浪花グランドロマン上演台本

(Debout dans le ciel...)

安

空 に た ゝず み

【登場人物】
タカミ・
マリ（ＯＬ）
アンジュ（
女の子）
デンポウ・
マドカ（
マリの同僚）
チドリバシ・タカミ（
興信所調査員）
アジカワグチ（
掃除のオバハン）
天使（
天界の公務員）

倍 枕

流

*0*
*1*

１ 花雨

しゅっしょう

La pluie des fleurs
音楽。

女の子の声 ……国籍法、第二条。子は、次の場合には、日本国民とする。一、
出 生 の時に父又は母が日本国民であるとき。二、出生前に死亡した父が死
亡の時に日本国民であつたとき。三、日本で生まれた場合において、父母が
ともに知れないとき、又は国籍を有しないとき……
は いぜ ん

む つき

途端に、雷鳴。稲妻がカッと光るや、沛然たる豪雨の音。

こ

いひなづけ

を と め

女の子の声 ……ルカによる福音書、一章。六月の後、天使ガブリエル、ガリラ
い

ヤのナザレなる街、ダヴィデの末裔ヨセフの許 嫁 たる処女のもとに遣はされ
をみな

ことほ

ぬ。処女の名をマリアと云へり。天使、処女の家に入りて曰く、幸ひなるかな
恩寵に満てるひと、主は、女 らのなかでも 寿 がれたる汝と共にあり、と (in
mense autem sexto missus est angelus Gabrihel a Deo in civitatem Galilaeae cui
nomen Nazareth. ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Ioseph de domo

David et nomen virginis Maria. et ingressus angelus ad eam dixit have gratia
『
ウルガタ聖書』
ルカ一・
二六
plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus.

は ゞた

―二八 。)……それは、はじめ、かすかな音でした。はるかとおくから呼びか
けるような、そしてそれは、すこしずつ、すこしずつ、ゆっくりと眼に見える
ようになってゆき、やがて、舞い散る羽毛とともに、羽搏きも高く――
台詞の途中から舞台明るむと、宙に、沢山の回転する白い傘。そん
な下を、傘を差す人々が行き交う。
街角。古 ぼけたビルに囲まれた一角。舞台中央に、奥へと上ってゆ
く狭い階段。上手のビルにはドア。下手のビルの壁は、穴でも空いて
いるのか、ブルーシートで覆われている。
ト、手にした封筒で雨を遮りつゝ、マリが駆け込んでくると、上手の
ドア前で雨宿りを始める。
マリ （
封筒を傍らの台の上に置き、ハンカチであちこちの水滴をぬぐいながら、
天を仰ぎ）
ついてねー
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ト、そこへ、反 対 側から、矢 っ張 り駆け込 んでくるチドリバシ。勢い
余ってマリにぶつかる。その拍子に、台の上の封筒が、たまたま真下
にあったゴミ箱の中に落っこちてしまう。ぶつかったチドリバシの方も、
弾みで鞄の中身をぶちまけてしまう
チドリバシ あ、ごめんなさーい……！
マリ い、いえ、こちらこそ……
チドリバシ ほんとに、ごめんなさいね……
マリ それより、拾わへ
んと、これ……
チドリバシ あ……

たゝず

チドリバシ、周章てゝ、鞄の中身を拾い集めはじめ、マリも幾つか拾っ
てやる。
チドリバシ おゝきに……
マリ いえ……

しば

暫し雨空を眺めて彳 む二人。
チドリバシ どないしょ……
マリ ほんと……
チドリバシ 雨降るなんて、云うてましたっけ、天気予報……？
マリ さあ……
チドリバシ あ、見てへ
んの、天気予報……？
マリ このところ忙しくって、新聞も……
チドリバシ オツトメ……？
マリ えゝ……
チドリバシ どちら……？
マリ カスガデ・
コーポレーションです……！
チドリバシ えー、あの、伝統的昆布加工業から出発して、今やバイ・
テクにま
で進出してる、あの有名な……？
マリ ハイ……！
チドリバシ （
マリを上から下まで見渡して）
営業……？
マリ 総務です……！
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チドリバシ お茶くみ……？
マリ ……
チドリバシ 忙しい……？
マリ もう、ムチャクチャ……！
チドリバシ えゝなあ……
マリ みんな、そういゝます……！
チドリバシ でも、あるやろ、セクハラとか……？
マリ それほどでも……
チドリバシ 仕事できんのやろなあ……
マリ （
照れる）
いやあ……
チドリバシ わたし、憧れやってん、総務……
マリ 「
やった」
……？
チドリバシ 前の職場でね……
マリ じゃ、転職……？
チドリバシ そ……
マリ なんで……？
チドリバシ 上司がアホで……
マリ なるほど……

チドリバシ ある日な、部長がみんな集めて、こない云うねん、「
我社では、健康
増進のため、早朝マラソンをすることになりました」……
マリ マラソン……！
チドリバシ せや、ジョギングとちゃうねんで……
マリ で……？
チドリバシ 一日にしてみんな円谷幸吉やがな……
マリ それって、円谷プロの……？
チドリバシ ちゃうがな、マラソン選手、東京オリンピック、銅メダル。次のメキシ
コ五輪も期待されとったんやけどねえ……
途端 に、上 手のドアがバタンと開 いて、掃 除 道具抱えたアジカワグ
チ登場。
アジカワグチ 「父上様、母上様、幸吉はもうすっかり疲れ切ってしまって走れ
ません」……！
チドリバシ ちょっと、ビックリするやんか……！
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アジカワグチ 「
父上様、母上様、三日とろろ美味しゅうございました。モチも
美味しゅうございました」……（ト云いながら、ゴミ箱の中身を、大きなゴミ
袋に移し替えると、元来たドアへ去って行く）
マリ （
その背中へ
）
あ、「モチ」
の前の「
干し柿」
がぬけてんで……
チドリバシ 知ってるやないかい……
マリ いえ、それほどでも……
チドリバシ で、マラソンの結果、腰痛持ちの男性社員が持病を悪化させてしも
て、即入院……
マリ ありゃあ……
チドリバシ 次の日からマラソンは取りやめになった……
マリ そりゃそうでしょ……
チドリバシ ところが、また次の日、部長がみんな集めて、こない云うねん、「
我
社では、健康増進のため、マラソンに替わり、スタイリーをすることになりま
した。これなら、腰痛にも効いて、一石二鳥です」……
マリ 「
スタイリー」
……？
チドリバシ なんや、ツブラヤ・
コーキチ知っとって、スタイリー知らんのかいな？
こう、デッキチェアみたいなんで、バタンバタンやるやっちゃ……
マリ へ
え……

チドリバシ 二十六年くらい前に、テレビのＣＭが有名になったんや、アメリカ人
らしきオッチャンが出てきて、たどたどしく、「あめーりかデ生マレタすたいり
ー、ワっタっシに電話シテクダサイ、ドーゾ、ヨロシク」
、云うねん……
マリ でも、そんな古いの、会社に買ってあったんですか……？
チドリバシ あれへ
んあれへ
ん……
マリ じゃあ……
チドリバシ ほんでみんな楽勝やと思とったんや。ところが、売ってんねん、これ
が……
マリ まさか……
チドリバシ と思うやろ？ 通販恐るべしやねん……
マリ 通販……
チドリバシ まあ、結局、一台七万円近くするんで、スタイリー作戦も中止に
なったんやけどな……
マリ その後は……？
チドリバシ さあ。そこで退職願書いてん……
マリ で、今は……？
チドリバシ 調査員……
マリ チョーサイン……？
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チドリバシ そう。興信所の調査員……
マリ コーシンジョのチョーサイン……！
チドリバシ 頓狂な声あげなや……
マリ じゃ、探偵さんやん！ それもオンナタンテー……！
チドリバシ いや、タンテーやあらへ
ん。チョーサイン……
マリ カックイー……！
チドリバシ 大企業のキャリア・
ウーマンが、なに云うてんねんな……
マリ でも、シゲキがねえ……
チドリバシ アホかいな。こっちゃ、零細興信所で、キツイ仕事ばっかやってんね
んで……
マリ あ、すいません……
チドリバシ 雨、小降りになってきたな。ほな、いつまでも油売っとられへんし…
…
マリ まあまあ、もうちょっとくらい……
チドリバシ 仕事あんねんて……
マリ ねえねえねえねえ、それ、どんな内容？ 浮気調査？ ペット探し……？
チドリバシ いや、せやから、云われへんてば、内容なんて……
マリ まあまあまあまあ、カタイこといわんと……

チドリバシ カタイことやあれへ
んがな、普通や普通。だいたい、あんたかて、仕
事の途中やろ……
マリ あ、そやった。大事な書類、届けなあかんのやった……
チドリバシ ほなね……（ト、去り掛ける）
マリ アーッ！
チドリバシ ビックリするがな、なんやねんな……
マリ 封筒、封筒見なかった……？
チドリバシ 封筒……？ さあ……
マリ （
辺りを探し回り）
ウ、ウソやろ……
チドリバシ なんや、そないに大切なんかいな……
マリ （
項突き）
あれ、無くしたら、ク、ク……
チドリバシ 八十一……？
マリ クビや……！
チドリバシ ふうん。そら、お気の毒さんで……
マリ ちょっと、そんないゝ方ないんちゃう？ あ、調査員なんでしょ？ 調査し
て……！
チドリバシ 依頼やったら、興信所の窓口まで行ってもらわんと。あ、電話番号
教えとこか……？
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マリ そんなハクジョウな！ 一緒に雨宿りした仲やんか！ ほら、諺にかていう
やんか、「
袖の下貰うも多少はえゝ」……
チドリバシ アカンがな、もろたら。「袖振り合うも多生の縁」やろがいな……
マリ あゝ、もう、こゝに置いたんだから、こゝから、この辺……（ト、ゴミ箱に行
き当たる）
あ……
チドリバシ ……
うかゞ

マリ コラ待て、掃除のオバハン……！（
猛然と、ドアの中へ飛び込んでゆく）

La pénombre

チドリバシ やれやれ……（
ト、辺りを 窺 い、中央の階段を昇って消える）

う す らひ

２ 薄日
ト、下手のブルーシートの中が明るむと、アンジュがコンピュータのデ

サ

バ ト

ィスプレイに向かってキーボードを叩いているのが透けて見える。
つぶや

な

ゐ

アンジュ （呟 くように）
……安息日の過ぎて、日曜日の明け方、マグダラのマリ
アともうひとりのマリア、墓を見に来たるに、大きなる地震の起こされたり。

しか

おもて

そは、主の天使の、天より降りきたりて、石を打ち転がし、その上 に坐わり
をのゝ

しび と

をみな

たるがゆゑなり。而して、その顔 は稲妻の如く、その衣は雪の如くあり。さ
のたま

なか

れば、番の者ども、恐怖に戦 き、死人の如くなりぬ。されど、天使、女 らに
宣 ひて曰く、恐るゝ勿れ、我、汝らの、十字架に掛けられしイエスを探せるこ
とを知れり、と (vespere autem sabbati quae lucescit in primam sabbati venit
Maria Magdalene et altera Maria videre sepulchrum. et ecce terraemotus factus
est magnus angelus enim Domini descendit de caelo et accedens revolvit
lapidem et sedebat super eum. erat autem aspectus eius sicut fulgur et
vestimentum eius sicut nix. prae timore autem eius exterriti sunt custodes et
facti sunt velut mortui. respondens autem angelus dixit mulieribus nolite timere
マタイ二八・
一―五 …)…
vos scio enim quod Iesum qui crucifixus est quaeritis
やが

軈て、ブルーシートの内側がゆっくりと暗くなる。
ト、上手のドアから出てくるマリ。
マリ もう、どこ行ってもうたんやろう……
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途方に暮れるマリ。
マリ （初めに雨宿りした状態を再現してみる）
こゝへこうして飛び込んできて、
こゝへこうして置いて、そしたら、あのヒトがぶつかってきて、その拍子に、この
ゴミ箱に、ストン……やなあ、やっぱり……（
ガックリ）
ところへ
、現れるマドカ。
マドカ いやあ、ごめんごめん、こっそりヌケだそ思たら、係長に捕まってもうて
さあ。それがまた、こないだの話の蒸し返しやねん。できひんのやったら、さっ
さと断ったらえゝのに、なんでわたしに何回も相談するかなあ。けど、あんた
も、急に出てこいなんて、しかもこないなとこまで。いったいぜんたい――
マリ マドカ……
マドカ マリ、どないしたん……？
マリ ア、アカン……
マドカ アカンて、なにが……？
マリ 書類、無くしてしもた……
マドカ 書類……？

マリ 例のヤツ……
マドカ 例のって、まさか……？
マリ そう、そのまさか……
マドカ うげっ……
クビ

マリ どーしよー……
マドカ 馘やね……
マリ ひえー……
マドカ まあ、暇ができてえゝやん……
マリ そんなあ……
マドカ デートかてできるし。男でも作り……
マリ 薄情者……！
か く か く しか じか

マドカ けど、なんでまた、そんな大事なもん無くすんよ……？
マリ 実は、斯々然々……
マドカ はゝあん、なるほど、って、わかるかい、そんなんでッ。ちゃんといゝなさい
……！
マリ 雨宿りしてさ、こゝへ置いといたら、下に落っこってもうて、そのゴミ箱の中
に……
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マドカ ほな、ゴミ箱の中やん……
マリ ところが、その中身、掃除の小母さんが持ってってもうてん……
マドカ ほな、小母さん探さな……
マリ それが、おれへ
んねん……
マドカ ほな、しゃあないわ。諦め……
マリ 薄情者……！
マドカ 大切な書類なんやろ……？
マリ うん……
マドカ バイク便とかにも任せられへ
んで、総務課の人間みずから運ばなあかん
くらい重要な書類なんやろ……？
マリ いかにも……
マドカ それで、課長 のオボエメデタイあんたが、わざ わざ選ばれたんやろ…
…？
マリ 覚えめでたいかどうかは、ちょっと……
マドカ なにいうてんの、他の課員に内緒で頼まれたやなんて、オボエメデタイに
きまってるやんか……
マリ けど、これまで、そんな素振りもなかったで……
マドカ もし、先輩や同期が知ったら、絶対ネタむヤツもでてくる……

マリ えーッ…！
マドカ わたしも同期やしなあ……
マリ まっさかあ……
マドカ まあ、今のは冗談にしてもや……
マリ マドカぁ……！
マドカ ふだんやったら、マリ、もっとしっかりしてるやんか……
マリ 魔が差した、ってやつよ……
マドカ 間が抜けた、のまちがいちゃうか……
マリ あゝ、こんなときに天使様がいてくだすったら……！
マドカ なにをトートツに……
マリ ほら、人間て、守護天使がついてるっていうやんか……
たす

マドカ そら、なんとかいう映画の中のハナシやろ……
マリ （
天に向かって）
あゝ、哀れな子羊をお佑けください……！
マドカ ムダやムダや。今、あんたについてんのは、疫病神ぐらいなもんや……
と

かく

マリ もうッ……
マドカ 兎に角、問題は掃除のオバハンやな……
マリ いっしょに探してくれる……？
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マドカ このビルが雇てる業者さんかな……？
マリ わからへん……
マドカ 事務所行ったらわかるやろ。さ、行こか……
マリ あ、でも、小母さんと行き違いになってもうたら……？
マドカ ほな、あんた、こゝで待っとり……
マリ ありがとう、マドカ……！
マドカ 礼をいうんは、まだ早いて……（
ト、ドアを開けて、ビルの中に消える）
マリ あゝ、参ったなあ……。（下手のブルーシートに近寄り）
こっち、まだ見てへ
んかったっけ……
マリがブルーシートをめくり上げ、中を覗き込む同時に、階段の上
からアンジュが降りてくる。
マリ 真っ暗で、なんも見えへ
んな……（
と云いながら、中に這入り込み、何やら
手にした様子）
なんや、これ……？
アンジュ （
ブルーシート越しに）
ちょっと……！
マリ うわッ……！
アンジュ 勝手にはいらんとってくれる……？

マリ （
ブルーシートの端から顔だけ出して）
す、すいません……
アンジュ なにしてんのん……？
マリ いえ、あのね、探し物、というか、なんというか……（
後ろ手に何やら隠し
たまゝ、中から出てくる）
アンジュ なに持ってんのん……？
マリ あ、こ、これ？ （
隠してた天狗の面を被ってみせ）「
ゲンセンカン主人」
！…
…なんつって……知らんやろなあ、つげ義春……
アンジュ あ、それ……
マリ （
天狗の鼻を押さえながら）
あ、あなたのだったの、これ……？
アンジュ うん……
マリ えーと、ごめんね、さっき、びっくりした拍子に……折れちゃった……（
ト、
手を離すと、天狗の鼻が……）
アンジュ ……おとうさんの、形見やのに……
マリ えッ、あの、その、きっと、ちゃんと直すから……
アンジュ ……
マリ ほんとうに、すいません……
アンジュ ウソ……
マリ へ……？
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アンジュ ホンマは、貰いもん……
マリ 形見とちゃうのん……？
アンジュ 掃除のオバチャンがくれてん……
マリ なーんや……
アンジュ ちょっと、一応、うちのもん壊したんやで……
マリ ごめん。あ、今、掃除のオバチャンって、いった……？
アンジュ いうたよ……
マリ もしかして、掃除のオバチャンと知り合い……？
アンジュ まあね。よう顔会わせるだけやけど……
マリ どこの人とか、わかる……？
アンジュ さあ……
マリ そうか……
アンジュ なに探してたん？ 掃除のオバチャンと関係あんの……？
マリ まあ、ちょびっとね……
ところへ
、ドアから出てくるマドカ。
マドカ アカンアカン。人おれへ
んで、このビル……

マリ 嗚呼……
アンジュ よっぽど大事なもんやねんなあ……
マドカ だれ、この子……？
マリ さあ……
アンジュ 先に名乗るのがレイギってもんとちゃうのん……？
マドカ あら、「
長幼の序」って言葉、知らへ
んの……？
アンジュ わるいけど、四文字熟語は営業範囲外やねん……
マドカ だいたい四文字熟語も知らん小学生だか中学生だかが、こんな時間に、
こんなとこ、ウロウロしてられる理由をのべよ……
アンジュ 人には人のジジョーってもんがあるやん……
マドカ どうせ「
三平方の定理」
も知らんくせに、なにがジジョウや……
マリ マドカ、子供あいてにアツクなんないでよ……
アンジュ そうそう……
マリ あなた、学校、お休みなんでしょ……？
アンジュ さあ……
マリ さあ、って……
アンジュ 行ってへ
んから……
マリ どして……？
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アンジュ うち、どこにも縛られてへ
んから……
マリ なに、それ……？
アンジュ アタマってのは使うためにあんねんで……
マリ おい小娘、ずいぶん自由な教育を受けてきたようやね……
アンジュ それほどでも……
マリ ホンマ、親の顔が見たいわ……
アンジュ あ、それ、ムリ……
マリ このガキゃあッ……！
マドカ まあまあ。ところで、マリ、なによ、その天狗？ 「つげ義春ごっこ」……？
マリ んなアホな……
アンジュ うちのんやけど、この人が壊してしもてん……
マリ いや、ちょっと、はずみで……。（
アンジュに）
あんたが、びっくりさせたせい
やんか……！
アンジュ しかも、人の部屋に勝手にはいりこんで……
マドカ （
マリに）
あんたなあ……
マリ だって、あそこよ（ト、ブルーシートを指す）
。あんなの、たゞの工事現場か
なんかやと思うやんか、ふつう……

マドカ （
アンジュに）
キミ、こんなことで「秘密基地ごっこ」
する歳でもないやんな
……？
アンジュこうみえても、一匹狼歴十二年やねん。「
ごっこ」
系の連中といっしょに
せんとってもらえる……？
マドカ あら、「
ごっこ」いうのは、ひとりでかてできんねんで……
アンジュ 残念ながら、仕事がいそがしゅうてね……
マリ 仕事ォ……？
アンジュ そや……
マドカ まさか……
アンジュべつにウリとかなんとかのフーゾク系とちゃうで。ちゃんとした技術職
や……
マドカ （
大いに疑わしげ）
技術職ねえ……
アンジュ そっちこそ、お茶くみ、腰掛けＯＬとかとちゃうん……？
マリ シッツレーやね！ れっきとしたカスガデ・
コーポレーションの総務部総務課
員よ！ 今日だってね、重要書類届けるって大役を仰せつかってたくらいなん
やから……！
マドカ マリッ、声が大きい……！
マリ あ……
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アンジュ なるほど、探し物って、それかあ……
マリ まあね……
アンジュ そら大変やわ。出てこんかったら、クビなんやろ……？
マリ おい、小娘、メッタなクチきくもんとちゃうぞ……！
マドカ 子供にスゴんでどないすんねんな……
アンジュ もしかしたら、力になってあげられるかもよ……
マリ・
マドカ え……
マリ それって、どういうこと……？
アンジュ うちの名前おしえたげるわ、「
アンジュ」
っていうねん……
マドカ 森鷗 外か宝塚かって名前やな……
マリ アンジュって、まさかあんた……
アンジュ （
意味ありげに笑ってみせる）
……
ア ンジ ュ

マドカ それがどないかしたん……？
マリ だって、フランス語で ange
いうたら――

アンヘル

エン ゲ ル

ところへ
、下手から現れ、階段を駆け上って去るアジカワグチ。

ア ン ジ ェロ

アジカワグチ イタリア語で angelo
、スペイン語で ángel
、ドイツ語で Engel
……！
マドカ なんや、今のん……？
マリ 掃除のオバハンやッ……！
マドカ え……？
周章てゝ追い掛けるマリ。後に続くマドカ。

かう だ ん

アンジュ （ゆっくりと、鼻の折れた天狗の面を拾い上げ、ちらりと空を見上げ
をのゝ

のたま

ると、ドアの中へ去る）されば、主の天使、そこに現はれ、香壇の右に立てり。
ザカリア、これを見て戦 き、恐怖に捕らはれけるが、天使、宣 ひて曰く、ザ
こ

な

カリアよ恐るゝ勿れ、汝が願ひの聞き届けられたればなり。汝が妻エリザベト、
汝に息子を産さん、その子をヨハネの名にて呼ぶべし、と（ apparuit autem illi
angelus Domini stans a dextris altaris incensi. et Zaccharias turbatus est videns
et timor inruit super eum. ait autem ad illum angelus ne timeas Zaccharia

い

か

ま こと

quoniam exaudita est deprecatio tua et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium et
ルカ一・
一一―一三）
。ザカリア、天使に問ひ
vocabis nomen eius Iohannem.
て曰く、我、如何にして、そのことの真実なるを知らん。 されば天使、答へて

*24*
*25*

み ま へ

つか

(dixit Zaccharias ad angelum

曰く、我はガブリエル、神の御前に立つものなり。我は、汝にことばを伝へ、こ
の良き知らせを告ぐるために遣はされぬ、と

)

unde hoc sciam. et respondens angelus dixit ei ego sum Gabrihel qui adsto ante

L’oiseau volant

ルカ一・
一八―一九
Deum et missus sum loqui ad te et haec tibi evangelizare
……

ま ふと り

３ 舞鳥
ト、ドアから出てくるマドカ。
それを待っていたかのように、チドリバシ、階段の上から現れる。
マドカ ホンマ、難儀なオバハンやで。（腕時計見て）
うわ、もうこんな時間やん、
係長に電話入れな……
チドリバシ あの……
マドカ わッ……
チドリバシ あ、吃驚なさるとあかんので、先に申し上げておきますが……

マドカ もうビックリしたっちゅうねん……
チドリバシ わたし、決して怪しいもんではございません……
マドカ そういうとこが、まずアヤシイ……
チドリバシ 実は、わたし、ブラック・キャット興信所の調査員でして……
マドカ ほら、怪しい……
チドリバシ いや、だから、興信所の調査員やと……
マドカ コーシンジョのチョーサインなんて、推理小説やあるまいし、全然日常的
な存在とちゃうやん……
チドリバシ でも、現に、こうして、あなたの眼前に……
マドカ しかも、名乗るに事欠いて「
ブラック・
キャット」！ 宅急便やあるまいに、
もすこし気の利いたん思いつかんかったんかいな……
チドリバシ けど、現実なんてのは、たいていそんなもんでっせ……（ト、名刺を
渡す）
マドカ 「ブラック・キャット興信所・
調査員チドリバシ・タカミ」……。で、その興
信所の調査員さんが、なにか御用で……？
チドリバシ この辺で、なにやらお探しのようでしたが……
マドカ あ、なに、見てたん……？
チドリバシ まあ、見えたというか……
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マドカ お名前どおり「
タカミの見物」いうわけや……
チドリバシ しょうもな……
マドカ なにか……？
チドリバシ いえいえ、滅相もない……
マドカ 興信所の調査員さん雇うほどのもんやないよ。だいたい、そんな予算あ
らへ
ん……
チドリバシ いえね、お伺いしたいのは、その前にお会いになってた、女の子のこと
でして……
マドカ あゝ、あの子……
チドリバシ お差し支えなければ、あの女の子との会話の内容をお教え願いた
いんですが……
マドカ 調査対象って、あの子なの……？
チドリバシ え、まあ……
マドカ やっぱ、家出人……？
チドリバシ いや、まあ……
マドカ ほら、家出人なんや……
チドリバシ その、我々には守秘義務ってヤツがありまして……
マドカ 誰にもいわへ
んし……

チドリバシ そういうわけにも……
マドカ ほな、答えたらへ
ん……
チドリバシ またあ……
マドカ
……
give and take
チドリバシ （あっさりと）ハイ、家出人です……
マドカ やっぱり……！
チドリバシ 今度は、あなたの番……
マドカ で、あの子、なんで家出したん……？
チドリバシ ちょ、ちょっと、ハナシがちゃうやんか……
マドカ やっぱ、いじめ？ いや、まちごうても、いじめられっ子ってタマやなかっ
たな……。すると、異性交遊……？ それとも、家庭環境……？
チドリバシ いや、あの、今度、あんたが答える番でしょうが。順番守ってくださ
いよ……
マドカ こないなとこで立ち話もなんやから、あ、この上の方とか、どないですか
……？
チドリバシ いや、あんたねえ、ちょっと、なにすんのよッ……
マドカ、強引に、チドリバシを階段の上に引っ張って去る。
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入れ替わりに、ドアの中から出てくるマリ。疲労困憊。中央の階段
に坐わり込む。
それを待 っていたかのように、アンジュ、ブルーシートの陰から現れ
る。
アンジュ やっぱ、みつからず……？
マリ なんや、まだおったん……
アンジュ だって、こゝ、職場やもん……
マリ 平日の昼間っから、十二、三の小娘にどんな仕事があるん？ まさか、チ
ャイドルとかやあれへ
んやろし……
アンジュ そやからいうたやん、技術職や、って……
マリ ガード下の靴磨きなんて、きょうび流行らへ
んで……
アンジュ もうちょっと現代的なヤツやね……
マリ 学校サボるんが現代的やとか思ってへ
んか……？
アンジュ べつにうちが登校拒否してるわけやあらへんで。むこうが来んでえゝい
うんや……
マリ よっぽどのワルやな……
アンジュ まあ、あんまりえゝことしてるとは、自分でもおもてへんけどね……

マリ 自分でおもてたら世話ないわ……
アンジュ もうひとりの、えーと、マドカは……？
マリ 会社戻った……
アンジュ マリをほっといて……？
マリ 「
マリさん」……！
アンジュ マリさんをほっといて……？
マリ なにしろ、ちょっと、いうて脱けてきたらしいから。マドカも有能やからね、
閑な部署やないし……
アンジュ マリはヒマなん……？
マリ 「
マリさん」……！
アンジュ マリさん……
マリ 閑なわけないやん、カスガデ・
コーポレーション……ていうても、わからんか
……
アンジュ 知ってるよ……
マリ まあ、名前くらいは、普通よね……
アンジュ 社長は、カスガデ・
ツネキチ……
マリ まあ、社長の名前くらいは、日経新聞とか読んどったら……
アンジュ 総務部長は、シマヤ部長……
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マリ まあ、ホームページで、採用情報とか見とったら……
アンジュ そんなん子供が見るわけないやん、タカミ・
マリさん……
マリ まあ、苗字くらい、そのうち――え……？
アンジュ マドカは、デンポウ・
マドカ……
マリ なんで、そこまで……？
アンジュ チョーノーリョク……
マリ ……バッカみたい……
アンジュ ……
マリ ……なに……？
アンジュ チョーノーリョクはな、こんなことかて、できんねんで……（
ト、宙から
薔薇の花を出してみせる）
マリ ……？
アンジュ ほんまやったら、百合の花なんやけど……
マリ どういうこと、それ……？
アンジュ 「
純血」
っていう、マリアとガブリエルの象徴……
マリ ガブリエル……？
アンジュ マリアんとこへ
、花といっしょにメッセージも持ってきた、まあ、いうたら、
オツカイやね……

マリ ヘンなの……
アンジュ （
花をマリに差し出し）
はい……
マリ （
思わず、受け取って）
え、あ、ありがとう……
アンジュ さがしもの、届けてくれるオツカイがおったらよかったのにな……
マリ ……うん……
アンジュ ……
マリ ……
アンジュ なくなった書類って、そないにたいせつなもんなん……？
マリ 我が社の命運がかかってる……
アンジュ うひゃあ、そんなもんお使いしてたんや……
マリ うん……
アンジュ そんなの任されるくらいやから、マリって、エライんやね……
マリ ちっとも。さっきはあんなこというたけど、ふだんは、コピー取りやら物品
補充やらの雑用の方がおゝいねん……
アンジュ ふうん……
マリ あ、そういえば、なんで、課長、わたしに任せたんやろ、重要書類運び…
…
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アンジュ たぶん、電子メールとかで送ったら、途中で盗み見される可能性があ
るからやで……
マリ 知ったふうなこというやん……
アンジュ 現代的な理由やろ……
マリ あんた、もしかして、インターネットとかやってんの……？
アンジュ まあね……
マリ その歳で。ナッマイキ……
アンジュ マリ、歳の割には、アタマ古いんちゃう……？
マリ ふん、ひとのこと、いくつやと思ってんの……？
アンジュ 二十六……
マリ ……やっぱ、お肌のハリとかでわかるんやろか……
アンジュ せやから、いうたやん、チョーノーリョクやて……
マリ シツコイやつは嫌われるってコトワザを知らんのか、小娘……？
アンジュ 「
信じる者は救われる」
やったら知ってるで……
マリ じゃあ、信じるから、そのチョーノーリョクとやらで、無くなった書類だし
てよ……
アンジュ ……
マリ なによ、急に黙って……

アンジュ ほんまに、たいせつなん……？
マリ いうたでしょ、重要書類やて……
アンジュ マリにとっても、たいせつ……？
マリ あたりまえやん、このまゝやったら、クビになんねんで……
アンジュ 会社におることが、たいせつなん……？
マリ そら、この不況の折に、しかも大企業、おらんでどうする……
アンジュ ふうん……
マリ もちろん、仕事もおもしろいし……
アンジュ 雑用がおもろいのん……？
マリ 雑用ばっかりやあらへ
ん、たまには、ちゃんとした仕事も……
アンジュ そう……
マリ なんで、そんなこと訊くのん……？
アンジュ わたしも探してるし……
マリ アンジュも……？
アンジュ たいせつなもん……
マリ あんたのたいせつなもんて……
アンジュ ほんまにたいせつなもんやったら、いつかはみつかる、きっと……
マリ ほんまにたいせつなもん……
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さ

なか

からだ

あに

アンジュ 然れば汝等に云ふ、汝等が命の為に何を食べんと、また汝等が 躰 の
為 に何 を身 に着けんと心 を乱 す 勿 れ。命は食 べ物 に、躰は着物 に、豈 優ら
ざらんや （ ideo dico vobis ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis
neque corpori vestro quid induamini, nonne anima plus est quam esca et corpus

マタイ六・
二五）
……
plus est quam vestimentum.
マリ なに、それ……？
アンジュ （
立ち上がり）
なんや、わからへ
ん……！
マリ そんな、わからへ
ん、て……
アンジュ （
ブルーシートの蔭から、角封筒を取り出し）
はい……
マリ え……？
アンジュ いうたやろ、いつかはみつかる、って……
マリ いや、でも……
Ｓ

Ｊ に連れてってくれたらえゝし

ユニヴァーサル・スタジオ・
ジャパン

アンジュ あ、お礼やったら、いつか Ｕ
……
マリ けど、あんた、それ、どうやって……？
アンジュ （
封筒を渡すと、階段を昇りながら）
掃除のオバチャンが教えてくれて
んけど、天使って、日本じゃ天狗の子ぉていわれてたんやてな……

マリ 日本じゃ、って、あんた、日本人やないのん……？
アンジュ （
階段を昇っていく）
うちは、この地球の上のどこのもんでもあらへ
ん…
…
マリ ちょっと待って……
アンジュ マリ、うちの名前の意味、わかるやろ……？

チ ャ オ

マリ
……フランス語で――じゃあ、あんた……
ange
アンジュ そや、うちの居場所は……（
天を指さす）
マリ まさか……
（
またね）
……！（
階段の上に去る）
He`n gă`p la` i / Chào

ヘ ン ガッ プ ラ イ

ア ンジ ュ

アンジュ

Le ciel nuageux

マリ 天使……

くもらふそら

４ 曇空

ト、ドアから出てくるマドカ。
マドカ あ、マリ、あんな――
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マリ マドカ、天使や……！
マドカ は……？
マリ 守護天使がおってん……！
マドカ おい、マリ、取り乱したらアカン、ショックなんはわかるけど、落ち着け、
落ち着くんや……
マリ ちゃうちゃう、ほんまにおってん……
マドカ なにが……？
マリ 天使……
マドカ ――え……？
マリ そやから、テ・ン・
シ……！
マドカ 看護婦さんが通りかかったとかいうオチはなしやで……
マリ ちゃうってば……
マドカ ピーター・
フォークが通りかかったとかいうオチもなしや……
マリ あるかい、そんなこと……！
マドカ マジで……？
マリ マジもマジ、大マジ……
マドカ で、どこにおんねん、その天使とかいうヤツ……？
マリ さっきまで、こゝにおってん……

マドカ 証拠は……？
マリ これ……（
ト、書類を見せる）
マドカ （
書類を改め）
どこにあったん……？
マリ だから、天使が……
マドカ 強情な子やなあ、どこにおんのよ、天使なんて……！
ところへ、掃 除 道具を押 しながら現 れるアジカワグチ。なぜか、背
中に天使の翼を背負っている。
アジカワグチ ハイー……
マリ （
呆気に取られつゝ）
あ、そ、掃除のオバハン……
マドカ （
同じく呆気に取られつゝ）
オイ、コラ、どこにおったんや……！
アジカワグチ あ、なに、天使を呼ばはったんとちゃいますのん……？
マドカ （マリに）
天使って、これ……？
マリ （
首を横に振る）
……
マドカ ほな、小母さん……
アジカワグチ ワッハッハッハッ、冗談々々……！
マドカ （
翼を指さし）
じゃ、それ……
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か っし や

わ

ほう

アジカワグチ あ、これ？ ゴミよゴミ……（
ト、翼を外し、台車のゴミ箱に抛り
込む）
マドカ 紛らわしんじゃ、オバハンッ……！
マリ （
マドカを羽交い締め）
まあまあ……
アジカワグチ ほな、さいなら……（
ト、去り掛ける）
マリ あ、ちょっと……
アジカワグチ は……？
マリ 小母さん、アンジュに天狗のお面あげましたよね……
アジカワグチ アンジュて、このビルの子ぉか……？

ま つら せ いざ ん

マドカ あ、やっぱり、このビルに住んでんのや、あの子……
マリ なんで、天狗のお面を……？
アジカワグチ 江戸後期、肥前平戸藩主・松浦静山の随筆集『甲子夜話』に曰
く、天狗の姿は西洋の天使の像を模したるものなり……！
マドカ なに、それ……？
マリ じゃあ、やっぱり……
アジカワグチ まあ、手元に翼があれへ
んかったさかい、しょうことなしに、天狗
のお面にしたんやけどね……

マリ 翼……？
アジカワグチ ほれ、天狗かて翼持っとって、バタバターて翔ぶやろ……？
マドカ せやからいうて、天狗の面で間に合わせるか、ふつう……？
アジカワグチ ほな、森永キャラメルの空き箱の方がよかったやろか……？
マドカ いや、どうせやったら、中身のはいったヤツを……
マリ なんで、アンジュに翼を……
アジカワグチ 探しもんっちゅうんは、いっぺん遠くから眺めてみた方がよう見
付かるもんやさかいね……
マドカ 遠くから……
マリ それって……
アジカワグチ そや。あんたもな……
マリ え……
マドカ 小母ちゃん、アンジュのこと、くわしいんか……？
アジカワグチ まあね、毎日顔会わせる仲やさかい……
マリ 小母ちゃん、あの子、天使やろ……？
マドカ マリ……
アジカワグチ あらま、いきなり……
マリ だってあの子、この地球上のどこのもんでもない、っていうてたし……
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マドカ あの子が？ タワゴトやでタワゴト……
マリ 日本人でもなく、外国人でもなく……
じん

アジカワグチ そのとおりやで……
マドカ ほな、なに人やのん……？
アジカワグチ 何人でもあらへ
んがな……
マリ それって、無国籍いうこと……？
アジカワグチ そういうこっちゃ……
マドカ あ、そういえば、新聞で読んだことあるわ、「
無国籍児童」いうんや……
マリ 無国籍児童……アンジュが……
アジカワグチ アンジュのお母さんは、ベトナムからのオーヴァーステイなんや…
…
マリ それで、フランス語を名前に……
アジカワグチ で、水商売やってるうちに、日本人の男とできてもた……
マドカ 相手の妊娠を知った男は、そのまゝドロン、か……
マリ 非ッ道……！
アジカワグチ ようあるこっちゃ。父親不詳、母親外国人、当然、アンジュに日
本国籍はあれへ
ん……

マドカ でも、ベトナムって血統主義やなかったっけ……？
アジカワグチ あんた、よう知ってなはる……
マドカ 一応、法学部出てます……
マリ ケットーシュギって……？
マドカ その国の血を引く人は、どこで生まれようと、その国の国籍をもらえる、
ってヤツ……
アジカワグチ たしかに大使館へ届け出れば、アンジュはベトナム国籍をもらうこ
とはでけた。けど、お母さんは不法滞在の身ぃや……
マドカ それで、なんの手続きもしなかった……
マリ だから、無国籍……
マドカ しかし、小母さんも詳しいなあ……
アジカワグチ え、あ、いや、まあ、知り合いにようけおるさかい……
マドカ そういえば、新聞にも、アンジュみたいな子、何千人もおるらしいって書
いてあった……
マリ でも、アンジュのおかあさんって、今でも……？
アジカワグチ それがなあ、アンジュのお母さん、そないまでしたのに、報われん
と……
マリ え……
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アジカワグチ 仕事柄、酒の呑み過ぎやってんやろ、肝臓やられてしもて……
マリ そんな……
マドカ じゃ、あの子……
マリ 天涯孤独なんや……
アジカワグチ いや、お父さんの方は死んだわけやあれへ
んがな……
マドカ でも、行方不明なんじゃ……
マリ あ……
マドカ なに……？
マリ あの子、ほんまにたいせつなもんやったら、いつかはみつかる、って……
マドカ じゃあ……
マリ （
項突いて）
探しもんがあったんや、たいせつな……
マドカ ……
アジカワグチ あ、そうそう……
マリ は……？
アジカワグチ あんたには、これあげよ……（
ト、マリに何やら箱を手渡す）
マリ これって……？
アジカワグチ おっと、忘れるとこやった、これも……（
ト、角封筒を渡す）
マリ ちょ、ちょっと、小母さん……

アジカワグチ そっか、こいつも渡しといてもらおか……（ト、先ほどの翼を拾い
出すと、マドカに押し付ける）
マドカ いや、どないせぇっちゅうの、これ……
アジカワグチ ほな、頼んましたで、それ……（
ト、行ってしまう）
マドカ あ、オバハン！ いってもた……
マリ （
封筒の中身を見ている）
……
マドカ （マリの手元から箱を取り上げ）なにくれたんや、いったい……？
マリ （
封筒の中身に見入りながら）
森永エンゼルパイ……
マドカ （エンゼルパイの箱を確かめ）しかも空や……。なんやねん、あのオバハン
――あッ、例の封筒ッ……！
マリ こゝにある……
マドカ エーッ、気づいとったんか、あのオバハン！ にしても、まあ、よかったよかっ
た、これで一件落着やがな……
マリ ちゃう……
マドカ なんで……？
マリ これ……（ト、アジカワグチから貰った封筒と、アンジュから貰った封筒を
差し出す）
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マドカ おや、封筒が二倍。なんや、またぞろヘ
タなマジックとちゃうやろな……
（
ト、云いつゝ、両者の中身を確かめ）ほおら、やっぱし、中身もいっしょや……
なんで……？
マリ そっちのん、アンジュにもらってん……
マドカ あの子に？ なんでまた、あの子が、こんなもんを……
マリ あの子、天使やったと思てんけど……
マドカ 天使？ あの子が？ いくら名前が「アンジュ」やからいうて、羽根もは
えてへ
んのに？ （
ト、アジカワグチに押し付けられた翼を見やり）あ……これ
……ほな、あいつ、翼の折れたエンジェル……？ うわぁ、クサッ。われながらク
サぁて、サブイボでまくりやわ……
マリ あの子、超能力やいうてたけど……
た

すが

マドカ チョーノーリョク？ アホかいな。まあ、みしてみ……（ト、マリから書類
を引ったくり、矯めつ眇めつする）
マリ じゃあ、ふたつめの書類は、どうやって……
マドカ あの子、コンピュータ持ってるとかいうてへ
んかったか……？
マリ うゝん。でも、インターネットやってるとはいうてたけど……
マドカ もしかすると……

マリ なに？ これと関係あんの……？
マドカ マリ、あんた、総務のくせに忘れたんかいな。我社の用紙は、コピー用紙
やプリント用紙はもちろんのこと、表彰状から便所ガミにいたるまで、古紙
率八〇％以上の再生紙と決まってるやん……
マリ え、ほんま……？
マドカ わかった……？
マリ ウチの会社って、そんなエコロな会社やったんや……
マドカ マリッ……！
マリ は、はい……
マドカ つまり、や、こっちのこれ、ウチの会社の使こてる用紙とちゃうねん……
マリ 断言できるん……？
マドカ 紙の担当、わたしやねん……
マリ あ……
マドカ これ、だれかが別にプリントアウトしよったんや……
マリ でも、どうやって、その書類を……
マドカ やっぱり、あの子、とんでもないやっちゃったんか……
マリ とんでもないって、どういうこと？ マドカ、なにしってんの……？
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と ほかぜ

５ 遠風
Le vent lointain
ト、ドアから颯爽と登場するチドリバシ。
チドリバシ その疑問、わたしが解いてさしあげましょう……！
マドカ うわあ、またでたで、ワケのわからんヤツが……
マリ あ、タンテーさんや……！

さ って

チドリバシ 調査員や、云うとるやろッ……！
マリ だって……
チドリバシ だっても幸手もあるかいッ……！
マドカ やかましッ。さっさと説明はじめんかい……！
チドリバシ そもそも興信所の調査員というものには「
守秘義務」
というやつが
ありまして、調査の内容を第三者に対してペラペラとクッチャベッてはいかんこ
とになっておるのでありますが――

る

さ

マドカ 能書きはえゝから、はよう……！

う

チドリバシ いちいち五月蠅い子ぉやな。ほな、ズバリいうけど、あの子、アンジュ
は、巨大ハッカー組織の一員や……！
マリ・
マドカ ……
チドリバシ どや、びっくらこいた……？
マリ ハッカー……
マドカ 電撃隊……
チドリバシ えーい、基本的なボケしよってからに……！
マリ ハッカーって……
チドリバシ サクマのドロップとかいうボケかましたら、承知せえへ
んで……！
マリ う……
マドカ ネットワークを利用して、他人のコンピュータに潜り込む連中やろ。単に
潜り込むだけやったらハッカーやけど、データを書き換えたり、壊したりす
るヤツらは「
クラッカー」
っていうねん……
マリ クラッカー……
チドリバシ ヤマザキナビスコ（もしくは、「あたり前田」の前田製菓、でも可）と
かいうボケかまそとか思てないやろな……！
マリ うゝ……
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いわ ゆ る

チドリバシ その組織は、ウェッブ・サイト、所謂ホームページを書き換えて遊ん
でるような連中やあらへ
ん……
マリ それじゃあ……
チドリバシ 泥棒や。データの窃盗……
マドカ クレジット・
カード情報とか、会社の極秘プロジェクトのデータとか……
チドリバシ そのとおり……
マリ そんな、あの子、まだ十二、三やのに……
チドリバシ あの子は、どうやら、ワケあって、両親がおらへ
ん。それで親代わり
になったんが、東南アジア系のクレジット・
カード故買屋グループや……
マリ コバイヤ……？
マドカ 盗まれたもんとわかってんのに、泥棒なんかから、それを買って、転売し
てもうけるヤツら……
チドリバシ ところが、世を席巻しつゝあるＩＴ革命の荒波は、当然の如く連中
にも及んどってね……
マドカ （
マリに）
ＩＴって、わかるよね……？
マリ わかるよ、それくらい、 InTernet
の略やろ……？
マドカ いや、訊いたわたしがわるかった……

チドリバシ
、「
情報技術」
のこっちゃがな。新聞読んど
Information Technology
らへ
んのかい、この娘は、ほんま……
マリ へ
え……
チドリバシ 兎に角、インターネットの普及で、色んな企業のデータ・サーヴァ
ーに……
マドカ （マリに）
資料蓄積用コンピュータ……
チドリバシ 侵入して、ソフトのセキュリティ・ホールを……
マドカ （
マリに）
警備の穴……
チドリバシ 突き、メモリ・オーヴァー・
フローを……
マドカ （マリに）
記録いっぱいいっぱいのあふれだしで仕事でけん……
チドリバシ 起こさせることにより、ルートの……

の複数形。せ
datum

ダ ー ト ゥム

を……
data

データ

マドカ （
マリに）
根っこ。転じてシステムの大もとの責任者……
チドリバシ 権限を乗っ取ったり、パスワードを……
マドカ （
マリに）
合い言葉……
チドリバシ 盗んだりすることで、コンピュータ内部の

マドカ （マリに）
資料・情報。ラテン語の第二変化中性名詞
やから、ふつうは複数あつかい……
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チドリバシ じゃかましッ。一々注釈すな、んなもんッ。出来の悪い翻訳ソフトか、
おまえはッ……！
マドカ いや、つい……
チドリバシ 兎 に角や 、そのグルー プは、ネットワークから侵 入 して、クレジッ
ト・カードの情報を盗み出し、そいつを全世界のクレジット・カード偽造組織
に売り捌くようになりよった……
マドカ けど、そんな簡単に、あちこちのコンピュータに侵入できるもんなん…
…？
チドリバシ 勿論、スゴ腕のハッカーが必要になる……
マドカ まさか、それが……
チドリバシ そう、アンジュや……
マリ そんな……！
チドリバシ あの子は、ワケありで学校にも行かへんかった。面倒見てたハッカー
組織が保育所代わりで、オモチャ代わりにコンピュータで遊びながら大きゅう
なったってわけ……
マドカ それで、あの子のことを根ほり葉ほりたずねたわけやな……
マリ どういうこと……？
マドカ さっき、この調査員さんにいろいろきかれてん……

チドリバシ あんたかて、わたしのこと、色々尋ねたやんか……！
マドカ あんときは、さすが調査員、口が堅いなとおもたのに……
チドリバシ 別 に白 状 してるわけや あらへんがな。説明 してんねやないかい…
…！
マリ でも、そういえば、あの子、ウチの会社のことも、よう知ってた……
マドカ え、ほんま……？
チドリバシ そのとおり！ 驚く勿れ、あんたらのカスガデ・
コーポレーションのコ
ンピュータも、すでにハッキングされとる……！
マドカ そ、それって……
チドリバシ メールもデータも、見られ放題盗られ放題やね……
マリ えーッ、じゃあ、わたしの合コン参加私用メールも……
マドカ わたしの二股恋愛メールも……
マリ え、マドカ、フタマタやのん……！
マドカ まあ、その……
チドリバシ えーい、事の重大さが判っとらんのか、小娘どもッ……！
マリ・
マドカ いえ、重々……
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チドリバシ もう、こうなったら、一挙に喋ったるわい！ わたしが調査を依頼
されてる件の一つは、カスガデ・コーポレーションの新開発製品データの流失
経路捜索や……
マリ データが流出……？
マドカ そらヤバイ。マリが書類なくすよりヤバイ……
マリ 書類はみつけたやんか……
マドカ そや、第二の書類……！
マリ あ、じゃあ、これ……
マドカ アンジュがハッキングして、プリントアウトしよったんや……
マリ そんな、重要書類やのに……
チドリバシ スゴ腕のハッカーやったら、カスガデ程度のセキュリティ、朝飯前の昼
飯抜きや……！
マドカ なにをワケのわからんことを……
マリ でも、アンジュ、わたしのために……
マドカ うん、マリのために……
マリ どうして……
マドカ それは……
チドリバシ おーい、ひとが話しとんねん、聞いたってぇや……

マリ・
マドカ はいはい……
チドリバシ さて、調査は極秘裡に開始された。カスガデ側も、腕利きのハッカ
ーを雇て、ハッキングの痕跡を調べさせたんや。その結果、確かにコンピュータ
には侵入された形跡があり、そこに残された僅かな手懸かりから、アンジュ
等のグループが浮かび上がってきた……
マドカ うーん、なんちゅうゴツゴーシュギな展開……
チドリバシ ご都合主義のどこがアカンの……？ どうせわたしたちに理解でき
る範囲のゲージュツなんて、みんなどっかで体験済みの物語、藝術は模倣なの
よ、ミメーシスよッ……！
マドカ なんで急にアリストテレスの藝術論やねん……
クリエイティヴ

マリ いえ、それはちゃいますッ。藝術は、体験されるたびに読み直され、あら
たな解釈によって感動をもたらす、創造的なもんなんですッ……！
マドカ 藝術論で反応すなッ！ ハナシあさっての方へいってしもとるやないかい…
…！
チドリバシ 兎に角ッ、調査の結果の一つがそれやった……
マドカ ということは、もうひとつ……
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チドリバシ 別のグループ、というより、個人から、データが漏れていることが
判明した……
マドカ じゃあ、身内にスパイがおるってこと……？
チドリバシ 左様々々……
マリ 製品データの管理やったら、総務の仕事やけど……
マドカ それ、だれか、わかってんの……？
チドリバシ 電子メールをチェックして、およその見当は付いてます……
マドカ だれなん……？
チドリバシ トリシマ総務課長……
マドカ えーっ……！
マリ 課長が……！
チドリバシ 如何にも。しかも彼は、一度メールがチェックを受けたことを、何ら
かの情報により知ったらしく、それ以後 、メー ルでの連絡は一切 せんよう に
なりよった……
マドカ あ、それで……
マリ なに……？
マドカ あんたの書類の渡し先、どこやった……？
マリ シカンジマ理研……

チドリバシ それって、ライヴァル会社……？
マドカ いや、むしろ協力会社やなあ……
マリ でも、あの会社、ウチのライヴァル、バイカ・
バイオ・ケミストリーとも関係
があったような……
チドリバシ それや……！
マリ けど、書類の中身、たしかに重要書類ではあるけど、うちの新製品情報
なんか、これっぽっちも書かれてない……
チドリバシ うーむ、トリシマ課長がじきじきに課員を使って届けさせるなんて、
この上なくアヤシイんやけどなあ……
マドカ 待った、さっきの書類……（
ト、書類の中身を改め）
、こゝや、これ……
マリ この数字……？
たし

マドカ こゝだけ、なんか唐突に数字でてくるやろ……
チドリバシ （覗き込んで）慥かに……
マドカ こいつが、もしかして、流失させられた情報やないか……
そ う 。これ 、三 桁 の数 字 が 、ド ット で 区 切 れ ら れ て る や ん

マリ この数字が……？
マド カ

（ ***.***.***.***
）
……
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チドリバシ これまた慥かに……
マドカ そして、その数字、二五五より上がない……
マリ それで……？
マドカ つまり、この数字は、インターネットに接続してるコンピュータの番号、Ｉ
Ｐアドレスを表わしてんのやないかな……
マリ アイ・ピー……？
マドカ ＩＰアドレスいうんはな――やめとこ、ムダに長なるだけや……
マリ ケチ……
チドリバシ なるほど、判った……！
マドカ 早いなあ……
チドリバシ このまゝではダレてまうがな……
マリ だれが……？
チドリバシ 兎に角、判った。このＩＰアドレスのコンピュータ上に、トリシマは会社
の極秘データをコピーしてある……
マドカ それを、シカンジマの誰かを通じて、バイ・
バイ・ケミの誰かゞ知り、このコ
ンピュータにアクセスする……
マリ そうやったんかあ……
チドリバシ けど、アクセスするには、アカウントとパスワードが必要や……

マドカ うーん、手懸かりは……
マリ なんか、浪花少年探偵団とかみたいになってきたな……
マドカ ひとりワクワクしとる場合かッ……！
アンジェラ

チドリバシ その、その数字の下に書いたある単語は……？
マドカ
……
Angela
チドリバシ 意味は……？
マドカ さあ、女性の名前……？
マリ イタリア語とちゃう……？
マドカ アクセス用のログイン・ネームやろか……？
チドリバシ そないなもん、堂々とこゝに書いとかへ
んやろ……
マドカ 課長、慎重な人やもんな……
に似てる名前やな……
angel
、その女性形が
angelo

アンジェロ

……
angela

チドリバシ せやけど、これが、コンピュータと無関係とは思われへ
んし……
マドカ

マリ イタリア語で「
天使」は
マドカ ということは……
チドリバシ 「女天使」……！

マリ でも、天使って両性具有やなかったっけ……
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マドカ・チドリバシ うーむ……
途端に階段の上方より現れるアジカワグチ。
アジカワグチ ちょいとお待ち……！
チドリバシ なんや、あの声は……？
マドカ ほら来よった。やゝこしヤツが、また来よった……
マリ 掃除の小母さん……！
アジカワグチ 説明台詞やったら、わたしかて負けへんでぇ……！
マドカ あかん、サイテーの展開や……
アジカワグチ 天使に関することやったら、一言云わしてもらいたいッ……！
チドリバシ あんた、誰……？
マドカ さあ……
マリ 掃除の小母さんやんか……
マドカ それ、見たまんまやん……

こ

アジカワグチ 御覧の通り、掃除の小母さんさ……！
マリ ほらね……
マドカ ……

お

アジカワグチ 問われて名乗るも烏滸がましいが――
チドリバシ 問うてへ
ん問うてへ
ん……
アジカワグチ 人呼んでアジカワグチ・キヨイコ……！
マドカ たゞの苗字と名前やないかい……
チドリバシ 掃除の小母さんが、なぜにシャシャリ出てくんのよッ……！
アジカワグチ 何故と問われりゃワタクシは、天使にゃ一寸詳しいから……！
マドカ どないにくわしいっちゅうねん……
アジカワグチ そこの娘……
マリ あ、はい……
アジカワグチ 天使は両性具有、如何にも正しい……！
マリ あ、ども……
アジカワグチ しかーしながら、キリスト教藝術ではたゞ一人、女性の姿で描か
れる天使がおる……！
マドカ つまり、女天使……
マリ それが、アンジェラの意味……？
チドリバシ で、誰なん、それ……？
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アジカワグチ エデンの園の統治者、受胎告知のメッセンジャー、大天使ガブリエ
ル……！
一同 おゝ……！
アジカワグチ なにゆえガブリエルが女性と看做されるようになったかと申せば
……
チドリバシ （無視して）
よっしゃ、そいつがキーワードや……！
アジカワグチ 一寸、あんた……
チドリバシ けど、この推理が正しいか否かを確かめるためには、コンピュータで
インターネットにアクセスせなあかん。なぜなら、「ガブリエル」いうのんが、コ
ンピュータにアクセスするための名前か、パスワードの方かいうのんが、まだ判
らへ
んからや……
アジカワグチ あんた、そんな、人を無視してからに、ようそんだけ説明台詞
喋れんな……
チドリバシ というわけで、コンピュータが要る……！
マドカ いや、要るていわれたかて……
チドリバシ そして、コンピュータなら、あそこにあるッ……（
ト、指さすのは、ブ
ルーシート）
マリ そこは……

チドリバシ しかも、スゴ腕のハッカー付きで……！
バサリと落ちるブルーシート。
ト、中 には、コンピュータのディスプレイの明 かりに照らし出された
アンジュ。
アンジュ マリ、よかったやん、みつかって、ほんもの……
マリ アンジュ、あんた、ほんまに……
アンジュ いうたやろ、技術職や、って……
マドカ あんたが盗み出して、プリントアウトしたんやな……
アンジュ そないにエコロな会社やとはおもえへ
んかったわ……
マドカ あら、知らへ
んかったん、うちの会社、遺伝子操作で、ダイオキシンと粗
大ゴミを食料にする、巨大梅宮辰夫も開発してんねんで……
マリ 無茶苦茶やがな……
チドリバシ さあて、アンジュちゃん、こゝはビジネスライクにいこやないの……
アンジュ ビジネスライク……？
チドリバシ 取り引きや。あんたのやってたこと、取り敢えず、見逃したるわ…
…
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アンジュ やってたことって……？
チドリバシ お、いっちょまえにトボける気ぃか。どうせ、わたしらの話、そこで
聞いとったんやろ……？
アンジュ 「
ガブリエル」
を試せって……？
チドリバシ ほれ、判っとるくせに……
アンジュ マリも、知りたいのん……？
マリ 知りたい、って……
アンジュ 課長のやってたこと……
マリ そりゃあ……
マドカ マリ、利用されてゝんで、課長に……
マリ そや、せっかく重要な仕事まかせられたと思ってたのに……
アンジュ それで、課長のこと調べて、どないすんの……
マリ そら、もちろん……
て っつ い

チドリバシ 依頼者に報告するに決まってるやん……
マドカ 裏切り者に鉄槌をッ……！
チドリバシ せやせやッ……！
アンジュ マリは、それで満足なん……？

マリ ……
チドリバシ 何云うてんの、イヤなアホ上司のクビ飛ばせんねんで、これが嬉し
ゅうのうて、どないすんねんな。いやー、愉快々々……！
マドカ あんた、会社にたいして、かなりゆがんだイメージもってんな……
チドリバシ 会社なんか、どうせみんな、スタイリーとツブラヤ・
コーキチなんや
……！
マドカ なにをワケのわからんことを……
マリ よう考えたら、わたしも、同罪になるとこやってんな……
マドカ そんなことないって、たまたま上司がわるうて……
マリ うゝん、つまり、それがわたしの勤務評価ってことや……
アンジュ けど、仕事、たのしかったんやろ……？
マリ けっこうがんばってたつもりやってんけどな。でも、結局、産業スパイのお先
棒にしかなれへ
んかったんやもん……
マドカ （
アンジュに）
ちょっとあんた、マリ、落ち込ませたいんか？ マリ、あんた
のこと、じぶんの天使やとかまでいうてたんやで。あんたなんか、天使どころ
か、悪魔やんか……！
アンジュ 「わたしはウライ川の中から人の声がするのを聞いた。彼は云った、ガ
ブリエルよ、その者に幻影の説明をなせ、と。するとガブリエルはわたしの居た
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場所にやってきて、こう云った：心せよ、人の子よ。なんとなれば、この幻影は、
滅びの時に関わるものだからである」
（
ダニエル八・
十六―一七）
……
チドリバシ 何が云いたいねん……
アジカワグチ わたしが説明しよう……！
チドリバシ あんた、まだおったんかいな……
アジカワグチ ずーっとおるがな！ 人が天使の説明してる最中に、話、どんど
ん進 めてしもてからに。おかげでわたし、こゝで、こ… ず っ… あゝ、もう ッ…
…！
マドカ で、なにがいゝたいのん……
アジカワグチ 今のは、旧約聖書、ダニエル書第八章、十六節から十七節にかけ
て、天使ガブリエルが、預 言者ダニエルに、滅亡の幻 を見せてるところやね…
…
チドリバシ それが、どないした……？
アジカワグチ お伝え天使・ガブリエルが人間に伝えるのは、救世主の誕生とか
の良いニュースだけとちゃう、いうこっちゃ……
マリ でも、それは結局、人間をたすけるためなんでしょ……？
アジカワグチ 勿論やがな、天使いうんは、いつかて人間の味方やねんから……
マリ アンジュ、ありがとう……

アンジュ マリ……
マリ 知りたいねん、わたし、じぶんがやってしもたこと、じぶんがやりつゝある
わら

こと、それに、じぶんがやらなあかんこと……
アンジュ （咲って）
うん……
チドリバシ 何で、トリシマの悪事の証拠握ったら、そないなことが判るんや…
…？
マドカ あんたには関係あれへ
んやろ、ちょっと黙っとき……

立ち上げてるから
telnet

テルネット

チドリバシ おっと、こないな時に黙ってられるかいな。ごちゃごちゃ云うてんと、
協力すんのか、せえへ
んのか……！
アンジュ（
キーボードに向かい）
ちょっと待ちぃな、いま
……
や……
gabriel

チドリバシ （
コンピュータの横に駆け寄り）
コンピュータのＩＰは知っとんな？ よ
ユーザー ア ン ノ ウ ン

っしゃ、そしたら、まずはログイン・ネームに

アンジュ あかん、 User unknown
、この名前とちゃう……
マドカ （同じくコンピュータの横に来て）ローマ字で torishima
とちゃうのん…
…？
アンジュ アカウント名は、八文字以内でないとあかんねん……
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つまづ

マドカ ほな、
でｍまで……
torishim
アンジュ （
入力して、エンター・
キー）ダメ……
マドカ いきなり 躓 いてもたで……
チドリバシ うーむ、何か他に手懸かりは……
マドカ （マリに）
あんた、課長に、いわれてないか、なんか……？
マリ べつに……
マドカ そっか……
マリ あ、届け先にいったら、苗字だけやのうて、タカミ・マリですって、姓名をち
ゃんと名乗るようにって、念押しされたわ……
マドカ それや……！
チドリバシ どれやねん……？
マドカ マリの名前やんか……
マリ わたしの……？
マドカ ふつうやったら、苗字だけでかまへ
んし、下の名前まで名乗るのんは、む
しろおかしい……
チドリバシ よっしゃ、 mari
や……
アンジュ （
入 力）
あかん……

マドカ ちごたか……
アンジュマリ……マリア……フランス語やったら ｍ・
ａ・ｒ・ｉ・ｅ……いけた……！
チドリバシ 何でフランス語の綴りになったあんねん……
つも り

マドカ そのほうがコジャレてるとおもたんちゃうかな、課長……
チドリバシ こないなとこでコジャレて、どないする心算やねん、ッたく……
アンジュ パスワード……
チドリバシ 今度こそ、 gabriel
……！
アンジュ （
入 力）
あかん……
チドリバシ えーッ……！
マドカ 待って、固有名詞なんかつこてたら、パスワード解読ソフトとかで、簡単
に見破られる……
チドリバシ （
マリとマドカに）
あんたたち、トリシマの性格から考えて、何か思い
付かへ
んか……？
マリ また、フランス語にしたら……？
アンジュ いっしょやねん、つゞり……
マドカ 慎重な課長のことやから、セキュリティには気ぃつこてるとおもうねん…
…
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こ

マリ そうそう、よういうてたよね、パスワードは凝ったほうがえゝ、とか……
チドリバシ どない凝んねんな……
マドカ えーっと、せやせや、外国人ハッカーには、難しい日本語つこたったらだ
いじょうぶや、とか……
アンジュ 意味のある単語にせえへ
んのがふつうやけど……
マリ 課長、物忘れはげしなって、無意味な記号やったらおぼえてられへ
んかって
ん……
チドリバシ ほな、取り敢えず、難しい日本語で考えよ……

け ん ど ち ょう ら い

が し ん し ょう た ん

マドカ （
アンジュに）
あんた、経験からいうて、どんなのが難しい……？
け ん こ ん いって き

アンジュ そやねえ、やっぱ、四文字熟語とか……
マリ じゃあ、なに、「乾坤一擲」とか「捲土重来」とか「臥薪嘗胆」とかがパスワ
ードやっていうわけ……？
マドカ いや、少なくとも、「
ガブリエル」と関係ないと……
マリ そんな四文字熟語ないやん……
チドリバシ べつに四文字熟語てきまったわけやあれへ
んがな……
マリ じゃあ、「いづれのおほんときにか」とか「春はあけぼの」とか「むかし男あ
りけり」
とか――

まは

お ほも ん

チドリバシ いや、だからというて、なんで「
名作古典の出だし」やねん……
マリ ほな、「吾輩は猫である」
とか「廻れば大門の見返り柳いと長けれど」とか
「
櫻の樹の下には屍體が埋まつてゐる！」
とか……
チドリバシ 「出だし」から離れんか……！
マドカ しかも「
ガブリエル」
と無関係やし……
マリ でも、ほかになにが……
マドカ 「ガブリエル」
と関係あって、日本固有のものか……
マリ ガブリエル、日本固有、ガブリエル……あったッ……！
マドカ なに……？
マリ 「
がぶり寄り」……！
マドカ （
脱力）
あんたなあ……
マリ ダメ……？
アンジュ （
入 力）
正解……
マドカ・チドリバシ ウソお……！
マリ ラッキー……！
アンジュ ファイルのありそうなとこは、っと……あった、ファイルの日付からいう
て、これやね、たぶん……
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マドカ どれどれ――遺伝子操作で、ニワトリの羽根を小さく、食用部分を大
きく――その名も「
エンジェル・プロジェクト」……！

プロジェ ダ ーン ジ ュ

マリ 日本語でいうたら「
天使計画」……
マドカ うわ、ダサあ……
マリ フランス語でいうたら Projet’d Ange
……
マドカ いや、フランス語にしたかて、中身はいっしょや……
チドリバシ フランス語でいうたら小洒落たイメージ、っちゅう発想から、早く
世間も卒業せなあかんな……
マドカ こんなん研究してたんか、ウチの会社……
チドリバシ ほんまにこれが例のデータか……？
アンジュ ほかにないもん……
マドカ そもそも、なんで「エンジェル」
やねん……？
アンジュ 羽根がちっさくなるからかな……？
チドリバシ 思うに、これはカスちゃうやろか……
マリ そやそや、羽根なんかちいさしてどないすんねん、わたし、手羽先好きや
ねんぞ……！
チドリバシ いや、そういう問題でもないけどな……

マドカ で、これで、一件落着なん……？
チドリバシ 「カスガデ・
コーポレーション産業スパイ事件」
に関してはな……
マドカ ということは、まだ、ほかにも……
チドリバシ （
アンジュに）
さ、行こか……
アンジュ え……
途端に、強風がビルの谷間を吹きすさぶ。
マリ だって、この件にかんしては、だまっとくって……
チドリバシ ほんだから、別件やがな……
マドカ まさか、クレジット・
カード偽造団のほうで……
マリ ちょっと待ってください、アンジュにはたいせつな探しもんがあるんです…
…！
アンジュ マリ……
マリ それがみつかるまでは……！
チドリバシ 何か勘違いしてるようやな……
マリ かんちがい……？
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チドリバシ （
アンジュに）
別件の依頼者はマイシマ・
ヒロシ、あんたのお父さんや…
…
アンジュ ……！
チドリバシ あんたのお母さんが亡くならはったことを聞いて、昔のことを許し
てくれとは云わん、けど、どうしても会って詫びを云いたい、そない云うては
る……
アンジュ ……
チドリバシ 興信所や探偵事務所、いくつも変えながら、ずうっと探してはった
らしい。どや、会うだけでも会うたってくれへ
んやろか……
やにわに立ち上がり、階段を駆け上るアンジュ。
マリ アンジュ……！
アンジュ （
階段の途中で立ち止まり）
そんなん…だって…おかあさん――
かぶり

チドリバシ ほんまに反省してはんで、お父さん……
アンジュ （
激しく 頭 を振る）
……
マリ ほんまにたいせつな探しもん、みつかったんやんか……

アンジュ ……
マリ そやのに、なんで逃げるん……
アンジュ だって……
マリ あんた、わたしにおしえてくれたやん、ほんまにたいせつな探しもんがみつ
かったときに、どないしたらえゝかを……
アンジュ ……
マリ しっかり向き合うんやろ、過去と現在と、それから未来と……
アンジュ うち……
マリ うん……
アンジュうちの居場所は、地球上にはどこにもあれへ
んねん、だってうちは――
マリ アンジュ……！
途端に雷鳴。
去ろうとするアンジュの前に、アジカワグチが立ちはだかる。
アジカワグチ 待ちなさい……
アンジュ ……！
チドリバシ あ、まだおったで、あのオバハン……
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マドカ けど、なんか、さっきまでと雰囲気ちゃうで……
アジカワグチ あんたは天使やあれへ
ん……
アンジュ ……
アジカワグチ せやから、天に帰ることはでけへ
ん……
アンジュ ……
アジカワグチ あんたの居場所は、こゝ、あんたの関わった全ての人たちの間にし
かあれへ
ん……
アンジュ それは……
アジカワグチ 無限の命を生きる天使には、時間の流れは存在せえへ
ん。反対に、
人間の命は無限やない。せやからこそ、人間には、変っていく力が――未来
という時間が、与えられてるんや……
アンジュ 小母ちゃん……
アジカワグチ えゝな……
アンジュ ……
アジカワグチ マドカ……
マドカ え、わたし……？
アジカワグチ 前に、預けといた羽根あるやろ……
マドカ あ、あれ……

アジカワグチ 返やしてんか……
マドカ あ、はい……
マドカ、その辺に置いたまゝだった翼を持って階段を昇ると、アジカ
ワグチに渡す。
アジカワグチ （翼を装着し）さてと、こゝらが潮時のようや。皆の衆、ほな、さ
いなら……
突如、まばゆいばかりの光がアジカワグチを包む。
チドリバシ ちょっと、あんた、まさか……
マリ ほんまの、天使……
アジカワグチ 最後に云うたったわ、説明台詞う……！

ぼう

眩しがる一同を後目に、天上へ去って行くアジカワグチ。
一同、唖然惘然。
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マドカ おい、コラ、こないなオチありかいッ……！

Le chemin du ciel

ストンと暗転。
あまつみち

５・
５ 天道
上手上方に灯りが這入ると、一人の天使が浮かび上がる。
天使は、ぶつぶつ云いながら、仕事をしている風。
天使 ほんま、かなんなあ、こないな時期に、いっぺんに、ドサーと持ってきてか
らに、経費精算。これ何や？ あゝ、東南アジアの連中か。こっちはと、あ、中
東やね。えらいこっちゃな、あっこらへ
んも……
ところへ
やってくるアジカワグチ。
アジカワグチ 相変わらず、忙しそやねえ……

天使 （
黙々と仕事）
……
アジカワグチ どやのん、最近……？
天使 見てのとおりやがな……
アジカワグチ （天使の横に腰を下ろし）大変やねえ、天使の世界の総務係も
……
天使 （仕事しつゝ）だいたい、何で、天使界が人間界の真似して、こないな部署
作らなアカンねんな……
アジカワグチ まあ、時代の流れっちゅうやつとちゃうやろか……
天使 （
仕事しつゝ）
天使にゃ時代も流れもなかったんとちゃうんかい……
アジカワグチ 今にＩＴ革命の荒波も押し寄せてきたりして……
天使 （
仕事しつゝ、首の動きだけで示す）
もう来てるがな……
アジカワグチ （
天使の示した方を振り向き）
うわあ、何や、あのコンピュータ…
…！
天使 （
仕事しつゝ）
物品購入申請用のオンライン端末。本部のメイン・
コンピュー
タと直結してんねん。今後はもう、丼勘定なんかでけへ
んで……
アジカワグチ いやあ、何や、世知辛い世の中になったなあ……
天使 （
仕事しつゝ）
いや、あんたが呑気すぎなんや……
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アジカワグチ 「
呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音
がする」……
天使 （
仕事しつゝ）
何や、それ、相田みつをか？ そらもう、時代遅れやで……
アジカワグチ 何云うてんねん、『
吾輩は猫である』
、夏目漱石やがな……
天使 せやけど、こないに人間が増えてもうたら、天使としても大変やで……
アジカワグチ 悲しい音のしっぱなしか……？
天使 そないにヒサンな世の中なんかい……
あめ

アジカワグチ 倒産、リストラ、ネット殺人、中東問題、口蹄疫――えらいこっ
かさ

ちゃで、天が下は。天使連中も天手古舞い……
天使 どうりで、経費も嵩むハズや……
アジカワグチ ほんま、残業に継ぐ残業やなんて、神も仏もないものか……！
天使 天使がアホなこと云うたらイカン……
アジカワグチ けど、若い天使の中には、何や新興宗教走っとる連中もおるら
しで……
天使 （
感に堪えたように）
おっとろしい世の中やなあ……
アジカワグチ いや、全く……

天使 （
仕事を終えて）
さ、今日は、こいでお仕舞い。さよなら三角、また来て四
角や……
アジカワグチ ほな、ワタシも……
天使 （
立ち上がり）
よっこらしょっと……
アジカワグチ あ、えゝこと思い付いた……
天使 何やいな……？
アジカワグチ 経費節減の決定打……
天使 アカンアカン、リストラ以外に、手はあれへ
ん……
アジカワグチ 新規採用を控えんねん……
天使 そないなことしたら、今おる天使、労働強化で死んでまうがな……
アジカワグチ いや、その代わり、人間に天使の役をやってもらう……
天使 何や、バイトかい……
アジカワグチ いや、ヴォランティーアやな……
天使 只働きさせんのかいな、エゲツないこと考えよんなあ……
アジカワグチ 思い付きやがな、思い付き……
天使 も少し、人間のこと考えたりぃな……
アジカワグチ しゃあないがな、どうせワタシらにでけるこというたら――
天使 経費の計算か――
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アジカワグチ ちょこっとヒント出して、励ましたることくらいやねんから……
天使 まあ、しゃあないな。ほな、行こか……（
去り掛ける）
アジカワグチ （
下界を見て）
あ、一寸待った……
天使 何や……？
アジカワグチ 例のヤツ、やっとこか……
天使 やんのぉ……？
アジカワグチ せめてもの、バイト料やがな……
天使 ほな、さっさとやってくで……
大きな団扇を取り出すアジカワグチ。
天使 おい、何やねん、それ……？
アジカワグチ 団扇やな……
天使 どないしたん、そないなもん……
アジカワグチ いや、あっこのな、風神さんとこの前、通り掛かったら、軒先に吊
してあったんで、借りますぅ、云うて、借ってきたった……
天使 風神さん、ウン、云わはったんかいな……？
アジカワグチ いや、そら聞こえんかったな……

天使 あんた、そらドロボーやで。かなんやっちゃなあ、天使がドロボーしてどな
いすんねんな……
アジカワグチ いや、ちゃんと返やすがな……
ト、大きな団扇をふた扇ぎするアジカワグチ。
天使 （
下を見下ろして）
あ、見てみぃな、エライ風やがな。皆んな、よろけたはる
で、下の人ら……
アジカワグチ ほうれ、これでつんつるてんの青空や……
天使 まあ、雷落とすよりは、何ぼかマシか……
アジカワグチ あ、そう云えば、雷神さんのとっから借りとった太鼓、まだ返や
してへ
んかったな……
天使 おい、アカンがな、それ……
暗転。
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そらのあおみ

６ 空青
Le bleu du ciel
ゆっくりと明 るむと、一 場 と同 じく、宙 に、沢 山 の回 転 す る白 い
傘。
アンジュが階段の一番下の段に坐わり、何やら書いている。
ところへ
やってくるマリ。
マリ なんか楽しそうやな、小娘……
アンジュ べつに……
マリ なに書いてんの……？
アンジュ ひみつ……
マリ （
アンジュの横に腰を下ろし）
どう、うまくやってけそう……？
アンジュ まあね……
マリ おとうさん、ずっと独身やってんやろ……？
アンジュ もてへ
んかっただけやろ……
マリ うれしいくせに……
アンジュ そないに可愛げの残るような人生おくってきてないもん……

マリ ……
アンジュ ……
マリ いつ出発、ベトナム……？
アンジュ あさって……
マリ むこうで、なにすんの……？
アンジュ おとうさんといっしょに、コンピュータのシステム・
エンジニア……
マリ へ
え……
アンジュ 技術職やろ……
マリ うん……
アンジュ マリこそ、どないすんの、仕事……？
マリ まあね、ぼちぼち探すわ……
アンジュ やめんでもよかったんちゃうの、会社……？
マリ 未来をな、ちゃんとあるいていこ、おもて……
アンジュ 地面の上を……？
マリ そや、人間やもん……
アンジュ けど、人間て、進化して、そのうち、空飛べるようになったりせえへ
んの
かな……
マリ バイオテクノロジーか……
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アンジュ 遺伝子操作やったりして……
マリ そういうたら、天使って、人間が鳥に進化するとちゅうの姿や、っていう
説があったな……
アンジュ ほんま……？
マリ ウソ……
アンジュ なんや……
マリ それより、鳥が退化して人間になったんやったりして……
アンジュ そしたら、あの掃除の小母ちゃんも、いつかは人間にならはんのかいな
……
マリ もう、だいぶんなりかゝってんのとちゃうやろか……
アンジュ でも、こんなこというてたら、怒って、雷とかおとさはるかもよ……
マリ （
空を見上げ）
今日も雨降りそうやもんね……

いうたら、聖母マリアさまのことや……
Marie

マ リ ィ

アンジュ （
立ち上がり）
さ、もういかな……
マリ うん……
アンジュ マリ……
マリ なに……？
アンジュ フランス語で

マリ なんやの、急に……
アンジュ 天使がマリヤさまに贈るいうたら、きまってるやん……
マリ え……？

み つか

アンジュ「
おめでとう、マリア、祝福されたる人」
……（
ト、マリに書いていたもの
を手渡す）
マリ なに、これ……？
アンジュ （
階段の最上段に昇り）
未来へ
の切符や……

幕。

マリ、ゆっくりと空を見上げる。

は

ト、アンジュの姿、翼のはえた天使のごとくまばゆく。

途端に、傘たちは消え、一瞬にして霽れ上がる空。

マリ （
読む）
雨の日も晴れの日も、見上げれば常に、御使いが、空にたゝずみ―
―
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