太 ・・ ・まいっ たなあ︒
孝子 港 のまわり に小さな スーパー と郵便局
が一つ あるだけ ︒他には 何にもな いんです
ね ︒・・・ほ んとにな にもなく て︑あた し
ー︒
光太 あんまり なんにも ないって いうと︑失
礼だ よ︒︵笑 う︶
孝 子 あ︑ すみませ ん︒
木元 ︵ 笑う︶い や︑いい ですよ︒ なにもな
いのが 九里島の とりえで すから︒
皆︑笑う ︒
突然︑ 瑞恵の叫 ぶ声が聞 こえる︒
異常 な︑狂気 とも思え る叫び声 だ︒
光太 御 主人︒
木元 はい︒
光 太 あの 声は瑞恵 ですか︒
木元 そ うです︒
光太 まえより ひどくな ったみた いだ︒
木元 ・・・ ︒
光太 僕の いない間 に何かあ ったんで しょう
か︒・ ・・いや ︑僕ね︑仕 事で︑先 月どう
して も東京で 過ごさな くてはい けなくて︒
お 盆にでも と思った のですが ︑ほんと にな
んという か・・・ ︒
木元 ・・・︒
光太 なにか あったん でしょう か︒
木元 い や︑私は詳 しくはあ まり・・ ・奥さ
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・・ ・︒

ふたた び瑞恵の 声が聞こ える︒笑 い声だ︒

ん のことは春 子さんに お聞きに なるとい い︒

光太
春子 と瑞恵が現 れる︒
瑞 恵はにや にやと笑 っている︒

電気機器 販売店・ 応接室

瑞恵 ︑空笑い をする︒

光太 瑞恵！
瑞恵 ・・・ ︒
光 太 瑞恵 ︒
瑞恵 ・ ・・︒
光太 僕だよ ︒わかるか い︒瑞恵 ︒
春 子 先生 ︒
光太 ご めんよ︒ 一カ月も 放ってお いて︒さ
みしか っただろ う︒
瑞恵 ・・・ ︒
光太 瑞恵 ・・・僕 だよ︒光 太だよ︒ 分から
ないの かい︒瑞 恵！
瑞恵 ・・・ あなた︒
光 太 ・・ ・︒
瑞恵 あ なた・・ ・あなた 誰？ 春 ちゃん︑
この人 誰なの︒ いや！ この人恐 い︒
光 太 瑞恵︒
春子 ・ ・・︒

３場

コウタと 電気メー カー社長 ︑キモトが 話し
ている ︒
キ モト ま あ︑そう いう事な んでよろ しく頼
むわ︒う ちは大手 なんかよ りずっと ええ製
品を 作ってる つもりや︒
コ ウタ 社 長それは 私も十分 承知してお りま
す︒新製 品︑結構 評判いい ですよ︒
キモト そうか い︒
コウ タ こん なになめ らかな立 体映像は 社長
のところだ けです︒ 他社製品 よりずっ とク
リアで す︒
キモ ト お前 もわが社 の販売代 理店として び
し ばし売っ てくれ︒ うちは大 手じゃな いぶ
んマージ ンもはず む︒
俺はな ︑お前が 工学部の 後輩でう れしゅう
思う とる︒話 がわかる からの︒
コウタ がんばりま す先輩︑ いや社長 ︒
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キ モト それ で今月の 新製品の 売上はど うや︒
コウタ 立体電話 ですね︒か なりの数 字で伸
びてま す︒ニー ズとして はまだ医 療が多い
です ね︒ビジ ネス用と してはこ れから伸 び
る でしょう ね︒
キモト 一般家庭 ではどう や︒
コウ タ 残念な がらこれ はいまい ちです︒ 正
直 いってそ んなには 期待できな いと思い ま
す︒
キモト そうか ︑一般家 庭では駄 目か︒
コウ タ お客 様のアン ケートに よります と︑
と くに女性 の声なん ですが︑ 立体映像 だと
通話の度 にメイク しなけれ ばならな いでし
ょう ︒これで はかえって 不便だと いうこと
で す︒従来 通り音声 のみの電 話の方がい い
という意 見がほと んどです ︒
キモト それも そうやな ︒立体映 像は俺自 身
もあ んまりほ しゅうな いなあ︒
コウタ 社 長︑そん な︒社長 のところ の製品
ですよ ︒︵笑う ︶
キモ ト ええ んや︒商 売ってい うものはな ︒
エ スキモー に氷を売 りつける ことなん や︒
ニーズは こっちが 作り出す んや︒
コウタ はい︒
キ モト 来月 には匂い でる製品 も発表す る︒
もちろん 俺自身は そんなもの 欲しゅう ない
し興味 も全くあ らへんけ どな︒
コウ タ 匂い のでる電 話ですか ︒
キ モト そ うや︑我 が社の調 査部によ ると一
部のニー ズはある らしい︒
コウタ そんな 電話なん に使うん でしょう ︒
キ モト さ あ︑一般の 顧客では 想像つか んな
な︒新種 の風俗か なんかで 使えるんや ない
の？
コウ タ 社長 がそんな マーケッ トの把握 の仕
方 でいいん ですか？
キモト ええんや ︒電話な んて本当 は大手に
まか せときゃ ええんや︒ 俺のとこ ろはベン
チ ャーやか らの︒も っと誰も 思いつかへ ん
ことやら んなあか んのや︒ これから は電話
だけで なく他の 分野にも どんどん 進出した
る︒
コウタ は い︒
キモト それで だな︑その 第一弾と してサイ
バッ トを手が ける事に なった︒
コ ウタ サ イバット ？ ああ ︑ロボッ トです
か︒
キモト 君は古 いね︒こ れからは ロボット で
はな くサイバ ットっち ゅうんや ︒
コウタ はい︒
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キ モト それ で我が社 でも来月 から正式 に生
産開始っ ちゅうわ けや︒
コウ タの息子 ︑アキヒ サが現れ る︒
キ モトの秘 書︑カオ リも一緒 だ︒
アキ ヒサ 社長 ︑秘書の 方がお迎 えに︒
キ モト お お︑きた かカオリ︒
カオリ ・・・︵ つんとす ましてい る︶
コウタ どうぞ こちらに ︒︵カオ リをキモ ト
の隣 に座らせ る︶
ア キヒサ とうさん ︒太平電 気にいっ てきま
す︒帰り は５時に なります ︒
キモ ト アキ ヒサ君か︒ 立派にな ったな︒ ど
う や︑販売 代理店の 仕事は︒
アキヒサ はい︑ なんとか ︒
キモト 大学は 今年卒業 したんや な︒
アキ ヒサ は い︒
コウタ 結 局︑家業 を手伝わ せること にしま
した︒ ほんと馬 鹿息子で・ ・・︒
キモ ト ああ ︑いいよ ︵アキヒ サに︶︒仕 事
を 続けて︒
アキヒサ では︑ 社長︑ご ゆっくり ︒ああ︑
それか ら電話が ありまし た︒共和 通信機の
オ オタさんで す︒
コウタ 分かった ︒それから 母さんに お茶を
出すよ うにいっ てくれ︒
アキ ヒサ 分 かりまし た︒ミズ エさんに そう
伝 えます︒
コウタ ミズエさ んじゃな いだろ︑ 母さんだ
ろ︒
ア キヒサ ・・・準備 がありま すから︒
アキヒ サ︑去る ︒
キ モト た のもしい やないか ︒
コウタ ええ︑で も母親に なじまな くて︒
キモ ト 母親 ？ ミズエ さんこと か︒
コ ウタ ア キヒサの やつ︑ミ ズエのこと を母
さんと呼 ばないん です︒
キモト ・・・ そうか︒
コウ タ 困っ たやつで す︒
間︒
キ モト ま あ︑生み の親には かなわへ んから
な︒しゃ あない︒ でも女房 と何とか は新し
いのが ええって いうしな ︒︵笑う ︶
おま えもどう や︑思い 切って女 房を変え て
みたら︒ おまえにや ってたら 安くおろ して
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も ええねんぞ ︒
これはな ︵カオリ を指して︶ 我が社の 試作
品第１ 号なんや けどな︒ こいつは ええ︑
特別 なんや︒
電話が鳴 る︒
アキ ヒサが現れ ︑電話を とる︒
︵ この電話 は特殊だ ︒現在の電 話とは違
い受話器 はない︶
アキヒ サ︑カウ ンター内 に入り話 す︒
キ モト あ そこの部 分がな︒ 従来のも のとは
違うんや ︒最新型 や︒もち ろん他の 部分
も最 新型やけ どな︒特に 夜のほう がな︒馬
が 合うんや ︒なあ︑ お前︒
カオリ まあ︑あ なたった ら︒
アキヒ サ 父さ ん︑電話 です︒
コウ タ 今接 客中だ︒ 電話は後 にしても らい
なさい︒
アキヒ サ でも ︑緊急だか らつない でほしい
って ︒
コ ウタ ︵ キモトに ︶ちょっ とすみま せん︑
誰だ？
アキヒ サ さあ ︑男の人 みたいだ けど名前 を
お っしゃらな いんです ︒
コウタ 新回線か ？
アキヒ サ そう です︒
コウ タ なら 相手のＩ Ｄをチェ ックしろ ︒
ア キヒサ それが表 示されて ないんで す︒
コウタ おかしい な︒︵キ モトに︶ ちょっと
いいで すか︒
アキヒサ ︑奥に去 る︒
コウタ はカウン ター内に はいり︑
電話 をとる︒ 奥でなに やら話す ︒
機 械的な音 声が少し もれて聞 こえる︒
コウ タ 変な 電話だ︒
キ モト な んや？
コウタ いや︑妙 な電話な んです︒ 男の声な
んです が単調で 無機質な ・・・︒
キモ ト それ でなんや て？
コウタ も うすぐこ こに強盗 が入る︒ 逆らわ
ずに従 え︒
キモ ト 強盗 が？ そ れで？
コ ウタ そ れだけで す︒それ で切れま した︒
キモト いたずら やろう︒
コウタ はい︑ いたずら でしょう けど︒今 時
珍し いでしょ ういたず ら電話な んて︒
キモト そうやな︒ 新回線が 普及して お互い
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の ＩＤが分か らんと電 話が通じ んごとな っ
たからな ︒昔みた いに匿名で 電話がで きた
時代や ない︒そ れが今の 電話とい ったらロ
マン もへった くれもな いの︒
コ ウタ お かしいで すね︑今 の電話は ︒
逆探知不 能回線か らかかっ たみたい です︒
これ が使えるの は警察く らいしか ないはず
な んですが ︒
キモト 実をいう とな︒俺 は学生の 頃︑酔っ
ぱらう とクラス の女の子 にイタズ ラ電話か
けと ったんや ︒
コ ウタ 先 輩︑そん なことし てたんで すか︒
キモト イタズラ 電話ぐら い誰だっ てしたこ
とあ るやろ︒ お前もある やろ︒
コ ウタ な いですよ ︒
キモト うそつけ ︒無言電 話くらい やったら
ある︒ ︵小声で ︶おまえ ︑本当に ないんか
？
コウタ ・ ・それは 一度くら いは︒
キモト そうや ︑そうやろ ︒恥ずか しいこと
やな い︒誰だ って一度 くらいは あるんや︒
別 れた彼女 に未練た らしくか けて︒彼 女が
出ると思 わず切っ てしまう ︒そんな 経験
誰だっ てあるん や︒
コ ウタ はあ ︒
キモト ああ︑と ころで何の 話やった ︒女の
話︒女 房の話︒ そうそう ︒ こ いつな夜 の方︑
すご いんや︒
カ オリ ︵ 戒めるよ うに︶あ なた︒
キモト はっはっ は︑お前 はその手 の話は得
意やな かったな ︒すまん すまん︑ 前の女房 ︑
い や︑その 前やったか な︒その 癖がつい 出
てしまっ てな︒
カオリ あなた ︑前の奥 さんの事 はいわな い
約束 よ︒
キ モト ご めんごめ ん︒いや ︑こいつ な︒や
きもちや きなんや ︒かわい いやろ︒
ミ ズエが登 場する︒
ミズエ こんに ちは︒
キモ ト 相変 わらず︑ べっぴん さんやね ︒ミ
ズエさん︒ ああ︑ミ ズエさん 初めてや った
ね︒紹 介します ︒私の新し い女房︑ 兼秘書
のカ オリです ︒
ミ ズエ こ んにちは ︑カオリ さん︒

早く︑社長 にお茶を お出しし て︒

カオリ ︑冷たく 会釈をす る︒
コウタ
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ミ ズエ 社長 はコーヒ ーでよろ しいです ね︒
︵カオリ を見て︶ それからナ ーバスオ イル
を・・ ・︒
キモ ト いや ︑コーヒ ー２つで ええ︒
コ ウタ 奥 さんはナ ーバスオ イルを飲 まれな
いのです か︒
キモ ト いや︑ こいつは コーヒー を飲む︒
コ ウタ コ ーヒーを ？︵おどろ く︶
キモト そうや︒ 最新型は コーヒー を飲む︒
君は情 報にうと いな︒ナ ーバスオ イルなん
て臭 くて近頃 じゃはや らんよ︒
ミズエ︑ 去る︒
コ ウタ そ うでした か︒女房 を買ったの は一
度切りで すから︑ 私は︒
キモト ︵ひど く驚いて ︶ほんま か︑それ は︒
コウ タ はい ︒
キモト そ れは︑驚 いた︒
コウタ おかし いですか？
キモ ト だっ て保証期 間は３年 やぞ︒
コ ウタ 大 切に使え ば何年だ って持ち ますよ︒
キモト それはそ うかもし れへんけ どな︒
ミズエ さんは何 年になる んや？
コ ウタ 今年 でちょう ど１０年 です︒
キモト １０年！ いやあ・ ・・︒
コウタ へんで すか？
キモ ト よう 動いとる な・・・ ︒
コ ウタ 最 新型には かなわな いかもし れない
けど︑ミ ズエを手 放したく ないんで す︒
キモト でも︑ １０年も 経ったら 故障もす る
や ろ︒
コウタ ええ︑そ うなんで す・・︒最 近は替
えの部 品も少な くなって しまって ︒実は先
日オ イル漏れ しまして ね︒業者 はもうこ の
型 は作って ないらし いんです よ︒まい りま
した︒
キモ ト 買い かえな︒さ っきの話 じゃない や
な いけどな ︒おれん とこで買 うんやった ら
安くしと いたるぞ ︒思い切 って新し いのに
した方 がコスト もかから んやろう ︒
コウ タ ・・ ・︒

おいし い︒
︵驚 きながら ︶おいし いですか ︒
こいつはね ︒味も分 かる最新 型なん

ミズエ がコーヒ ーを持って 入ってく る︒
キモ トとカオ リの前に コーヒー を置く︒
カ オリはす ました顔 でコーヒ ーを飲む ︒
カオリ
コウ タ
キモト
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や︒
コウタ 驚いたな ︒
キモト
時
( 計を見る ︶あ︑も うこんな 時間か︒
こり ゃいかん ︒すぐに おいとま しなくて は︒
コ ウタ 社 長︑コー ヒーくら いゆっく り飲ん
でいかれ ては︒
キモ ト 時は金 なりや︒ お前も我 が社の製 品
を ばんばん 売ってく れ︒よし︑ いこか︒
︵立ち上 がる︶
コウタ ミズエ ！ 社長 のお荷物 を︒
ミズ エ はい ︒
機械音が する︒
キ モト 何 の音や︒
コウタ すみませ ん︒ミズ エです︒ モーター
の音な んです︒
ミズ エ 社長 ︒︵荷物 を渡す︶
コウタ ア キヒサ！ 社長さ ん︑お帰 りだぞ︒
キモト ︵ミズ エに︶ああ ︑ありが とう︒
カオ リ あな た︑変な 匂いがし ますの︒こ れ
っ て旧式の ナーバス オイルの 匂いかし ら︒
キモト よさんか ︒すまん ︑こいつ 匂いも
分かる んや︒
カ オリ ・・ ・︒
アキヒ サ︑現れ る︒
ア キヒサ すみませ ん︑今日 は忙しく て︒
キモト 頑張れよ ︒二代目 ︒
アキヒ サ はい ︒
キ モト で は︑失礼︒
コウタ お気をつ けて︒
ミズエ 何もお 構いでき ませんで ︒
キ モト︑カ オリ去る ︒
ミズ エ ・・ ・︒
コ ウタ あ まり気に するなよ ︒
ミズエ ・・・︒
コウタ さあ︑ こちらに ︒
ミズ エ 私︑ 捨てても いいのよ ︒
コウタ な にを言い 出すんだ ︒
ミズエ 私︑も う古いの︑ オイルは 漏れてる
し︑ モーター の音もす るでしょ ︒
コ ウタ ・ ・・︒
ミズエ 私︑分か ってるの ︑分かっ てるのよ ︒
私はこ こではや っかい者 なの︒歩 くのもや
っと だし︑お 使いにも いけない ︒
コウタ 買い物はア キヒサが やる︒
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ミ ズエ では ︑私はな んのため にいるの ？
電話をと ることく らいしかで きないわ ︒
コウタ 私はそ れで充分 だ︒
ミズ エ でも ︒
コ ウタ お 前は私と 一緒にい るだけで いいん
だ︒なに もしなく たってい い︒
ミズ エ モータ ーの音が するでし ょう︒
コ ウタ そ れがどう した︒
ミズエ あなたと 一緒に外 を歩けな い︒
コウタ どうし て︒
ミズ エ みん なが私を みるの︒ ああ︑あ の人
は ロボット だって︑ あの男の 人は旧式 のサ
イバット を連れて るって︒ 私が恥を かかせ
てる みたいで ︒
コ ウタ そ んなこと 私には関 係ない︒た とえ
後ろ指を さされよ うが私達 は私達だ ︒
いいか ︒二度と もうそん な事云う な︒
ミズ エ あな た︒
コウタ はミズエ の肩に手を やる︒
ア キヒサ 僕は困る よ︒買い 物くらい きちん
とやって くれない と︒ミズ エさんが やらな
い分全 て僕の役 目になる んだから ね︒
コ ウタ アキ ヒサ！
アキヒサ 父さん がミズエさ んを気に 入って
るのは 分かるよ ︒でもミ ズエさん は機械な
んだ よ︒人間 じゃない んだ︒父 さん︑ま と
も じゃない よ︒
コウタ ︵平手で アキヒサ を打つ︶ 黙れ！
アキヒ サ ・・ ・僕のこ とも考え てよ︒僕 だ
っ てねえ・ ・・︒
薄い黒 のサング ラスをか けた
神経 質そうな 男︑クロ ダが入っ てくる︒
ミ ズエ︑奥 に去る︒
クロ ダ ・・ ・こちらキ モト通信 機の代理 店
で すよね︒
コウタ はい︑い らっしゃ いませ︒ どうぞ︒
クロ ダは眉間 に指をあ てながら 室内を見
回す︒
コウ タ あの ・・・ど のような ︒
ク ロダ 電 話を・・ ・︒
コウタ どういっ た関係の でしょう か︒
クロダ ・・・ 今︑ＣＭ でやって る・・・ ︒
コウ タ 医療 通信具で すね︒カ メラ付き のも
のでよろ しいですね ︒
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ク ロダ ・・ ・はい︒
コウタ 新製品で ございます ね︒かし こまり
ました ︒それで すと︵パ ンフレッ トを取り
出す ︶この商 品がよろ しいかと 思われま す
が︒
クロダ ああ︒︵ パンフレ ットを見 る︶
コウ タ 遠隔注 射タイプ はこの２ タイプだ け
に なります が︒
クロダ ・・・ど こが違う のですか ︒
コウタ これで すと従来 の遠隔注 射タイプ ︑
それ からカメ ラ付きの タイプで す︒カメ ラ
が あるかな いかの違 いです︒
クロダ では︑こ れを︒
コウ タ あり がとうござ います︒
Ｉ Ｄカード をよろし いでしょ うか︒
クロダ ＩＤカー ド？ 今 日はちょ っと︒
コウタ ・・・ では︑こ ちらにど うぞ︒
クロ ダ ああ ︒
コウタ はカウン ターにクロ ダを案内 する︒
クロ ダは懐か ら刃渡り ２０セン チほどの
登 山ナイフ を取り出 す︒
クロダ すみま せん︒強 盗です︒ ︵コウタ の
背 後から︶
アキヒサ 父さん ！
コウタ アキヒ サ︒
クロ ダ 静か にしろ︒ 黙って金 をだせ！ 早
く しろ！
アキヒサ はい︑ でも現金 は取り扱 ってませ
んので ・・・︒
ク ロダ 金 目の物なら なんでも いい︒早 くだ
さんか︒
コウタ ここは 事務所で すよ︒押 し入るな ら
別の 場所でし ょう︒
ク ロダ 金 を出せ︑ 一銭もな いとはい わせん
ぞ︒
非 常ベルが 鳴り︑表 でパトカ ーのサイレ
ンが鳴る ︒
畜生 ︑もう来 やがった か︒

潮騒寮・ 光太の部 屋

クロダ ︑ナイフ を振り回し て去る︒

クロ ダ

４場

光太の原 稿を読む孝 子︒
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孝子 な るほど︒ タイトルは 人間機械 論です
か︒
光太 ２０２ ０年東京 です︒僕 たちの小 さい
頃 は２１世 紀という と科学は すさまじ い進
歩を遂げ ている︒ そう︑思 われてい たでし
ょう ︒
孝 子 そう ですね︒ ２００１年 宇宙の旅 なん
て映画も ありまし たね︒
光太 ここ数十 年たしか に科学は 進歩した ︒
しか し︑それ ほどめざ ましくで もなかっ た︒
２ ０世紀半 ばの成長 とは比べ ものにな らな
い︒我々 はとうに ２１世紀 を迎えた わけで
すが ︑宇宙ス テーション なんて夢 の又夢で
す ︒未だ︑ 癌やエイ ズも克服 できません ︒
孝子 そ ういえば そうです ね︒
光太 そうなん です︒こ こが今回 の作品の ポ
イン トになる んですが ︑僕が思 うにはも っ
とも進歩し なかった のがコン ピュター だと
いうこ とです︒
孝子 コンピ ューター がですか ︒
光 太 もち ろんパソ コンは身 近になり ました︒
しかし︑ 進歩はし ていない ︒
孝子 はい︒
光 太 パソコ ンは登場 当時から 比べて処 理ス
ピードは 恐ろしく 速くなりま した︒し かし
パソコ ンそのも のの構造 は全く昔 のままな
んで す︒
今 のコンピ ュータは フォンノ イマン型 とい
ってすべ て手続き で処理を してるん です︒
あらか じめ人間 が作った 処理をな ぞってる
だ けなんで す︒
その欠点 を補うた めにいろ いろなソフ トウ
ェアが 登場しま した︒し かし根本 的解決に
はな らなかっ た︒つま りコンピ ューター と
は ︑人間に とって面 倒な計算 を疲れず 速く
こなす︑ 単なる処 理マシン だったん です︒
僕の いってる ことが分か ります？
孝 子 私︑ その分野 にはすこ し弱いもの です
から︒
光太 イカの脳 味噌なん です︒
孝子 イカの 脳味噌？
光太 そう ︑ホタル イカ︒現 代のコン ピュー
ターは イカの脳 味噌なんで す︒
人間 の物とは 大きく違 います︒ イカの脳味
噌 をいくら 大きくし ても︑い くら処理 を速
くしても ︑しょせ んイカな んですよ ︒
人間と は複雑さ が違うん です︒形 や構造が
まる で違うん です︒
だからど んなに精巧 にイカの 脳を作っ たと
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し てもやっぱ りイカな んです︒ 人間のも の
にはなら ないんで す︒
孝子 なるほど ︒
光太 僕に云 わせてみ れば︑人 間とは︑ 笑う
コ ンピュー ターのこ とです︒
孝子 笑 うコンピ ュータ？
光太 そう︑笑 うコンピ ューター ︑つまり
人 間とは感 情を持っ たコンピュ ーターの こ
となんで す︒いま のところ それを作 ること
はとう てい不可 能なんで すけどね ︒
孝子 はい︒
光 太 そこ で今回の 作品なん ですけど ね︒
人類がそ の笑うコ ンピュー ター︑つ まり
ニュ ーロコン ピュータの 開発に成 功し始め
た 頃のお話 なんです ︒
世界はど ういう訳 か︑男女 の比率が １００
対１位 になって いる︒男 が１００ 人に対し
て女 が一人︒ 世の中ほ とんど男 ばっかり な
んです︒面 白いでし ょ︒
そうい う訳なん で男性はす ごく寂し いわけ
です ︒結婚も したいん ですけど なにしろ男
ば っかりで すからそ れもまま ならない ︒
そこで男 達は女性 のロボッ トを作っ た︒
人間の 感情をか ろうじて 移植した ニューロ
コ ンピュータ 搭載ロボ ットです ︒話の中 で
はサイバ ットなん て名前がつ いてます が︑
汚い言 葉でいえ ば感情を もったダ ッチワイ
フみ たいなも のです︒ それを男 達は好ん で
使 うように なってい った︒
孝子 そ のダッチ ワイフは ︑いや︑ ロボット
は子供 もできる んですか ︒
光 太 いや ︑人類もそ こまでの ものは作 れな
かった︒ だから子 供がほし かったら本 物の
女性と 結婚する しかない ︒
しか しそれは 大変なこ とです︒
な にしろ１ ００人に ひとりの 倍率です から︒
だから女 性の性格 は次第に 高飛車に なって
いっ た︒まさ しく女王様 状態です ︒
孝 子 しか し︑どう してそん なに女性の 数が
減ったん でしょう ︒何か原 因でも？
光太 ネズミの 集団自殺 を知って ますか︒
孝子 ネズミ ですか？
光太 北欧 にすむレ ミングと いうネズ ミの一
種なん ですが︑ 彼らは増え すぎると 自殺を
する んです︒
孝 子 聞い た事はあ ります︒ 海や湖に 向かっ
て何万匹 というネ ズミが入 水自殺す るとい
う︑あ れですか ︒
光太 そうで す︒なぜ ネズミが 自ら命を 絶つ
のか︑い ろんな説が あります が有力な のは
‑ 16 ‑

﹁ 神のみえざ る手﹂に よってで す︒
孝子 ﹁ 神のみえ ざる手﹂で すか︒
光太 ネズミは 数が増え すぎると その分餌も
なく なるわけ です︒そ のまま増 え続ける と
結 局共倒れ になりま す︒ネズ ミは子孫 を残
すために 本能的に 集団自殺 をするん です︒
まさ しく神によ る間引き です︒
孝 子 間引 き・・・ ︒
光太 ２ ０２０年 ︑地球上 には人が あふれて
いた︒ すべてが 平和だっ た︒大き な戦争も
起こ らなかっ たし︑医 学の発達 によって 平
均 寿命もお そろしく 伸びた︒
しかし︑ 食料も空 気も地球 上では限 られた
資源 ですから ︒
孝 子 わか りました ︒それで ﹁神のみえ ざる
手﹂によ る間引き が行われ た︒
光太 その通り ︒人工を 減らすた め神は自 然
界を 操作した ︒女性の 数が減る と生まれ て
くる子供の 数が減る ︒そして 人工が減 って
ゆく︒
孝子 なるほ ど︒同性 愛者の存 在︒それも 先
生 の云う﹁ 神のみえ ざる手﹂ によって です
か︒
光太 同性愛で すか︒は はあ︑そ れは気が つ
か なかった︒ あなた面 白い事い いますね ︒
ふうん・ ・・︒
孝子 ︵原稿を めくりな がら︶登 場人物の電
器販 売代理店 の店長は 結婚でき たんです ね︒
息 子がいる ようです から︒
光太 そ うなんで す︒彼は 以前国立 の人工知
能研究 所に勤め ていた超 エリート でした︒
そ れがある 事件でそこ を辞めさ せられま し
て︑小さ な販売代 理店を営 み︑なりを 潜め
るわけ です︒
地位 も名誉も 金もなく なったわ けですか ら
そ りゃ奥さ んも他の 男のとこ ろにいっ た訳
です︒
孝子 はい︒ それでどう して強盗 が入って く
る んです︒
光太 そ れは来月 号までの 秘密です ︒
孝子 あれ︑そ うなんで すか︒教 えてくだ さ
いよ ︒
光太 それ より︑こ んな作品 ︑孝子さ んのと
ころに 合うんで しょうか︒ 孝子さん のとこ
ろは 文芸作品 ばかりで しょう︒ 僕はＳＦ
童 話作家で すからね ︒そっち のほうが 心配
です︒
孝子 先生は先 生の書き やすいよ うに書い て
下さ い︒どこ に掲載す るなんて 意識しな い
で自由に ︒
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光 太 それを 聞いて安 心しまし た︒来月 分は
男女の絡 みがあり ましてね︒ それもハ ード
なベッ ドシーン が︒
孝子 ほんと ですか！
光 太 うそ です︒︵ 笑う︶
ノッ クの音がす る︒

クロダの 部屋

孝子 去る︒

昭久の声 先生︑ お食事の 用意がで きました︒
いつで も食堂の 方にどう ぞ︒
光太 はい︑ 今行きま す︒あな たお先に どう
ぞ ︒僕もこ こ書いた らすぐい きますか ら︒
孝子 で も・・・ ︒
光太 安心し て下さい︒ 今週はあ なたのと こ
ろ だけです から︒隠 れて他の を書いたり し
ませんか ら︒
孝子 いや︑そ れは分か ってます けど︒
光太 どうぞ ︒
孝子 すみ ません︒ ではお先 に︒

５場
上手前方 ︑光太の 部屋に灯り が点る︒
光太は 自分の書 いた原稿 の手直し を始め
る︒

はい ︒

電話が鳴 る︒すぐ に切れる ︒
クロダ が現れる ︒
再 び電話が なる︒クロ ダはため らいなが
らとる︒
クロ ダ

︵この電 話は返事 をするだ けでとれ る︶
ポー リング音 ︵ツーとい う音︶︒
クロダ もしもし ︒︵ポー リング音 ︶・・・
来月ま で待って くれ︒・ ・・︒と 言われて
もな ︒今はび た一文な いんだ・ ・・来る な
ら来い！

来るな ら来いだ ︒バカた れが︒

激し くグラス を投げつ ける︒
ポ ーリング 音止まる ︒
クロダ

電話が鳴 る︒
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今 度はためら いもせず に出る︒
クロダ だから ︑金はな いってい ってるだろ ︒
声︵ 光太︶ 金なら︑ 払ってや る︒この 前の
お 前の報酬 だ︒
クロダ ・・・お 前︒又お 前か︒お 前誰だ？
・・ ・
声 ︵光太︶ ・・・ ︒
クロダ 言われた とおり俺 はあそこ 電気屋に
押し入 った︒
それ がなんだ よ︒一分 もしない うちに警 察
︵ さつ︶が 来やがっ たじゃね えか︒
おかげで 豚箱行き だよ俺は ︒だまし やがっ
て︒
声 ︵光太︶ まあ︑ そう責め るな︒それ は私
が最初か ら計画し ていたこ とだ︒
クロダ 計画だ って︒笑 わせるな ︒
声︵ 光太︶ お前を釈 放させた のも私だ ︒私
の手にかか ればお前 を刑務所 に送ろう がぶ
ちこん だまま一 生をおくら せようが どうに
でも なる︒い いか私に 逆らうな ︒
ク ロダ ご めんだね ︒お前の 遊びにい ちいち
つきあっ てられる かよ︒
声︵光 太︶ ︵ 笑う︶︒
ク ロダ 畜生 ︑お前い ったい誰 だ︒誰な んだ︒
どうして 俺につき まとう︒
声︵光 太︶ い いか︑忠 告してお く︒私に逆
らう な︒そし て︑私が 何者であ るかを詮 索
す るな︒お 前が守る 事はこの ２点だけ だ︒
クロダ ・・・︒
声︵光 太︶ お 前の口座 に金を振 り込んで お
い た︒それ が今度の報 酬だ︒次 の指示は ま
た連絡す る︒
クロダ 本当に 口座に金 が振り込 まれたら 信
用し て︱︒
電話が切 れる︒ク ロダはし ばらく宙 をみ
つめ ている︒ 思いついた ように電 話を掛
け る︒︵こ れも特別 な掛け方 だ︶
クロダ もしも し︑残高 を調べた いんだが ・
・・ ・口座番 号は１１ ６２３７ ５８Ｇ
・・・・︒
何だっ て？ 間 違いないで すか・・ ・︒
本当 に？・・ ・︒

おい︑レナ ！お祝い だ！ レナ！

早

電話を切 れる︒そ れと同時 に歓声を あげ
る︒
クロダ
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く こい︒
レナ現 れる︒
レ ナ どう したの？
クロダ 金が入っ たんだ︒ それもち ょっとや
そっ とじゃない ぞ︒今日 はお祝い だ︒
と にかく乾 杯だ︒酒 あるか︒
レナ サ ケ？わか んない
クロダ 酒だ︑ 飲むと酔 っぱらう やつだ︒
レナ ああ︑ あれね︒
ク ロダ も ってこい ︒
レナ ︑奥に去 る︒
電 話がなる ︒機嫌良 く電話に 出る︒
クロダ もしも し︒
声︵ 光太︶ それだけ あれば十 分だろう ︒
クロダ わ かったよ ︒恐れ入 った︒こ れだけ
あれば 一年と云 わず１０年 は遊んで 暮らせ
る︒ 誰か知ら ないがあ りがとよ ︒
声 ︵光太︶ その金 で派手に 遊んでこ い︒い
いか︒で きるだけ 目立つよ うにだ︒
クロダ 云われ なくても そうする よ︒じゃ ︑
あ りがとよ︒
電話が 切れる︒
レナ はワイン グラスと 焼酎を持 ってくる ︒
クロダ いいか︒ これはワ インを入 れるグラ
スだ︒
レ ナ ええ ︒︵笑って いる︶
クロダ まあいい か︒乾杯 だ︒
クロ ダ︑ワイ ングラス に焼酎を 注ぐ︒
クロダ 乾杯︒
レナ 乾杯︒
ク ロダ そ うだ︑お まえにプ レゼントが あっ
たんだ︒
レナ ウソー︒
クロ ダ はい これ︒
レナ ホン トー︒︵ ピアスの 入った箱 を受け
取る︶
クロ ダ つけ てみる？
レ ナ カワ イイ︒
クロダ 本当はも っと大き いのを買 ってあげ
たかっ たんだけ ど︒
レナ どう？ ︵ピアス をつけ︑ みせる︶
クロダ 綺麗だよ︒
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レ ナ ホント ー？
クロダ かわいい よ︒
レナ もう一度 云って︒
クロ ダ かわ いい︒
レ ナ 違う わ︒綺麗 だって︒
クロダ ︵見つめ ながら︶ 綺麗だよ ︒
レナ 愛してる ？
ク ロダ 愛 してる︒
クロダ はレナの 首に手を 回す︒レ ナの耳
の後 ろにある スイッチ に手が触 れる︒
突 然︑レナ がクロダ に平手打 ちをする ︒
クロ ダ 何を するんだ︒
レ ナ 冗談 じゃない わよ︒ど けち！
クロダ どけち？
レナ そうよ︒ わたしは ティファ ニーが欲 し
かっ たのよ︒ それを何 ︑こんな 安物！︵ ピ
アスをはず し投げつ ける︶︒
クロダ お前︑ 安物だろう が関係な いだろう ︒
サイ バットの くせに︒
レ ナ うる さいわね ︒私だっ て女よ︒ ２０％
ＯＦＦの こんな物 でよろこ ぶと思っ て︒
クロダ そんな 事云わず に機嫌な おしてく れ
よ︒
レナ い やよ︒
クロダ なあ︑ レイコち ゃん︒
レナ 私はレ イコじゃ ないわよ ︑それは 前の
奥 さんの名 前でしょ ︒
クロダ えっ︑あ あ︑すま んレナち ゃん︵抱
きつこ うとする ︶︒
レ ナ 止め てよ︑いや ！︵逃げ る︶︒
男は無 理矢理︑ レナの耳 の後ろの スイッ
チを 押す︒
レ ナは突然 従順にな る︒
クロ ダ レナ ちゃん︑綺 麗だよ︒
レ ナ あな たもすて きよ︒

誰 かな今ご ろ︒

玄関の ベルが鳴 る︒
クロダ

はい・・ ・あ︑社 長︑・・ ・どうぞ ︒

クロ ダはカウ ンターに 入り電話 をとる︒
クロダ

電話 を切る︒
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レ ナ だあれ ︒
クロダ お前を作 った人︒
キモ トが入っ てくる︒
キモト どうも︒ モニター にご協力 ありがと
うご ざいます︒
ク ロダ あ あ︑どう も︒
キモト どうです か︒我が 社の試作 品︑レナ
の具合 は︒
クロ ダ まあ ︑いいこ とはいい んだけど ︒
キ モト な にかご不 満でも︒
クロダ とてもか わいいん だけどね ︒
キモ ト そう でしょう︒ そうでし ょう︒
ク ロダ バ カなんだ よ︒
キモト バカ？
クロダ ウソー ︒とかカ ワイイと かしかい わ
ない し︒耳後 ろに感情 の切り替 えスイッ チ
があるだろ ︒さっき ︑すねる モードに した
らいき なり平手 打ちされた よ︒
キモ ト でも これは２ ０世紀の 平均的な二 十
歳 の女性の 行動をシ ュミレー トしたも のな
んです︒ サイバッ トの性能 が悪いわ けやな
いです ︒
ク ロダ そう なの？
キモト 女性が非 常に少なく なった今 ︑過去
の記録 をもとに 忠実に再 現されと るんです︒
クロ ダ しか し︑本当 に２０世 紀の女性 はこ
う だったの ︒
キモト まちがい ありませ ん︒正確 には２０
世紀末 です︒彼 女達はウ ソー︑ホ ントー︑
カ ワイーそ れだけで十 分だった と記録さ れ
てます︒
クロダ でもな ・・・︒
キモ ト これ は大きな 声では云 えないん です
が ね︒
私は昔︑ 本物の女 性を嫁に したこと がある
んで す︒あな たもご存知 の通り今 や︑女性
の 数はめっ ちゃ少な い︒それ で︑みんな に
うらやま しがられ ました︒ 私もうれ しかっ
た︒
しか し︑悲劇 はそのあ とから始 まった︒
ひどかった なあ︒い ざ一緒に 暮らして みる
と寝て ばっかり ︒家事なん てやろう ともせ
いへ んし︑わ がままや し︑傲慢 やし︑こっ
ち の気持ち なんて考 えもせん ︒できる 事と
いったら 子供を作 るだけ︑ それも︑ 手続き
みたい なもんや ろ︒マグ ロみたい にどてっ
と寝 転がっと るだけ︒
私は︑三 カ月で離婚 を決意し ました︒
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サ イバットの 方がよっ ぽど愛情 があるし ︑
気持ちが いい︒
ええで すか︑サ イバット の方が生 身の女性
より よっぽど ええと思 いますよ ︒
ク ロダ そ う云われ ればそう かも・・ ・︒
キモト またなに か問題が ありまし たら教え
てく ださい︒そ うですか ︒このサ イバット
は 人を殴り ますか︒ これは直さ んといけ ま
せんね︒ これじゃ あ︑まる で本物の 女みた
いや︒
クロ ダ おい ︑レナ︑ 社長さん にお茶入 れて
さ しあげな さい︒
レナ や だー︒
クロ ダ 早く しなさい︒
レ ナ レナ ︑わかん ない︒あ なた入れて よ︒
クロダ こんな調 子なんだ よ︒
キモト かわい いやない ですか︑ 本物の女 性
より ずっとか わいい︒ あとひと 月もすれ ば
すぐに慣れ ますわ︒ じゃ私は そろそろ ・・
・︒
クロ ダ そん なもんか ね︒ちょ っと待って て
よ ︒せっか くだから さ︑お茶 くらい飲 んで
ってよ︒
キモト いや︑ 私これか ら・・・ ︒
ク ロダ 遠慮 しないで さ︒
キモト では︑い っぱいだけ ︒
クロ ダ︑去る ︒
電 話がなる ︒レナは とろうと もしない ︒
キモト 奥さん ︑電話で すよ︒
レ ナ ・・ ・︒
キモト 奥さん︑ 電話なん ですが・・ とらな
くてい いんです か？︒
レ ナはキモ トの方を みて笑う ︒
キモ ト 駄目 や︑電話も とれへん のか︒ま だ
ま だ改良が 必要やな ︒
旦那！ 電話です よ！ い いですか 私がと
ります よ！︒
キモトはし かたなく 電話にで る︒
キモ ト はい ︒
・ ・・
またお前 か︑こん なところ まで電話 しやが
って︒ お前いっ たい何者 や︒
・・ ・
畜生︑ど こからかけ てる︒い つまで俺 をつ
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け 回すんや︒ ︵見回す ︶さては 盗聴やな ︒
・・・
待って くれ︑分 かった︒ 約束する ︒すぐ作
らせ る︒納期 はいつや ︒
・ ・・
待て︑そ れはいく らなんで も無理や ︒
認可 がおりるま で早くと も３カ月 はかかる ︒
・ ・・
なんやて ︒明日認 可がおり るって？
まさか お前︑役 人まで・ ・・︒
・・ ・
待 て︑切ら ないでく れ︒今度 は俺から 連絡
させてく れ！
電 話が切れ る︒
クロダが 茶を持っ て現れる ︒
キモ ト 申し 訳︑あり ません︒ ちょっと 急用
ができたも のですか ら︑おい とましま す︒
クロダ え︑そ うなの︒
キモ ト 申し 訳ない︒ また様子 をうかがい ま
す︒
クロダ このお茶 どうすん の︒
キモト では︒ ︵一気に 飲む︒む せてせき 込
む︶
クロダ だいじょ うぶ？
キモト ごちそ うさま︒
キ モトいそ いそと玄 関までい く︒
キモト サイバ ットのモ ニターの 件︒引き 続
き よろしく お願いしま す︒
クロダ 急にばた ばたしち ゃったなあ ︒
キモト すんま せん︒で は失礼︒
キ モト︑去 る︒
レナが甘 えてくる ︒
ク ロダ 社 長どうし たんだろ ︑急に︒
レナ あ なた︒お 腹すいた ︒なんか 食べるも
のなあ い︒ねえ ︒ねえっ たら︒

さ あ︑お前 はもうお やすみ︒

クロダはレ ナの首に あるスイ ッチを押 す︒
レナの 動きが止 まる︒
ク ロダ

レナの 表情が消 え︑人形 の様に固 まる︒
電話 がなる︒ カウンタ ーに入る ︒
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はい ・・・・ ︒

潮騒病院 ・潮騒寮 ・ロビー

クロダ はなにや ら電話の 相手と話 してい
る︒
再 び電話が 鳴る︒ク ロダは耳 を押さえ 奇
声を発し ながら退 場する︒

ク ロダ

６場
一 二月︒雪 の降る日 ︒
看護婦の 春子は掃 除をして いる︒
昭久 がはいっ て来る︒
春子 お 帰りなさ い︑どう ですか外 は︒
昭久 かなり降 ってます ︒今年は 早いです ね︒
春子 そうで すね︒今 年はホワ イトクリ スマ
スになるか もしれま せんね︒
昭久 まいった なあ︒この ぶんだと 自転車使
えな くなるよ ︒
木元が入 ってくる ︒
木 元 おう︑ お疲れさ ん︒
昭久 父 さん︑来 年こそは車 買おうよ ︒買い
出しに 行く度ぐ ったりだ よ︒
木元 こんな 小さな島 でか︒１ ０分も走 らせ
た ら向こう 岸につい ちゃうだ ろ︒贅沢 云う
な︒
昭久 贅沢じゃ ないよ︑ 今時︑車 のないう ち
な んてめず らしいよ︒ それにう ちは商売 で
使うんだ からさ︒
木元 自転車で いいじゃ ないか︒
昭久 こんな 雪じゃ危 なっかし くてしょ うが
な いよ︒
木元 野 菜だった らお隣で 分けても らうか︒
昭久 お隣っ て何キロ離 れてると 思ってん だ
よ︒
木元 そ うだ︑忘 れてた︒ 先生︑も うすぐ見
えるは ずだよな ︒今日は 天気が天 気だし迎
えに いった方 がいいの かな︒
昭久 今日 は欠航じ ゃないの ︒
木元 お前︑い ってくれよ ︒先生︑ 荷物もあ
るだ ろうしな ︒午後一 番の便だ ︒
昭 久 はい はい︑分 かりまし た︒歩い て行っ
て来ます ︒
木元 ︑昭久︑ 奥に去る ︒
瑞恵︑現 れる︒
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瑞恵 先 生って︒ みえるの︒
春子 ええ︑昨 日連絡が ありまし た︒
瑞恵 ふうん ︒
春 子 楽し みですね ︒
瑞恵 あ の人︑こ の頃毎週 こない？
春子 そうです ね︒
瑞 恵 私︑ あの人嫌 い︒
春子 あ らどうし て︒
瑞恵 あの人︑ おかしい わよ︒気 持ち悪い わ︒
春子 なぜ？
瑞 恵 あの ね︒あの 人に云わ ないでね ︒ショ
ックを受 けるとか わいそう だから︒
春子 わかっ た︒
瑞 恵 あの 先生ね︒ どうやら 私に気があ るら
しいの︒
春子 ・・・︒
瑞恵 この前 なんてね ︒ここで 私︑うと うと
としてたの よ︒する とね︑先 生︑私の そば
にきて じっと︑ わたしの顔 を見てる の︒私︑
どう していい か分から なくて︑ じっと寝て
る ふりして たのよ︒ そしたら ね︒・・ ・・
やめた︒ 恥ずかし い︒
春子 云ってよ ︒それか ら︒
瑞 恵 あのね ︒先生︑ 私のこと をじっと 見な
がら︑な んて云っ たと思う？
春子 なんて？
瑞恵 僕の愛 しい瑞恵 ︑愛して る︒早く 目を
覚 ましてお くれ︑だ って︒気 持ち悪い ︒
春子 そ う︒
瑞恵 春ちゃん ︑あの人 きっとこ んどは何 し
て くるか分 からないわ ︒今度こ そは・・ ・︒
そんなこ とになっ たら私︑ ああ︑どう しよ
う！
光 太が現れ る︒
光太 こんに ちは︒今日 はひどい 天気です ね︒
春 子 先生 ！ お待 ちしてま した︒
瑞恵 ・ ・・︒
光太 今朝︑東 京をでる ときはそ うでもな か
った んですけ どね︑こ れは明日 には積も り
ますね︒
瑞恵 ・・・︒
光太 瑞恵さ ん︑元気 ですか？ 風邪ひい て
ま せんでし たか？
瑞恵 知 らない︒
光太 あれ︑ど うしまし た︒
木元︑現 れる︒
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木元 あ あ︑先生 ︒確か︑午 後の便で ︒
光太 そうなん ですよ︒ また早く 来ちゃいま
した ︒
昭久︑現 れる︒

タオル 持ってきま しょうね ︒
お願 いします ︒

光 太︑くつ を脱ぐ︒

昭 久 あれ ︑先生︑ 今お迎えに いこうと 思っ
てたのに ︒
光太 道が悪く てね︒靴 がべしょ べしょで す︒

昭久
光太
光太︑ 体をふき ながら奥 に引っ込 む︒
薄い 黒のサン グラスし た男が現 れる︒
黒田だ︒
昭久 ・・・ いらっし ゃいませ ︒
黒 田 予約 してない のですが ︒
木元 か まいませ んよ︒
黒田 ・・・︒
木 元 どうぞ ︒寒かっ たでしょ う︒
黒田 部 屋は空い てますか︒
昭久 もちろん ︒お一人 様ですか ︒
黒田 はい︒
木 元 どう ぞ︒こち らにおか けになっ て下さ
い︒今︑ お部屋ご 用意しま すから︒ 昭久！
昭 久去る︒
黒田︑ロ ビーのい すに座る ︒うさんく さ
い雰囲 気なので 皆注目す る︒
木 元 あの ︑よろし かったら コートを ︒
黒田 い や︒︵コ ートを脱 がない︶
木元 そうで すか︒
瑞 恵 おじ さん︒お じさん︒ ねえねえ︒ おじ
さん︒こ んなとこ ろに何し に来たの ？
黒田 ・・・︒
瑞恵 おじさ んってば ︒上着く らい脱い だ
ら？ 汗か いちゃう よ︒
黒田 ・・・︒
瑞恵 おじさ ん︑こん なへんぴ なところに 何
し に来たの ？もしか しておじ さん暗い の？
春子 ︵ 黒田に︶ すみませ ん︒
瑞恵 そうだ︑ ひとりで 来たとい うことは ︑
しか もここ九 里島を選 んだとい うことは
ー︒
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春 子 瑞恵さ ん︑お部 屋に戻り ましょう ︒
瑞恵 そ うだ︒お じさん︑彼 女にふら れたん
でしょ う︒彼女 にふられ て︑まさ か︑自殺
なん て考えた りして︒
春 子 ちょ っと︒
黒田 ・ ・・︒
瑞恵 春ちゃん ︑このお じさん自 殺しにき た
ん だよ︒
春子 ︵ 黒田に︶ ほんとす みません ︒
光太 ︑現れる ︒
春子 瑞 恵さん︑ こっちよ ︒︵連れ ていこう
とす る︶
瑞 恵 いや よ︒
春子 は やく︒
瑞恵 いや！は なしてよ ︒
春子 瑞恵さ ん！
瑞恵 先生 ︑助けて ︒︵光太 の後ろに 隠れ
る︶
光太 どうし ました？
春 子 いや ︑ちょっ と︒瑞恵 さんを・ ・・︒
瑞恵 な にすんの よ︒︵春 子から引 っ張られ
る︶あ あん先生 ︒
光 太 春子さ ん︑待っ てくださ い︒瑞恵 さん
どうした んです︒
瑞恵 ︑足をす べらせ大 きな音を たてて転
ぶ︒
光太・ 春子 瑞 恵さん！
光 太 ︵手 をとる︶大 丈夫です か？
瑞恵 ・ ・・︒︵ 光太を見 つめる︶
なんで もない︒ ︵光太の 手をふり ほどく︶
昭 久︑現れ る︒
昭久 黒田様 ︑お部屋に ご案内し ます︒
こ ちらどう ぞ︒
昭久︑ 黒田去る ︒
春子 は瑞恵を 部屋の隅 に座らせ る︒

先 日電話でお 話しした 件なので すが︒

ソファ ーに腰掛 ける︒

光太 ご主人ち ょっと︑お 話が︒
木元 はい︒ ・・・で は︑座っ て話しまし ょ
う︒

光太
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木 元 あ︑は い︒
光太 病 院の方も ベッドが空 いたとい うこと
で・・ ・︒
木元 そうで すか︒
光 太 長い 間お世話 になりま した︒
木元 淋 しくなり ます︒
光太 でも︑ち ょくちょ くここに は遊びに 来
ま す︒僕︑ とても気 に入りまし たから︒
木元 あ りがとう ございま す︒
光太 ここにい ると東京 でたまっ た︑スト レ
ス︑ のような ものが吹 っ飛んで しまいま す︒
木 元 そう ですか︒
光太 瑞 恵も心が 和んだと 思います ︒
木元 年明け にも入院を ？
光 太 はい ︒本当は 精神病院 なんて・・ ・︒
でも︑し かたあり ません︒ 知り合い の医者
に話し たんです ︒そうし たらそれ は記憶喪
失じ ゃなくて 統合失調 症︵分裂 症︶かも し
れないって ・・ ・ ︒
芝浦に いい病院 があるから 是非入院 して調
べた 方がとい われまし て︒
春 子 先生 ︑やっぱ り︑入院 なんです か︒
光太 春 子さん︒ 一緒にき てくれる ね︒
春子 ︵頷く︶ そうです か︒決ま りました か︒
木 元 春ちゃ ん︑あり がとう︒ 本当はお 客さ
まなのに 私が手伝 ってもらう 方が多か った︒
春子 何をおっ しゃいま す︒私︑ ここでの生
活す ごく楽し かったわ ︒
木 元 そう いってい ただける と助かり ます︒
春子 い や︑お世 辞じゃあ りません の︒ほん
とに︒
木 元 淋し くなります ︒
春子 淋 しいです ︒
間︒
昭 久︑現れ る︒
昭久 あれ︑ どうしたの みんなし んみりし ち
ゃ って︒
木元 昭 久︑瑞恵 さんたち 戻られる そうだ︒
昭久 戻るって ・・・あ あ︑やっ ぱりそう な
った の︒
光太 昭久 君︑いろ いろとあ りがとう ︒
昭久 それでい つ︒
光太 来週末 には帰ろ うと思い ます︒
昭 久 そう ︒︵落胆 する︶
黒田が 現れる︒ サングラ スをつけ たまま
だ︒
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昭 久 あの︒
黒田 い や︑あの ・・・
木元 よろしか ったら一 緒にどう ぞ︒いまお
茶い れますか ら︒
黒 田 テレ ビかラジ オはない んですか ︒
木元 申 し訳ない ︒置いて ないんで す︒時代
錯誤 ですみませ ん︒
昭 久 こち らどうぞ ︒
黒田 ・ ・・︒
木元 うちはお 客様も家 族みたい なもので す
から 部屋にい るよりこ こでおし ゃべりし て
い た方が楽 しいです よ︒
黒田 新 聞ありま すか︒
木元 ・・・ 昭久︑新聞 だ︒
昭 久 はい ︒
昨日の夕 刊ですけ ど・・・ 朝刊はも う少し
経てば きますか ら︒︵新 聞を手渡 す︶
黒田 あの︒
昭久 なん でしょう ︒
黒田 できれば 虫眼鏡かな んかあり ます︒
昭久 虫眼鏡 ですか︒
黒 田 私︑ ちょっと 目が不自 由なもの で︒
昭久 そ うですか ︒すぐに 捜します ︒
父さん ︑虫眼鏡 あったか なあ︒
黒田︑去 る︒
昭久 あのお 客さん変 だよね︒ サングラ スし
て るし︒
木元 変 だなんて いっちゃ いけない ︒お客様
だ︒
昭 久 でも ︑こんな雪 の日に何 しに来た のか
な︒
光太 そういえ ばそうで すね︒ま さか海水 浴
のは ずないし ︒
昭 久 聞き ました︒ どういう ご予定で すかっ
て︒
春子 なんで すって？
昭 久 つり だってい うんです よ︒
木元 そ れならそ れでいい じゃない か︒
光太 こんな時 期にです か？
木元 釣り好 きにとっ ては時期 は関係な いで
すよ︒
春子 でも雪も 降ってるわ ︒
木元 天気も 関係ない ですよ︒ 釣り好きは 例
え 嵐でも台 風でもや るときは やります から︒
光太 台 風でも？ 本当に ？
木元 え？ え え︒
昭久 いや︑ ぼくがお かしいと いうのは ︑そ
ういうこ とじゃない よ︒彼︑ 釣り竿も 道具
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も 何ももって ないでし ょ︒どう 見ても変 だ
よ︒
光太 なるほど 変だね︒
春子 そうね ︒まさか 手ぶらで 釣りに行 く人
は いないわ ね︒
瑞恵 ︑突然笑う ︒そして 話始める ︒
瑞恵 だ から云っ たでしょ ︒あの人 は自殺し
にきた んだって ︒私︑ピ ーンとき たんだも
の︒ 私の感っ て鋭いの よ︒
光 太 瑞恵 ︑なんて 云うこと いうんだ ︒
瑞恵 あ なた私を どうする つもり︒
光太 ・・・ ？︒
瑞 恵 あな た︑私を 精神病院 に入院させ る気
ね︒芝浦 の︒
光太 知ってた のか︒
瑞恵 聞こえ てるわよ ︒ここに いるんだ もの︒
光太 ・・ ・︒
瑞恵 あなた︑ 私が狂って るとでも 思ってる
の︒ 私はまと もよ︒あ なたの勝 手にはさせ
な いわ︒
光太 お まえもし かして・ ・・︒
瑞恵 当たり前 よ︒全部 分かって るわよ︒ い
い ︑なぜ私が ここにい るのかも 全部よ︒
木元 瑞 恵さん︑ 記憶が戻っ たのです か︒
瑞恵 ええ︒
昭久 ほんと に！
春 子 いつ からです ︒
瑞恵 さ っきよ︒
昭久 さっき？
光 太 まさ かそこで転 んだ時か ︒
瑞恵 え え︒
春子 まさか︒
光太 そうな のか︒
瑞 恵 私は 瑞恵︑上 沼瑞恵よ ︒両親を 亡くし
たショッ クで今は 記憶がな くなって しまっ
た︒ でも︑も う︑大丈夫 ︑すべて 戻ったん
だ から︒
光太 瑞 恵︒
皆︑ 顔を見合 わせる︒
瑞恵 先生︒も う心配しな くていい んだから ︒
光太 ・・・ ︒
瑞 恵 そこ にいるの が︑私の 療養のた めにお
世話して くださっ たここの ご主人︑ 木元さ
ん︑そ して息子 の昭久君 ︒
木元 ええ︑ ええ︒
昭久 わ かるんです ね︒僕ら のことが ︒
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瑞 恵 もちろ ん︑私は 狂ってな いですも の︒
そして私 の世話を してくれた 春子さん ︒
春ちゃ ん︑いま まであり がとう︒
昭久 ほんと だ︑ほん とによく なった︒
先 生！
木元 先 生︑おめ でとうご ざいます ︒
春子 先生︒
瑞 恵 そう ︑そして 私の先生︒
光太 う ん︑うん ︒︵光太 ︑瑞恵の 手をと
る︶
瑞恵 私の治 療をして くださっ た︒主治 医の
先 生︒
光太 ・ ・・︒︵ 一気に落 胆する︶
間︒
光太 瑞恵︒
瑞恵 先生︑ 私の記憶 喪失治っ たんです よ︒
長い間ご迷 惑かけま した︒
これか らは東京 に帰って︑ 私︑元の ように
ばり ばりと働 きます︒ 陶芸をし たり︑絵を
書 いたりし て︒
光太 ・ ・・︒
瑞 恵︑高らか に笑う︒ 狂気の表 情に戻る ︒
春子は瑞 恵をつれ て去る︒
光太︑ 茫然と立 ちつくす ︒

昭久︒

光太 ︑頭を抱 えて座る ︒
電 話が鳴る ︒

木 元 すみ ません︒ 私たち︑ 少しはし ゃぎす
ぎました ︒もしか して本当 に瑞恵さ んが正
気に戻 られたの かと思い ました︒
昭 久 すみ ません︒僕 もてっき り︒
光太 い え︑いい んです︒

木元

昭久︑電 話に出る ︒

は い・・・は い・・・ ええ︑う ちでは

木元︑ 電話に出 る︒

昭久 はい︒ ・・・ど ちら様で しょうか ︒・
・・分かり ました︒
木元 誰から？
昭久 さあ︑ 男の人み たいだけ ど︒駐在さ ん
の 声かなあ ︒

木元
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何 も変わった ことは・ ・・ええ ・・・
そういえ ば先ほど ひとりお客 さんが・ ・・
はい︑ わかりま した︒
木 元︑電話 を切る︒
昭久 なんだっ て？
木 元 郵便 局に強盗 が入ったん だって︒ 犯人
はまだ逃 走中だっ てさ︒気 をつけろ って︒
昭久 強盗？ 珍しいね ︒
春子 気持ち 悪いわね ︒
木 元 年末 だからね ︒いろい ろ事情が あるん
だろ︒
昭久 犯人っ て一人なの ？
木 元 そう らしい︑ 小太りの 男だって︒
春子 す ぐつかま るでしょ ︒日本の 警察は優
秀だか ら︒
木元 警察と いっても この島で は駐在さ んひ
とりでしょ う︒
春子 あら大変 ︒
昭久 こんな 小さな島 じゃ犯人 も逃げると こ
な いだろう なあ︒
春子 そ れもそう ね︒
昭久 強盗って いくらと って逃げ たのかな ︒
木 元 ２０万 だって︒
春子 ２ ０万！ たった？
木元 たまたま ︑現金置 いてなか ったんじゃ
ない か︒
昭 久 まぬ けな強盗 ︒
木元 そ うだな︒ たった２ ０万で人 生終わり
だな︒
光 太 人生 終わりか・ ・・僕も 終わりに した
いよ︒ま ったく︒
間︒
昭久 さ っきのう ちの客︒ だいじょ うぶかな ︒
春子 大丈夫 かって？
木 元 大丈 夫だろ︑ 大人なん だから︒
昭久 ち がうよ︒ 僕が云い たいのは ︑彼が犯
人じゃ ないかっ ていうこ と︒
春子 ええ！
昭久 犯人 ってひと りなんだ ろ︒それ にあの
人どう みてもあ やしいよ︒
木元 昭久︑ お客様に なんてい うことを︒
春 子 そう よね︑そ ういえば あやしい わ︒
木元 春 ちゃんま で︒みん ないいか げんにし
ないと ー︒
昭久 父さん ︑ここは 旅館なん だからお 客さ
んの安全 第一なんだ よ︒先生 や春ちゃ んた

‑ 33 ‑

ち の安全の事 を考える と疑って みたって お
かしくな いよ︒
木元 それは・ ・・︒
昭久 それに 相手は強 盗なんだ からなに する
か 分からな いよ︒夜 になれば 暴れ出す かも
しれない ︒
木元 おどかす なよ︒
昭 久 おど しじゃな いよ︒良く 考えてみ なよ︒
ここ３︑ ４年︑年 末に客な んてみた ことな
いだろ ︒
しか も︑一人 だよ︒予 約もなし で︒不自 然
だ よ︒
木元 そ ういわれ てみれば ︑確かに 不自然だ ︒
春子 警察に 電話しまし ょうよ︒ きっと犯 人
よ ︒先生も そう思う でしょ︒
光太 あ ？ ああ ︒︵ため 息をつく ︶
昭久 とにかく 電話する よ︒物騒 でしょう が
ない ︒
木元 ちょ っと待て ︒もし︑ 警察に連 絡して
間違っ ていたら どうするん だ︒
昭久 どうす るって︑ あやまれ ばいいだろ ︒
木 元 あや まったで はすまさ れないだ ろ︒
昭久 す むよあや まれば︒
木元 昭久︑お 前はまだ サービス 業という も
の が分かって いない︒ 彼はお客 様なんだ ぞ︒
いいか︒ もし︑彼 が強盗じゃ なかった ら︒
警察に 突き出し て違うこ とがわか ったら︒
この いやな気 分は彼の 心に一生 残るぞ︒ 二
度 とうちの 旅館を利 用しても らうこと はな
くなるん だぞ︒・ ・・それ に最悪の 場合︑
名誉棄 損で訴え られるこ とだって ある︒
昭 久 ・・ ・だったら どうする のよ︒
木元 そ うだな︒
春子 本人に聞 いてみた らどうか しら︒こ の
際︒
昭 久 なん て？
春子 あ なたは先 ほど郵便 局に入ら れました
かっ て？
木 元 そん なこと聞 けないで しょ︒
春子 な んとなく 遠回しに 聞くのよ ︒
昭久 どんな風 に？
春子 そうね ︒今日は よく釣れ ましたか ︑と
か︒徐々に ね︒
木元 わかった ︒彼にそれ となく質 問してみ
よう ︒それで 犯人だと 確信でき たら︑速や
か に警察に 連絡しよ う︒
春子 急 にあばれ だしたり しないわ よね︒
木元 それは困 るな︒・ ・・
隣の うちに助 けを求め たとして も走って ５
分はかか るな︒いざ と云うと きは・・ ・︒
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昭 久 電話を かければ いいじゃ ない︒
木元 そ うか︒
春子 実際に犯 人が暴れ 出したら 電話どころ
じゃ ないわよ ︒
木 元 そう だな︒ま いったな ︒
昭久 で もまだ彼 が犯人だ って決ま った訳じ
ゃな いんだし︒
木 元 そう か︒それ もそうか︒ でもどう しよ
う︒
光太 ご主人︑ 安心して 下さい︒ その時は 僕
がみ んなの楯 になりま すよ︒
僕 はもう︑ どうなっ てもいい んだから ︒
木元 先 生︒
光太 ああ︑ 強盗でもな んでもこ い︒
黒田が現 れる︒
沈黙︒
黒田 あの ︒
木元 はい︒
黒田 虫眼鏡 ありまし た？
昭 久 すみ ません︑ 今捜して たところ なんで
す︒
黒田 それから この新聞 なんです が・・・ ︒
木 元 ここの 新聞︑半 日遅いん です︒も うす
ぐ朝刊が くると思 います︒昭 久︑みて こい︒
昭久 はい︒
黒田 これお とといの 夕刊みた いなんで すが︒
木 元 あれ ︑そうで すか︒す みません ︒
昭久！ 昨日の夕 刊どこだ ！
昭久 父さんの 横だよ︒
木 元 ああ ︑すみませ ん︒どう ぞ︒
黒田 ど うも︒
黒田 ︑ソファ ーに座り 新聞を読 み始める ︒
木元 あ の︒
黒田 ・・・ ︒
木 元 おへ やの方は ︒
黒田 や はり音の 出る物が ないと寂 しくてね ︒
木元 あの・・ ・︒
黒田 ここに いてはい けません か︒
木元 とん でもない ︒どうぞ ︑どうぞ ︒
昭久！
昭久 なんだ よ︒僕ば っかり呼 ばないでよ ︒
木 元 ちょ っと︑聞 いて︵小 さく︶︒
昭久 僕 が？ ・ ・・分か ったよ︒ ・・・あ
の︒
黒田 ・・・ ︒
木元 早 く︒︵小さ く︶
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昭 久 あの︒ すみませ ん︒
黒田 は い︒
昭久 今日は釣 れました か︒
黒田 ああ︑ 駄目でし た︒
昭 久 そう でしたか ︒それは 残念でし た︒
木元 ︵ 小さく︶ なんだよ ︒もっと つっこん
で聞 けよ︒
昭 久 ︵小 さく︶な んて？
木元 ︵ 小さく︶ ええ︑そ うだな︒
春子 いいわ︒ わたしが 聞く︒
木元 ︵小さ く︶春ち ゃんが？ や︑や め
な さいって ︒
春子 ご 主人︑主 人なんだ からこう いうとき
こそ どっしり 構えて︒
昭 久 ︵小 さく︶そ うだよ︒ 父さん︑一 番臆
病なんだ から︒
春子 こんにち は︒
黒田 ・・・ ︒
春子 こん にちは︒
黒田 あ︑こん にちは︒
春子 今日は あいにく の天気で したね︒
黒 田 ええ ︒
春子 九 里島には 釣りをし に？
黒田 え？ え え︑そう です︒
春 子 先ほど お見かけ した時︑ つりの道 具を
お持ちに なってな かったみた いでした けど︒
黒田 え？ああ ︑道具は 送り返し ました︒
春子 送り返 した？
黒 田 ほら ︑宅配便 で︒ゴル フとかス キーと
かもある でしょ︒ 最近は釣 りでもで きるん
です︒
春 子 へえ ︒そうなん ですか︒
木元 ︵ 小さく︶ 春ちゃん ︑もう︑い いよ︒
春子 お独りで 旅行を？
黒田 え？ ええ︒
春 子 お仕 事はなに をされて るんです か？
黒田 あ ︑まあ︑ なんとい うか︒ま ともじゃ
ない ですから ︒
木 元 まと もじゃな いって︒ ︵ささやく ︶
黒田 今 は無職な んです︒
間︒
光太 僕も聞い ていいです か？
木元 先生︒
黒 田 え︑ はい︒
光太 あ なた︑先 ほどどこ から来ら れまし
た？
黒田 どこか らって・ ・海岸の ほうから です
が︒
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光 太 海岸で すか？
黒田 は い︒
光太 正確には 港のほう からでし ょ︒郵便局
のあ る︒
木 元 先生 ︒
光太 い いえ︑僕 が楯にな ります︒ 楯になり
ます から︒
木 元 先生 ︑はやま らないで︒ ︵黒田に ︶す
みません ︒
光太 ご主人︑ 僕がやり ます︒僕 はどうな っ
ても いいんで すから︒
木 元 いや ︑そうい うことで はなくて ︒
光太 僕 にまかせ てくださ い︒
黒田 なんで すこの人達 は？
春 子 この 人達病気 なんです ︒すみませ ん︒
光太 何 を云うん です︒僕 は病気じ ゃない︒
おかし くもなん ともない ︒
おか しいのは あなただ ︒
黒田 どう いう事で す︒
光太 はっきり いいなさい ︒郵便局 からきた
んで しょ︒
黒 田 郵便 局？
光太 そ う︑郵便 局です︒
黒田 ？
電話がな る︒昭久 がとりにい く︒
木元 分かり ました︒ 私がこの 潮騒寮の 主人
で す︒
いいです か︒聞い て下さい ︒
黒田 はい︒
木 元 私は ・・・この 旅館は私 のもので はあ
りません ︒本当は 女房のも のなんです ︒
私は婿 養子です から︒し かし︑と つぜんで
すよ ︒１０年 前︑女房 が蒸発し てしまっ て
そ れで 私 ︑どうし ていいか わからな くな
って︑過 疎化もす すんでと うとう旅 館は島
でこ こだけに なってしま った︒で も私はこ
こ で待ち続 けている んです︒ 女房をです ︒
私︑女房 を愛して いました から︒
再婚も せず︑ず っとここ で待って いたんで
す︒ 聞いてま すか？
黒田 はい ︒それが ・・・︒
木元
お願い します︒あ なたが強 盗でも何
でも いいい︒ 何日でも お泊めし ます︒しか
し ︑ここで 何か起こ して潮騒 寮が営業 停止
になるこ とだけは 避けたい のです︒ そうな
ると女 房が帰る ところが なくなっ てしまう ︒
昭久 父さん ！
木元 お ねがいしま す︒
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黒 田 いや︑ あの︒
昭久 父 さんって ば︒
木元 うるさい ︒今真剣 なんだ︒
昭久 強盗︒ つかまっ たって︑ 今︑電話 入っ
た よ︒
木元 ・ ・・なん だって？
昭久 だから︑ 郵便局の 強盗︑つ かまった っ
て さ︒
木元 じ ゃ︑こち らの方は ︒
黒田 ・・・︒
木元 すみま せんでし た︒
黒 田 いや ︒
光太 ご めんなさ い︒
春子 ごめん なさい︒
黒 田 ・・ ・よくわ かりませ んが︒
木元 昭 久！ お 客様にお 茶だ！ はやくし
ろ！
春子 ほんと すみませ んでした ︒私達︑ 少し
誤解してい たみたい で︒
光太 あの︑港 の郵便局で 強盗があ りまして
ね︒
木 元 てっ きり・・ ・お客様 だと︒
黒田 ・ ・・・あ あ︑そう ですか︒
皆 ︑苦笑︒

こんに ちは︒あ れ︑どう しました ︒
雪 の中︑大変 でしたで しょう︒

昭 久がお茶 をいれる ︒
玄関から 孝子が現 れる︒

黒田 私が強盗 ですか︒ そう思わ れてもおか
しく ない︒
木 元 そん な︒いや ︑ほんと うに申し 訳ない︒
なにしろ 一か月ぶ りのお客 様で︒ち ょっと
あがっ てまして ︒
黒 田 こち らの方達は ？
木元 え え︑もち ろんお客 様なんです けど家
族みた いなもの でして︒
黒田 家族・ ・・です か︒
木 元 お客 様は家族 として迎 え入れる ︒これ
がここの 基本です ︒
もち ろん︑あ なたがここ にいらっ しゃる間
は 私の家族 です︒
黒田 家 族ですか ︒
木元 はい︑家 族です︒
黒田 ・・・ 私︑人見 知りする ものです から︑
どうもなじ めなくて ︒
木元 そうです か︒そうで すか︒

孝子
春子
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孝子は黒 田の手を 引き出て ゆく︒

孝 子 雪？ ああ︑そ うですね ︒先生︒ どう
ですか︒ 具合は︒
光太 ああ︑原 稿の締切 ︑今日ま ででしたか ︒
孝子 いいえ ︑ゆっく り書いて 下さい︒ 先生︒
そ うだ︒黒 田さん︒ 黒田さん ︑帰りま すよ︒
木元 彼 を連れて 行くので すか︒
孝子 そうです ︒彼とは まだお話 しするこ と
が 残ってま すから︒
木元 ・ ・・︒
孝子 よろしい ですか︒ 黒田さん ︒
黒田 ・・・ ︒
孝 子 いき ましょう か︒
黒田 ・ ・・︒
孝子 さあ︑ 続きはまた 明日にし ましょう ︒

７場
ミズ エ︑歌を 唄いなが ら歩く︒
雪 が静かに 降る︒
沢山の妻 ︵ロボッ ト︶が捨 てられて いる︒
社長の 妻︑カオ リもその 中にいる ︒
カオリ あら︑あ んたも捨て られたの ね︒
ミズエ カオリ さん︒
カオ リ 私が 思った通 りね︒人 間なんて そん
な もの︒都 合が悪く なると捨 ててしま うん
だわ︒あ んたの旦 那だって 結局はそ うだっ
たのよ ︒
ミ ズエ 違 うわ︒何か の間違い だわ︒
カオリ 間違いだ ろうが何 だろうが︑ いずれ
は同じ よ︒どっ ちにしろ あんたの 体︑後一
月も もたない んだから ︒
ミ ズエ ・ ・・そう ︑これで 良かった のかも
しれない ︒主人が みんなか ら冷やか しの目
で見 られてい るのはつら かった︒
カ オリ そ の通りよ ︒
ミズエ でも︑あ の人は私 を愛して くれたわ ︒
普通の 人なら３ 年も経て ば買い替 えるでし
ょ︒ あの人は 他のロボ ットなん て見向き も
しなかった ︒
カオリ おめで たいよあん たは︒あ いつに騙
され てるんだ よ︒
ミ ズエ あ の人に限 ってそん な事はあ りませ
ん︒
カオリ はいは い︑どっ ちにしろ 明日の朝 に
なっ たら私達 は溶鉱炉 の中よ︒ それで終 わ
り︒

‑ 39 ‑

ミ ズエ そん な︒私︑ 溶かされ ちゃうの ？
カオリ あたしら はサイバッ トだから ね︒
痛くも かゆくも ない︒そ れがサイ バットの
宿命 なんだよ ︒
ミ ズエ い や︑もう 一度あの 人に会い たい︒
溶かされ る前にあ の人に会 いたい︒
カオ リ 無駄だ よ︒ここ は︑ふつ うの人間 は
来 れやしな いんだか ら︒本土と の船の便 だ
って三日 に一本し かない︒ それに第 一︑気
温が低 すぎる︒
あた しらは機 械だから 寒さを感 じないけ ど︑
生 身の人間 じゃすぐ に凍え死 んじまう よ︒
ミズエ この島か らでる方 法はない の︒お願
い︒ ここから 出してよ︒
カ オリ 無 理だよ︒ ここは廃 品処理場な んだ
よ︒ここ に送られ たら最後 ︑出れれ やしな
いよ︒
ミズ エ いや ︑いや︵ 泣く︶︒
間︒
カ オリ 私 はもうす ぐバッテ リーが切 れるわ︒
あなたと 話せるの もこれが 最後ね︒ あなた
は確か オイルで 動く旧式 だったわ ね︒
ミ ズエ ・・ ・︒
カオリ バカみた い︒旧式だ ろうが新 製品だ
ろうが 捨てられ たら皆お んなじね ︒
ミズ エ カオ リさん︒ 私ね︑ロ ボットで しょ︒
カ オリ ・ ・・それ がどうし たのよ︒
ミズエ わたし︑ あの人と ずっと一 緒に暮ら
してき て︑自分 がロボッ トじゃな いような
気 がしてな らなかった の︒
もしかし て私は人 間なんだ ︒母の体か ら生
まれた 人間なん だ︒そう いう気が ずっとし
てた ︒
そ う︑きっ とそうに 違いない ︒私を生 んだ
母がこの 世にいる に違いな い︒
そう 思い始め たの︒
カ オリ そ れで︑そ の母は見 つかったの かい︒
ミズエ いいえ︑ でも︒そ ばにいる ︒きっと ︒
私のそ ばにいる ような気 がするの ︒
カオ リ 母か ・・・あ たしらは どこでど う作
られたんだ ろうね︒
ミズエ 私達の 頭の中って コンピュ ータじゃ
ない って知っ てる？
カ オリ 知 らないわ よ︑そん なこと︒
ミズエ あの人か ら聞いた の︒あの 人︑電話
の代理 店する前 ︑コンピ ュータの 研究をや
って いたの︒ 国立の人 工知能研 究所に勤 め
てたの︒
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カ オリ そん なエリー トがいま じゃ電気 屋の
店長とは ね︒
ミズエ あの人 が云うに はね︒当 初人工知能
研究 所という のは︑人 間と同じ 機能を持 っ
た ロボット を作るこ とを目標 にしてい たら
しいの︒
でも ︑何年経っ ても人間 と同じ機 能のコン
ピ ューター なんてで きやしない ︒
それでね ︒しびれ を切らし た政府は 恐ろし
い事を 考えた・ ・・︒
カオ リ まさ か︑人間 を機械の ように作 り変
え たってこ と？
ミズエ そう︒機 械のよう な人間は ︑壊れる
まで 働き続け る︒
カ オリ も しかして ︑それが 私達？
ミズエ そう︑あ の人はそ の計画に 最後まで
反対し たらしい のよ︒そ して研究 所を追わ
れる 事になっ た︒
カオリ へ え︑あん たの亭主 ってきっ と作家
になれ るわ︒
ミズ エ ほん とよ︒私 が作り話 をしてると で
も いうの︒ ほんとな んだから ︒
カオリ はい︑は い︒わか ったわ︒
ミズエ 女の人 が少なく なったの は︑女ば か
り 使って実験 したから なのよ︒
カオリ ・・・︒
ミズエ あの人 いってた ︒
自然 の摂理に 反する事 をすれば なにがお こ
る か想像で きない︒ 神は死ん でいない ︒
間︒
雪 が激しく 降り始める ︒
ミズエ カオリ さん？
カオ リ ・・ ・︵バッ テリーが 切れ︑動 かな
く なってい る︶︒

ミズエ ！

ミズ エ！︒

ミズ エはカオ リのそばに より︑髪 を撫で
る︒
コウタ

コウタが現 れる︒
ミズ エ あな た！
コ ウタ ミ ズエ︑随 分さがし たよ︒
ミズエ あなた︒ どうして ここに？
コウタ ゴミの 船に紛れ 込んで来 た︒まさ か︑
こん なところ とはね︒ はは︑コ ートくら い
羽織って くればよか った︒
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ミ ズエ
コウタ
ミズエ
コウ タ

あな た︒
そこにい るのはカオ リさんか い︒
ええ︑ でももう 動かない わ︒
そう か︒かわ いそうに ︒

コウタと ミズエは 互いに抱 きしめ会 う︒
コ ウタ す まなかっ た︒君が突 然いなく なっ
たろ︒お かしいと 思って︑ アキヒサ の奴を
問いつ めたんだ ︒
やっ ぱりあい つが廃品 業者に引 き渡して い
た︒
ミズエ アキヒサ 君を責め ないで︒ 遅かれ早
かれ 私はここ に来るはず だったん だから︒
コ ウタ そ んなこと はない︒
ミズエ あなた︑ この島か ら出る方 法はない
の？
コウ タ ある よ︒でも 次の便は ３日後だ ︒
間︒
ミ ズエ 寒 い？
コウタ ちょっと ね︒
ミズエ このま まだと︑ 半日も持 たないわ ︒
な んとかしな いと︒
コウタ そのつも りで来たん だ︒
ミズエ ・・・ ︒
コウ タ 君と 一緒に僕 もここに いる︒
ミ ズエ ・ ・・︒
コウタ 君は機械 の体だけ ど心は人 間だ︒
だから きっと一 緒になれ る︒
ミ ズエ ・ ・・︒
コウタ 私の呼吸 が止まっ て︑心臓が 止まる︒
・・・ 私が死ぬ ・・・︒ そうなる と私の体
は単 なる肉の 塊だ︒そ の辺に落 ちている 石
こ ろとなん ら変わり はない︒
でも石こ ろとは違 う何かが きっとあ る︒何
か違 うはずな んだ︒
ミ ズエ ・ ・・ふる えてるわ ︒
コウタ 大丈夫だ ︒
ミズエ 私の中 のナーバ スオイル を２倍に 燃
やす わ︒それ で暖まり ましょう ︒
コウタ そ んなこと したら今 度こそ修 理でき
ない︒ 君は本当 に壊れてし まう︒
ミズ エ 壊れ たって関 係ないわ ︒そうでし ょ
う︒
コウタ そうだ︒ そうだっ たね︒
ミズエ さあ︑ もっと強 く抱きし めて︒
コウ タ ミズ エ︒
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間︒
暖かい ？
暖か いよ︒

カウンセ リング室

二人はや がて動か なくなる ︒
吹雪 の音︒

ミズエ
コウ タ

８場
タ カコはア キヒサに 催眠治療 を施して い
る︒
タ カコ そ れで？
アキヒサ それで ・・・︒
タカコ それで どうした のです︒
アキ ヒサ そ れで終わ りです︒ この話は これ
で終わりで す︒僕は 間違って いたんで す︒
タカコ どうし て間違って ると思っ たんです
か︒
ア キヒサ ・・・︒
タカコ あなたみ たいな若 い人がそ のような
事を考 えるのは ごく普通 の事なん です︒
ア キヒサ ・ ・・・︒
タカコ はい︑リ ラックスし て・・・ もっと
もっと 気持ち良 くなりま す︒素直 に答えて
下さ い︒いい ですか・ ・・︒
そ の後︑何 か変わっ た事はあ りました か？︒
アキヒサ 変わっ た事？
タカコ そう︑ 誰かが突 然訪ねて きたとか ︒
大 きな地震 があったと か︒何で もいいで す︒
小さな事 でもいい ︒飼って いた犬が吠 えた
とか︒
アキ ヒサ あ っ・・・ ああ︒そ ういえば あり
ま した︒
タカコ なにがあ りました ︒
アキ ヒサ ベ ルの音が聞 こえまし た︒
タ カコ ベ ルの音？
アキヒサ そう︑ ベルの音 です︒そ うだ︑あ
れは電 話のベル のような ・・・︒ かなり大
きな 音です︒ 耳元で割 れるよう な︒
タカコ 電 話のベル ですか？
アキヒ サ そう です︑確か に電話が ありまし
た︒
タ カコ そ の電話は 誰からで したか︒
アキヒサ わかり ません︒ でも︑と きどきか
かって くるんで す︒男の 声で・・ ・単調で
無機 質な・・ ・︒
タカコ その男の人 はあなた に何とい いまし
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た か︒
アキヒサ ・・・ ・︒
タカコ いいで すか︒そ の電話の 内容はどの
よう なもので したか︒
ア キヒサ あ︑ああ ︑︵突然 狂ったよ うに叫
ぶ︶ああ ︑止めて ︒分かっ た︒黙っ てる︒
も う︑ああ ︑ああ︑ もうベルの 音を止め
て！
ミズエ さん︑ご めんなさ い！ ミ ズエさん
ごめ んなさい ！
タ カコ ア キヒサさ ん！どう しました ︒
いいです か︒３つ 数えます ︒すると あなた
は目 が覚めま す︒いきま すよ︒３ つ数える
と 目が覚め るのです ︒１︑２ ︑３︒はい ︒
アキヒサ ああ︑ ああ︵少 し静かに なる︶︒
タカコ まだ︑ 十分に覚 めてない ようです ね︒
電話 の事が気 になりま すか︒
アキヒサ ベルが鳴 るんです ︒電話の ベルが︒
僕が何 かする度 に・・・︒ ︵しくし くと泣
き始 める︶
タ カコ 分 かりまし た︒あな たを不眠 症にし
ている原 因はその イタズラ 電話にあ るよう
です︒ はい︑も う一度楽 にして︑ 深呼吸し
ま しょう︒は い︑吸っ て︑吐い て︒吸っ て︑
吐いて︒
ミズエ さんって どなたで すか︒
アキ ヒサ 僕 のお母さ んです︒ 僕を生ん だ人
じ ゃなくて ︑サイバ ットなん です︒
タカコ 本当のお 母さんは どうした のです
か？
ア キヒサ 僕が小学校 ２年生の とき︑蒸 発し
ました︒
タカコ ・・・ そうです か︒辛か ったです ね︒
アキ ヒサ は い・・・ ︒
タ カコ さ っき︑今 のお母さ んに︑ミ ズエさ
んにあや まってま したね︒ どうして ですか︒
アキ ヒサ 電 話の男に指 示されて ︑ミズエ さ
ん を廃品処 理場に導 きました ︒
タカコ というこ とは・・ ・
アキヒ サ 殺し ました︒
タカ コ 殺し た？
アキヒサ お母さん は僕が殺 しました ︒
彼女は 今ごろス クラップに なってる はずで
す︒
タ カコ お 母さんは スクラッ プに︒ど うして
そんなこ としたん です︒
アキヒ サ ・・ ・ミズエ さんは本 当のお母 さ
んじ ゃないん です︒じ ゃまだっ たんです ︒
タカコ じゃまだっ た？
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私 ︑また︑強 盗に間違 われまし た︒毎

孝子と 看護婦春 子︑そし て黒田が いる︒

潮騒 病院・診 療室

暗転︒

ア キヒサ そ う︑いな くなれば いいと思 って
ました︒
タカコ お父さ んは︑お 母さんを スクラップ
にし たことを 知ってい るのです か︒
ア キヒサ 電話の男 から云う なといわ れまし
た︒
タカ コ 電話の 男はどう してミズ エさんを 廃
品 処理場に 導くよう に云ったの ですか？
アキヒサ 分かり ません︒ いつも︑ 命令だけ
するの です︒
タカ コ 命令 をきかな いわけに はいけな いの
で すか︒
アキヒサ 分かり ません︒ 気がつく と男の云
った 通りして いるのです ︒ちょっ と逆らう
と︒
・・・や めます︒ また眠れ なくなり ます︒
タカコ 電話の 声は男の 人だとい いました ね︒
アキ ヒサ は い︒
タカコ そ の声は誰 か知って いる人で すか？
アキヒ サ ・・ ・分かりま せん︒
タカ コ ︵催 眠術のよ うな口調 で︶いいで す
か ︑思い出 して下さ い︒さあ ︑どこか でそ
の声を聞 いたこと があるで しょう︒
アキヒ サ ・・ ・そうい えば︒
タ カコ そう いえば？
アキヒサ そうい えば︑小さ い頃から ずっと
聞いて いたよう な気がし ます︒
タカ コ 声を ですか︒
ア キヒサ はい︒
タカコ あなたの お母さん の声では ないです
か︒
ア キヒサ いいえ︒い つも男の 声ですか ら︒
単調で無 機質な︑ まるで機 械が喋るよ うに︒
・・・ ああ︑先 生︑また 頭が痛く なってき
まし た︒
タ カコ 分 かりまし た︒今日 はこのへ んにし
ておきま しょう︒
私が ２つ数え ると︑なに もかも忘 れて気持
ち よく目が 覚めます ︒イタズ ラ電話の件 は
すっかり 忘れてし まいます ︒いいで すか︒
ワン︑ ツー！は い︒

９場

黒田
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回 毎回同じ事 の繰り返 しです︒ あの人達 い
つになっ たら私の ことを憶え てくれる んで
しょう ︒
孝子 ︵笑う ︶そうで すか︒ま あ︑気長 にや
っ てくださ い︒
しかし︑ 寮内の雰 囲気はい いでしょ う？
黒田 はい︑今 までの病 院は閉鎖 病棟でし た
の で︑まあ ︑それは それで自分 をコント ロ
ール出来 なくなっ たときは よかった のです
が・・ ・︒
でも ︑こちら の方がな んだかい いような 気
が します︒
孝子 私 どものや り方は他 の施設に 比べて少
しユ ニークで してね︒ゲ ームや作 業をする
だ けではあ りません ︒
キャラク タライズ トレーニ ングとい いまし
てね︑ サイコド ラマと呼 ばれる集 団療法の
一つ なんです が︑この 治療に参 加してい る
間︑あなた はあなた である必 要がない ので
す︒
あな たにはあ えてあな たと違う 人物を演じ
て もらいま す︒
いままで のあなた を捨てて 別の人生 を歩む
んです から︑面 白いでし ょう︒楽 しんでや
っ て下さい︒
黒田 は い︒
孝子 ほら︑作 家の先生 がいたで しょう︒
黒田 先生？ ああ︑ はい︒
孝 子 あの 人なんか ︑本当に 書いてる んです︒
それも︑ 大作です よ︒まる で本物み たいで
す︒
私 自身もね ︒潮騒寮に 出入りす るときは 演
じてるん です︒あ そこでは 私は編集部 の人
になっ てる︒
黒田 はい︒
孝 子 あな たにはど んな人物 を演じて もらい
ましょう か︒
今度 の時まで こちらで決 めておき ます︒
な にか︑ご 希望の職 種はあり ますか？
黒田 い え︑特に ︒
孝子 では︑私 にお任せ 下さい︒ よろしい で
すね ︒
黒田 はい ︒
孝子 どうです か︑目の具 合は？
黒田 目です か︒だい ぶ︑いい みたいです ︒
孝 子 そう でしょう ︒そのう ちみえる ように
なります よ︒
黒田 ・・・幻 聴はなく なったよ うです︒
孝子 ・・・ ︒ここで はくどい ようです が気
長にやっ て下さい︒ そのうち 黒田さん も作
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業 に参加でき るように なると思 います︒
作業がで きるよう になると給 料も支払 われ
ます︒ 少ないで すが将来 なにかの 足しにな
るで しょう︒
そ れから助 手と呼ば れる︑責 任のある 仕事
につけば さらにそ の手当も つけてま す︒
潮騒 寮ではご主 人と呼ば れてる木 元さんや ︑
昭 久君がそ うです︒ 彼らには助 手をやっ て
もらって ます︒
黒田 はい︒
孝子 閉鎖的 でないぶ ん︑メリ ットもた くさ
ん あって︑ それに皆 さん︑同 じ病気を もつ
仲間だと 云う事を 認識しあ えますの で︑お
互い 助け合い ︑励ましあ ってるみ たいです
よ︒
黒田 は い︒
孝子 なにか︑ 聞きたい 事はあり ますか︒
黒田 いいえ ︒・・・ ・いや︑ あの︒
孝子 なん でしょう ︒
黒田 先生︑や っぱり私は 病気なん ですか︒
孝子 そうで すよ︒
黒 田 分裂 病なんで すか︒
孝子 こ こに参加 されるほ とんどの 方がおっ
しゃい ます︒一 番辛い事 は自分が 精神病患
者 であること を認めな ければな らないこ と
です︒こ こに参加 するという ことはそ うい
う事で すから︒
黒田 はい︒
孝 子 しか し逆にみ んなが同 じ悩みを もって
いるから こそ︑楽 になると いうこと もあり
ますか ら︒
黒 田 ・・ ・︒
孝子 と りあえず ︑明日も お客として 通って
下さい ︒今日み たいに同 じ事の繰 り返しに
なる かもしれ ませんが ︑気長に 構えてく だ
さ い︒
黒田 は い︒
孝子 それか らお薬を忘 れずに飲 んで下さ い︒
こ れも慣れ ですから ︒時間も きちんと守 っ
てくださ いね︒
黒田 はい︒
孝子 では︑ お大事に ︒
黒田は 帰ろうと しない︒
孝 子 他に 何か︒
黒田 先 生︒私︑ 逮捕され る事はな いでしょ
うか︒
孝子 逮捕で すか︒
黒田 は い︑私︑人 を傷つけ まして︒ それも︑

‑ 47 ‑

次の方 ︑どうぞ ︒
先生 ︒
あ︑彼女 ね︒連れて きて︒
はい︒

黒田︑去 る︒

か なりの重傷 を負わせ ました︒ ほんとな ん
です︒
孝子 はい︒
黒田 この診 療室を出 たとたん 逮捕され るん
で しょう︒ 本当の事 を教えて 下さい︒
孝子 そ れがあな たの症状 なんです よ︒あな
たに は人を傷つ けたとい う妄想が ある︒そ
れ が消えれ ばここに 来る必要は ない︒
黒田 ・ ・・︒
孝子 デイケア にはかな らず参加 してくだ さ
い︒ さぼると また入院 になるか もしれま せ
ん よ︒
黒田 は い︒
孝子 ではお 大事に︒

孝子
春子
孝子
春子
春子は診 察室の外 にいる瑞 恵を車椅 子で
連れて くる︒
人 形の様に動 かなくな った瑞恵 ︒
孝子は瑞 恵の瞳に ペンライト の光をあ て︑
話しか けるなど する︒
なん の反応も ない彼女 を見︑た め息をつ
く 孝子︒
孝子 やはり︑ 芝浦にい ってもら うしかな い
わ ね︒
春子 ・ ・・︒
孝子 他の患者 さんは？
春子 今日は いらっし ゃいませ ん︒
孝 子 そう ︑じゃ今 日はもう いいわよ ︒おつ
かれさま ︒
春子 お疲れ さまです︒
孝 子 看護 記録も預 かるわ︒
春子︵手 渡す︶ど うぞ︒
孝子 ありがと う︒あっ そうだ︒ ひとつ聞 い
てい い︒
春子 なん でしょう ︒
孝子 最近︑潮 騒寮の患者 でね︒催 眠分析で
ちょ っと気に なる事が ︒
春 子 はい ︒
孝子 昨 日も昭久 君が︑お かしなこ とをいう
のよ︒
春子 おかし なこと？
孝子 そ う︑そこか ら何も喋 らなくな ってし
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ま うの︒潮騒 寮の患者 みんな同 じ様な症 状
なの︒
春子 はい︒
孝子 ベルの 音が聞こ える︒こ ういうの ︒
春 子 ベル の音です か︒
孝子 そ う︑ベル の音︒
春子 ベル︑ジ ングルベ ルのベル ですか？
孝 子 ︵笑 う︶さあ ︑電話のベ ルだと本 人達
は云うん だけど︒
春子 電話ね・ ・・︒
孝子 何か分 かったら 教えて︒
春 子 はい ︒
春子 ︑自分の 荷物をかた づけ始め る︒
孝 子︑煙草 を吸う︒ 看護記録 をめくる︒
孝子 ・・・高 田光太さ んか︒
春子 光太さ んですか ︒︵困っ たような 顔を
する︶︒
孝子 彼︑どう ？
春子 はい︑ 今はいい 状態では ないようで す︒
孝 子 他の 患者に危 害を加え る事は？
春子 そ れはあり ません︒
孝子 そう︒
春 子 瑞恵さ んの病棟 の移動が 相当なシ ョッ
クのよう です︒
孝子 仕方ない わね︒
春子 ここ２ ︑３年快 方には向 かってい るよ
う なんです が︒
孝子 快 方ね︒世 間では統 合失調症 ︵分裂
病︶は 治ると信 じている 人が多い わ︒でも ︑
現 実は不治 の病︒
春子 そ んなこと ありませ ん︒きっと 光太さ
んだっ て︒
孝子 治ると いうので すか︒
春 子 ・・ ・いえ︒
孝子 治 ったとし ても・・ ・︒
彼は 人を殺し てしまった ︒その事 実は変え
ら れない︒
春子 ・ ・・︒
孝子 彼らはね ︒ここが 自分の家 だと思っ て
るの よ︒病棟 から潮騒 寮に通う こと︑そ れ
が彼らの社 会のすべ てなんで す︒
有刺鉄 線と砂浜 で仕切られ たこのち っぽけ
な施 設が彼ら の世界の 全てなん です︒
春 子 ・・ ・︒
孝子 あ ︑もうこ んな時間 ︒︵時計 をみる︶
ごめん なさい︒ もう︑い いわよ︒ お疲れさ
ま︒
春子 先 生︑あまり 無理しな いでくだ さいね︒
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もしもし ・・・︒︵ 通話が切 れる︶

春子は去 る︒
部屋の 電気が暗 くなる︒
電話 がなる︒

孝 子 ありが とう︒
春子 そ ういえば 先生︑さき ほど潮騒 寮に電
話され ました︒
孝子 電話？ ・・・い いえ︒
春 子 患者 さんの幻 聴かしら ︒
孝子 ど うかした の？
春子 もしかし て先生︑ 今度は駐 在の役に な
ら れました ？
孝子 え え？ 駐 在？
春子 いえ︑な んでもあ りません ︒お疲れ さ
まで した︒
孝 子 お疲 れさま︒ また明日 ね︒
孝子 大 きい電気 ︑消しと いて︒
春子 はい︒

孝子
孝 子が受話 器を置く と同時に 光太が現 れ
る︒
光 太 先生︒
孝子 先 生！ い や︑高田さ ん︒どう してこ
こに︒
光太 少し相 談が︒
孝 子 ・・ ・︒座っ て︒どう ぞ︒
光太 ︵ 座らない ︶
孝子 それで︑ どうした の？
光 太 僕の 事ではない のですが ︒妻の事 なの
ですが︒
孝子 妻？ あ あ︑瑞恵 さん︒
光太 なんと かなりま せんか︒
孝 子 なん とかとい いますと ︒
光太 や っぱり入 院しない といけま せんか︒
孝子 いけま せん︒症状 が以前よ りひどく な
っ てきまし た︒仕方 ありませ ん︒
光太 僕 は瑞恵と 離れたく ありませ ん︒
孝子 それは分 かります ︒しかし 治療の方 が
大切 ですから ︒
光太 瑞恵 があんな ふうにな ったのは あなた
のせい です︒
孝子 それは またどう して︒
光 太 あな たは僕を 潮騒寮に いかせな かった︒
その間彼 女は変わ ってしま った︒
孝子 それはあ なたに入 院の必要 があった か
らで す︒私は 医者とし ての当然 の処置を し
たまでで す︒
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光 太 でも︑ 瑞恵の意 識の中か ら僕とい うも
のが消え てしまっ た︒
孝子 それは瑞 恵さんの 問題です ︒あなたに
は関 係ない︒
光 太 関係 あります ︒
孝子 ど うして︒
光太 瑞恵を愛 している からです ︒・・・ い
け ませんか ︒
孝子 あ なたはあ なたの体 を治すこ とに専念
して下 さい︒
光太 先生︑ 瑞恵と一 緒にいる だけでい いん
で す︒瑞恵 と離れて いると僕 ︑こんど こそ
本当にお かしくな ってしま います︒
お願 いします ︒
孝 子 駄目 です︒彼 女は別の 場所に移動 して
もらいま す︒
光太 別の場所 って︒ま さか︑廃 品にする つ
もり じゃない でしょう ね︒
孝子 ・・ ・︒
光太 先生︒お 願いします ︒瑞恵を 何とか修
理し てやって 下さい︒
孝 子 ・・ ・︒
光太 先 生︒
孝子 さあ︑帰 って眠り なさい︒ 眠れない な
ら 睡眠薬をあ げます︒
光太 彼 女はもう 限界だ︒１ ０年持っ たのが
不思議 な位だ︒ 来週には 新しいの がくる︒
そう なんでし ょう︒
孝 子 いう 事を聞か ないと看 護士を呼 びます
よ︒
光太 ・・・先 生︵にら む︶︒
孝 子 さあ ︑もう病室 に戻りな さい︒潮 騒寮
には明日 もちゃん と顔を出 すんですよ ︒
光太 これだけ ︑たのん でも︒︵ とびかか
る︶
光太︑孝 子の首を 絞める︒
孝子 は看護士 を呼ぶベル を押す︒
孝子 や めなさい ︒
光太 瑞恵を愛 してるん だ︒命に 代えても 瑞
恵を 守ってや る︒
孝子 落ち ついて︒ 私は彼女 になにも しやし
ないわ ︒
光太 うそだ ︒彼女を 捨てる気 なんだ︒
彼 女はもう 古い機械 だからね ︒
孝子 彼 女はロボ ットじゃ ないわ︒ 人間なの ︒
あなた は自分が 書いた小 説と・・ ・︒
光太 彼女は 人間だ︒ 人間なん だ︒
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僕だ よ︒瑞恵 ！

分か らない

孝 子︑光太を 払いのけ る︒床に 倒れ︑せ
きこむ︒
光太は 瑞恵のと ころに走 りよる︒
光 太 瑞恵 ！
のかい？
光 太は瑞恵 を抱きし める︒

い やだ︒放 せ！

光太︑瑞 恵の首を 絞める︒
看護士 １︑２が 入ってき て光太を 瑞恵か
ら引 き離す︒

・・・︒

瑞 恵︑嘲る ような狂 気の高笑 いをする ︒

・・・ ︵口ごも る︶︒
瑞恵 ︒
ああ︑あ ああ！

瑞 恵の目が 一瞬見開 く︒
光太と瑞 恵は見つ めあう︒

光太 瑞恵！ 瑞恵！ 僕らは一 緒になれ な
いの かい！
瑞 恵！・・ ・︒
返事して くれよ︒ 瑞恵！

瑞恵
光太
瑞恵

光太

光太

光 太を取り 押さえ︑連 れ去る看 護士︒
電話がな る︒
都会の 喧噪︒
人々 の足︑足 ︑足︒
あ たりが急 に静かに なる︒
光太が電 話にでる ︒
光 太 はい ︒もしも し︒もし もし︑もし もし︑
あなたは 誰︒誰な んです︒ いつもい つも
僕の耳 元でささ やきかけ る︒
僕は ・・・僕 は気がつ いていた んです︒
あなたの存 在を︒あ なたが︑ どなたか であ
るかを ︒
・・ ・︒
何 故あなた はその存 在を隠し てきたの です
か︒
僕の前 に現れて ︑大昔の 伝説のよ うに奇跡
を起 こしては くれない のですか ︒
あなたは 長い間僕達 のころろ の中にい た︒
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はな せ！

い やだ！

激 しく電話が なる︒
都会の雑 踏の音︒
光太は 看護士に 連れてい かれる︒

で も︑いくら まっても こころの 中にいる だ
けで現れ てくれな かったじゃ ないです か︒
・・・ ・︒
僕は ︑あなた を感じた かったん です︒
あ なたがい ることを 証明した かったん です︒
僕が死ぬ と一緒に 消えてし まうよう な存在
でな く︒永遠の 存在でい てほしか ったんで
す︒
僕はそれ を願った ︒
ただひ たすら願 って願っ て願い続 けた︒
そし てある日 ︑あなた は現れた ︒
や っと現れ てくれた ︒
僕はあな たがいる ことが分 かります ︒
なぜ なら僕に はあなたの 声がはっ きりと聞
き 取れるか らです︒
・・・︒
でもど うしてな んですか ︒
僕が あなたに 触れよう とすると
あなたは激 しくそれ を拒絶す る︒
だから ︑僕たち はいつまで もあなた の姿を
見る ができな い︒
教 えてくだ さい︒
どうして あなたは 僕達を遠 ざけるの ですか︒

光太
暗転︒
︱幕︱
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