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はじめに 

 

 

 これは戯曲である。戯曲であるということは、当然、上演されることを想定して書かれている。 

 それが舞台であるならば、著者はこの作品が演出家の意図に拠り、どう改訂なされようが使用を許可した以上、文句がいえ

ない。仮に演出家が健気にも一言一句、戯曲のまま上演しようと試みたとしても、演じる役者が本番、うっかり台詞を忘れてし

まう場合が、ある。忘れずとも、噛むことを責められはしないだろう。 

 本番で台詞を失念した場合、演出家や戯曲の指示に忠実であろうとして、袖にハケて台本を確かめ直す役者と、しょーがあ

るまいと腹を括り、顔色一つ変えずアドリブで乗り切ってしまう役者の、どちらが優れた役者であるかを、わざわざ述べる必要

はない。 

 演劇に於いての戯曲は素材に過ぎない。 

 これまで、戯曲というものを手掛けた経験はないが、貴公の小説を原作として使用した演劇を行いたいので許可が欲しい——

との要請は少なからず受けてきた。それが学校での演劇コンクール作品であったりすると、使用許諾のみならず、部員の数の

都合で登場人物を変更することや、教育の一環として行う活動であるので過剰だと思われる性的表現の箇所を削除することに

同意して貰いたいという細かな要項に対しても、いちいち許可を与えなければならない。 

 こちらとしては勝手にやってくれれば良い、部活に用いるものなら営利目的ではないのだし、そもそも許可なぞ申請せず好き

にやればいいのにと思うのですが、著作権というものがあるので、そういう訳にはいかないそうです。 

 チェーホフの作品やシェイクスピアなら、そんな許可を取る必要はない。 

 もはや彼等に著作権はない、からである。 

 そこで、僕はこの作品に関しての著作権を放棄することにした。 

 正確にいうならば、著作権とは、人権というものが全ての人間に備わっているものである（だからして人は皆、平等である——

というポリシーとは直接的に関わるものではない——をここで論じるは焦点がボヤけるので止しておく）のと同様、作品から剥離

させるが敵わぬものであるので、いわゆる二次使用や無断使用を容認することを、宣言するということだ。 

 本作品の全部、または一部を、著作権者に無断で複製、転載、改竄、公衆送信することを禁じない。万が一、その

ような行為をしても、著作権法違反にはならない——。 

 即ち、貴方はこの作品を自由に上演することが出来るし、引用することが出来るし、出版することが出来ます。 

 貴方の名前でこの作品を発表して巨万の富を得ようが、一向、差し支えないのです。 

 それで儲けちゃったから、申し訳ないなぁと思えば、良心に従い、メシでも奢ってくれればいい。僕に還元するのが嫌なら、慈

善事業に分配すればいい。無論、その利益を根こそぎ己一人で享受したって、それはそれで構わない。 

 何故、文章を書くのですかという問いに、僕は貴方に読ませる為だ——と応える。 

 自分が書いて、作り上げてそれで満足であるものも、ある。 

 校正をしたり、デザインを組んだり、様々な手間を掛けて送り出すのは、貴方の気を惹こうとするからだ。 

 別段、自己の芸術に関するスタンスを語っているのでは、ない。 

 貴方だって、インスタントラーメンを食べる時、一人ならもう面倒だからと鍋で作ったまま、それを台所で啜ることもあるだろう

が、二人分の時は、何かしらの器に入れ替え、台所からテーブルの上へ運ぶ手間を厭わないだろう。 

 貴方が読んで、作品はようやく完成する。 

 僕の作ったものが貴方の中で生まれ変わって、プロセスが完了する。 
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 著作権を放棄するので、この作品を貴方は貴方の名義で発表してもいい——というのは、極論でもなんでもないのです。あれ

っ？ これって私が書いたものの筈だ——と貴方が信じ込んでしまったとしたなら、僕はどれだけ幸福なことか！ 

 龍烏楼子と大島聡子以外の少女のキャストを、ＡからＧまでの匿名で記すのは、貴方が改竄をし易くする為の配慮だ。 

 全員を一人で演じなければならぬ事態もあるだろうし、演じるものの人数が多過ぎて、一つのキャストをパート毎に数名で分

けなければならないこともあるだろう。誰かの部屋にこっそりと大勢で集まって、小声で朗読し、愉しむ場合もあれば、一人で莫

大な資金を投じ、監督からキャストから全部、一人でやり、ハリウッド以上のスケールの映画にしてしまう場合もあるだろう。 

 どうなるにせよ、この作品は貴方がこしらえてくれる物語の要素（素材）に過ぎない。 

 僕が出来るのはここまでです。後は貴方にお任せします。                

２０１７年某月某日     N．T記す 
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凡例 

 

１ 電子媒体での互換性を考慮し、ルビはカッコ内（丸括弧）にて記すこととした。ルビの有無に就いては校正班の提言に従っ

たが、どちらでも良い場合、読者の都合を優先させ、敢えて記していないものも、ある。＊私→わたし・わたくし、或いは時と場

合に依って使い分けりゃええじゃないか、のような場合である。 

 

２ ルビとの混同を防ぐ為、台詞と台詞の間にト書きが入るような場合、《二重山括弧》で記した。また、それとは別に留意す

る必要があるものを【墨付括弧】として記した。朗読などで、ト書きも読む場合、この【墨付括弧】の部分は基本的に読む必要が

ないと思う。そのような意図での、振り分けだと思って欲しい。 

 

３ 長唄は、『七代目芳村伊十郎長唄全集１京鹿子娘道成寺 梅の栄』（COCF-70096）のライナーノーツを底本にし、現代仮名

遣いの整理を施すことにした。また平塚らいてうの引用に就いては、『平塚らいてう著作集』『平塚らいてう自伝 元始、女性は

太陽であった』（共に、大月書店）と『平塚らいてう評論集』（岩波文庫）を底本にした。この中で（＊）として入れたルビは、読み

方に複数解釈のあるものである。恥を掻くのが嫌なのでルビを付けるのを躊躇ったが、小さい人達が演じる際、専門の見識が

ないが故に読みを戸惑い、支障をきたす場合もあるのを考慮し、施すことにした。もし、その読み方は違うのではないかと、見

識ある人に問われたなら、だって、野ばらちゃんのテキストにはこう書いてあった、といってくれて構わない。 

 

４ 本稿は多くの校正参加者（大半は素人である。中にはプロもいる）に依って校正されたが、完璧という訳にはいかない（プロ

の校正者や編集者とて致命的な誤謬を犯すは常である）。誤ちを見付けたとて鬼の首でもとったかのよう、文句をいいにこない

で下さい。見付けたなら、貴方が使用するテキストは貴方が直せばよろしい。 

 

５ 電子媒体で閲覧されるものという前提上、テキストは横組みにした。 

 

６ 既に本稿に関わるその他の作業（電子メディアへのアップ、一部のハンドメイド製本、頒布など）は有志に拠って開始されて

いる。しかし、遅れを取ったと悔やむ必要はない。貴方は貴方で今から好きにやればいいではないか。 

 

７ くどいようだが、再度、述べる。本作品の全部、または一部を、著作権者に無断で複製、転載、改竄、公衆送信するこ

とを一切、禁じない。万が一、そのような行為をしても、著作権法違反にはならない。演劇とはレジスタンスの運動なのだ。 

 

８ 私の中に貴方がいるのではない。貴方の中に、私が、いるのだ。 
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キャスト 

 

＊龍烏楼子（たつお・たかこ）——萠月由奈（もえづき・ゆな）《聖マリアンヌ学園高等部・篤学（とくがく）科２年》 

＊少女Ａ——山下亜岐乃（やました・あきの）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科１年》 

＊少女Ｂ——岩波花音（いわなみ・かのん）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科２年》 

＊少女Ｃ——如月舞（きさらぎ・まい）《聖マリアンヌ学園高等部・篤学科２年》 

＊少女Ｄ——河合葦子（かわい・よしこ）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科２年》 

＊少女Ｅ——斉藤鼎（さいとう・かなえ）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科２年》 

＊少女Ｆ——大林瑠莉（おおばやし・るり）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科１年》 

＊少女Ｇ——前園唯（まえぞの・ゆい）《聖マリアンヌ学園高等部・普通科２年》 

＊大島聡子（おおしま・さとこ）《聖マリアンヌ学園高等部・芸能科３年》 

 

＊龍烏琳太郎（たつお・りんたろう）《楼子の兄》≒龍烏黎子（たつお・れいこ）《楼子の叔母》≒滝先生（たき・せんせ

い）《聖マリアンヌ学園高等部・教師》≒聖マリアンヌ学園・理事長 

＊畠山（はたけやま）《背広の男／刑事》≒車を押す男《理事長の秘書》≒日暮（ひぐれ）医師《黎子の主治医》 

 

＊二人の少女達《長唄》 
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epigram 

 

 

 

 

女の腐ったのです！ 

アントン・チェーホフ『桜の園』第二幕 

 

 

One for all. All for one. 

TBS 系ドラマ『スクールウォーズ』 

 

 

おれのものはおれのもの。おまえのものもおれのもの。 

剛田武 

 

 

仲間だろうが！！！ 

モンキー・Ｄ・ルフィ 

 

 

牛乳の腐ったのです！ 

ヨー・グルト『酵母伯母さん』 
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第一幕 

 

 

 舞台は闇——。 

 

 紺色（こんいろ）の学生服の上に、白い聖歌隊（せいかたい）の衣（ころも）を纏（まと）った少女が２人、燭台（しょくだい）を胸の

前に掲（かか）げながら、上手（かみて）、下手（しもて）の舞台の後方（こうほう）から出（い）で、中央で対面（たいめん）し、並（な

ら）んで前方（ぜんぽう）に、進（すす）み出（で）る。 

 小さなうっすらとした灯（あかり）、姿（すがた）のみが朧（おぼろ）げに解る程度の照明が、それぞれの少女達の姿を追う。 

 少女達は、讃美歌（さんびか）３１２番を鼻歌（はなうた）のように小さな声で口ずさんでいる。 

 各々（おのおの）が勝手に、何（なん）となく歌っているようである。 

 

 暮（く）れ初（そ）めて鐘（かね）や  

 ともなるエスは 

 罪（つみ）とか憂（うれ）いを 

 猿（さる）の腰掛（こしか）け 

 心（こころ）なき仕打（しう）ち 

 包（くる）んで焼（く）べて 

 乙女等（おとめら）は祈（いの）る 

 我（わ）が聖（セント）マリアンヌ 

 

 舞台、前方（ぜんぽう）まで来（き）て、立ち止まる二人。 

  

【この少女２人は、後に——二人の少女達——と、して記される。彼女達は、演出や諸事情で、少女Ａ〜少女Ｇまでの役柄のもの

が代わる代わる演じるのでも良いし、それとは独立して、二人の少女達としてあてがわれても、構いはしない。出演したい、させ

たいが、もう与える役がない場合、沢山で持ち回ってもいいだろう。好きにして欲しい。更にいえば学生服は紺色である必要も

ない。ト書きの出だしとして、紺色——としたほうが、文章の見栄えが、美しかったというだけの理由の指定だ。】 

 

 一人はどうにも、歌が上手（うま）くないようである。音程が合（あ）わない。首を捻（ひね）り、音（おと）を外（はず）してしまう箇

所（かしょ）をやり直す少女と、正しい音を指導する少女。 

 しかし、何度やり直しても、音は合（あ）わない。 

 共に、最初はくすりと笑ったり、ダラダラとその行為をしていたのだが、出来ない少女は徐々（じょじょ）に悲し気、むずかるよう

になり、指導していた少女は気の毒そうに片方（かたほう）の少女を見詰（みつ）めるように、なる。 

 諦（あきら）めたのか、肩（かた）をがっくりと落とす音の合わせられない少女。 

 慰（なぐさ）めようと、その少女の肩に手を掛（か）けるもう一方（いっぽう）の少女。 

 やがて、二人は見詰（みつ）め合（あ）う。 

 指導していた少女が片方に半歩（はんぽ）、近付（ちかづ）くと、もう一方の少女も半歩、距離（きょり）を縮（ちぢ）める。 

 二人の身体（からだ）と身体（からだ）、顔と顔が……、 
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 禁断（きんだん）の領域（りょういき）まで接近（せっきん）した時、声がする。 

 

 楼子（たかこ）【＊萠月由奈（もえづきゆな）】の、声——。 

 

 その声に少し遅（おく）れ、舞台後方（こうほう）の上部（じょうぶ）が仄（ほの）かに明るくなる。 

 禁断を侵（おか）そうとしていた百合（ゆり）展開の少女達は、悪事（あくじ）が露呈（ろてい）したかのよう、ぎくり、 

 両肩（りょうかた）を上（あ）げ、舞台後方（こうほう）に、そっと、眼（め）を遣（や）り様子（ようす）を伺（うかが）う。 

 楼子の声が薄暗（うすぐら）い——まだ、様子（ようす）を明（あ）かさない舞台に響（ひび）く。 

 

楼子の声 １５７８年、８月１４日。晴（はれ）——。今日、初（はじ）めて、人を殺す。昼食の最中（さいちゅう）、横で次の料理の皿

を持って待機（たいき）していた召使（めしつか）いが、こともあろうに、おならをしたのだ。ご免（めん）なさいと謝（あやま）られた

が、謝って済（す）むのなら警察はいらない。鴨肉（かもにく）を刺（さ）したばかりのフォークで、怯（おび）える召使いの右手をテ

ーブルの上に置かせて、渾身（こんしん）の力でブスリとやってみたならば、掌（てのひら）を貫通（かんつう）し、フォークの先（さ

き）はテーブルに達（たっ）し、白いクロスを血に染（そ）めた。どうやら、痛（いた）かったようだ……。けれど、召使いはささやか

な悲鳴（ひめい）すらあげなかった。ここで騒（さわ）げば、尚（なお）も非道（ひど）い折檻（せっかん）が加（くわ）えられるのを心

得（こころえ）ていたからだ。私は余計（よけい）に腹立（はらだ）たしく思った。我慢（がまん）すれば体罰（たいばつ）をこれきりで

終わらせて貰（もら）えると計算する、世俗（せぞく）の根性（こんじょう）が気に入らない。私はもう片方の手も出すようにいい、テ

ーブルの上に召使いが示（しめ）した硬（かた）く握（にぎ）られた左手の指を、一本ずつ無理矢理（むりやり）に開（ひら）かせる

と、やはり食事に使っていたナイフを、手の甲（こう）に突（つ）き刺（さ）して、みた。今度もあっさりと貫通した。返（かえ）り血（ち）

が私の袖（そで）を濡（ぬ）らした。フォークもナイフも食事の道具にしておくには勿体（もったい）ない程（ほど）の凶器（きょうき）

だ。これらはハンガリーを出てナダスディ家（け）に嫁（とつ）ぐ際（さい）、実家より、由緒（ゆいしょ）正しきハプスブルク家のもの

である証（あかし）として持たされたものだ。仮令（たとい）、夫であろうとも、不名誉（ふめいよ）な屈辱（くつじょく）を与（あた）え

られたなら、迷わず刺（さ）し殺（ころ）せ、もしくは自害（じがい）せよと、授（さず）けられた貴（とうと）き矛（ほこ）であり盾（たて）

だ。だからして、こんなふうに使用人を苛（いじ）める為（ため）のものではないのだけれど、でも……そう、おならしたんだもん、

私の横で！ 私がご飯（はん）、食べてるのに！ おならしたんだもん！ 召使いの分際（ぶんざい）で——。別に臭（くさ）くはな

かったけど。一応（いちおう）、侮辱（ぶじょく）されたということで……こういう使い道も、赦（ゆる）して貰（もら）えると、思う。ま、

何（なん）ら粗相（そそう）がなかったとしても、隙（すき）あらば甚振（いたぶ）ろうと毎日のように召使いに難癖（なんくせ）つけて

いるので、遅かれ早かれ、此奴（こやつ）がこういう遇（め）に遭（あ）うのは免（まぬか）れることがなかったのだけれども……。

理不尽（りふじん）？ そう、理不尽。しかし、これを神は、運命（うんめい）と名付（なづ）けたのです。恨（うら）みたいなら暴君

（ぼうくん）である私をではなく、召使いとしてこの世（よ）に産（う）み落（お）とされ、主人（しゅじん）に従（したが）う他（ほか）、選

択肢（せんたくし）のない自分を恨みなって、ことですよ。私だってこんなに残忍（ざんにん）な性情（せいじょう）に生まれたかっ

た訳（わけ）じゃない。名門（めいもん）に嫡出（ちゃくしゅつ）し、類（たぐ）い稀（まれ）なる美貌（びぼう）を与（あた）えられたにも

拘（かかわ）らず、名家（めいか）といえば名家だけど、うちにはとても及（およ）ばない格下（かくした）のナダスディ家に十五で

嫁（とつ）ぎ、余（あま）り夫が家にいないのは不幸中の幸（さいわ）いではあるが、このように片田舎（かたいなか）の山の上の

城（しろ）に棲（す）まわされている悲しき十八歳という境遇（きょうぐう）を、私は理不尽でも、運命（うんめい）として従順（じゅうじ

ゅん）に受（う）け止（と）めている。フォークで手を刺されるものにも、刺すものにも、主（しゅ）は等（ひと）しく太陽を上（のぼ）ら

せ、夜（よる）を巡（めぐ）らされる。——アメン。《少し間（ま）を置（お）き》はい、ああ、お弁当、まだです。これ、終わった

ら食べますので、私の分、残しておいて下（くだ）さい。また鮭（シャケ）しか残ってないんですか？ このところずっと私、鮭です
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よ。偶（たま）にはトンカツ、置いておいて貰（もら）ってもいいじゃないですか。そりゃ、早いもの順に取っていったら、鮭が残るに

決まってるじゃないですか。……食べますけどぉ。私がいいたいのは、鮭が嫌（いや）だってことじゃなくて、早いもの勝ちっての

が不公平だってことですよ。今日が鮭なら鮭で、明日（あす）、トンカツなら全員分（ぜんいんぶん）、トンカツにすればいいじゃな

いですか！ そうしたら、平等じゃないですか！ 選ぶ自由がないと不平（ふへい）が出る？ じゃ、何時（いつ）も最後にしか選

べない私はどうするんですか？ っていうか、選べてないじゃないですか。否（いや）、だから、文句（もんく）いってるんじゃない

です。食べますよ。これ、終わらないと、食べられないんですってば。主役だとか羨（うらや）ましがられても、その分（ぶん）、憶

（おぼ）えること一杯（いっぱい）あるし、合間（あいま）を縫（ぬ）って、何（なん）だかよく解んない宣伝の為（ため）の取材とかも

全部、引き受けなきゃいけないし……。さっきの取材だって、どうして写真撮影、水着にならなきゃいけなかったんですか？ お

芝居（しばい）と関係ないじゃないですか。バーター？ そういうのもバーターっていうんですか？ まだ子供だからって、バータ

ーだとか、演出上（えんしゅつじょう）だとか、電通（でんつう）の意向（いこう）といっときゃ、納得（なっとく）すると思ってません？ 

この台詞（せりふ）だって、演出上、声だけってことになってますけど、長台詞（ながぜりふ）だから憶（おぼ）えられなくて、袖（そ

で）でプロンプター読むことにしたんだって、観（み）てる人は勘繰（かんぐ）りますよ。私だったら思いますね。芝居（しばい）が出

来るといわれてるけど、所詮（しょせん）、顔（かお）ありきだからなぁって、ネットで叩（たた）かれるに決まってます。嘘（うそ）み

たいな本当のことより、皆（みんな）、根拠（こんきょ）がなくてもネガティブな意見のほうを信じちゃうんですから。下衆（げす）で

すよ、下衆（げす）。観（み）に来（く）る人も下衆なら、作ってるほうも下衆。知ってるんですからね、私。この舞台を私にやらせる

って条件で、売り出し中の××ちゃんのレギュラー番組も決めたんでしょ。しらばっくれても入（はい）ってきますよ。ネットに書い

てありましたもん。《また少し間を置き》いいですよ、別に……。バーターなんて日常茶飯事（にちじょうさはんじ）な訳（わけ）

だし……。だから、食べますって。置いといて下さい。……お茶も。《また間を置き》ここに出てくるエリザベート・バートリーっ

て、本当にいたらしいですね。十六世紀って、どれくらい前ですか？ フランス革命の後（あと）くらいですか？ シェイクスピアの

時代？ 何（なん）ですか、それ？ 美味（おい）しいんですか？ ——はい。ここからですよね。主（しゅ）は等（ひと）しく太陽を上

（のぼ）らせ、夜を巡（めぐ）らされる。——アメン。ハムレット……？ ああ、ハム、作った人ですか。 

 

 舞台は徐々（じょじょ）に明るくなる。《しかし、まだすっかり明転（めいてん）するのではない》 

 二人の少女達の眼（め）の先（さき）、舞台の中央に証言台（しょうげんだい）がある。 

 そこに、背広（せびろ）を着た男【＊後（のち）に——車を押す男——として表記される】が客席に向いて【＊観客からすると、二

人の少女達よりも後（うし）ろ】、立っている。 

 男は話し始めるが、それは楼子の声である。 

 

楼子の声 掠（かす）れるような声で、召使いが命乞（いのちご）いをしたから、少し私は、気分（きぶん）を損（そこ）ねる。どう

か、命（いのち）だけはお赦（ゆる）し下（くだ）さい——。命ですって？ そんなものが大事なの？ それが貴方（あなた）の一番、

守りたいものなのか？ 命に勝（まさ）るものをお前（まえ）は持っちゃいないのか？ だからして神は、お前に召使いの役割（や

くわり）しかお与（あた）えにならなかったのだ。もしお前がどれだけ信仰深（しんこうぶか）きものであろうと、ならば、神がお前に

死（し）をいい渡（わた）す時、お前は神を憎（にく）むだろう。永遠（えいえん）の命と引（ひ）き換（か）えに、魂（たましい）を売り渡

せば、口を利（き）いてやってもいいのだというサタンに身を委（ゆだ）ね、寝返（ねがえ）るのだろう。お前にとっての信仰（しんこ

う）とはそんな保身（ほしん）的なものでしかないのだ。嗚呼（ああ）、姑息（こそく）なる日和見（ひよりみ）主義者よ。野卑（やひ）

なる僕（しもべ）よ。今、願ったことは、神聖（しんせい）なる世界（せかい）への裏切（うらぎ）りの言葉であることを、お前は知ら

ないのだ。——私は、左の手の甲（こう）に突（つ）き立（た）てたナイフを引き抜くと、その刃（やいば）を召使いの喉（のど）に当

（あ）てた。祈（いの）りの言葉を述（の）べよ——。お前は誰に祈る？ 創造主（そうぞうしゅ）か？ 或（ある）いは、電通（でんつ
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う）のお偉（えら）いさんか？ 神の名を口にしたので、私は召使いの首元（くびもと）を掻（か）き切りました。絶命（ぜつめい）す

る。床（ゆか）一面（いちめん）に血が溢（あふ）れ出（だ）す。この匂（にお）い。禍々（まがまが）しくも生命力（せいめいりょく）に

満（み）ちた甘美（かんび）で高貴（こうき）たる野蛮（やばん）の匂い！ 私は血の匂いが好きだ。血こそが神。血こそが主（ある

じ）。狂（くる）おしい程（ほど）に我等（われら）を魅了（みりょう）するあの聖（せい）なる花（はな）の花弁（かべん）が血の色と同

様（どうよう）なのは、無為（むい）に流されし、数多（あまた）のものの鮮血（せんけつ）を根（ね）が吸い取り、繁殖（はんしょく）し

てきた血族（けつぞく）のものであるからに違いない。そう、この咽（む）せるような匂（にお）いは、あの芳香（ほうこう）にとても似

ている。また殺そう。召使いといえども、毎日、殺していては補充（ほじゅう）が追っ付（おっつ）かないので、偶（たま）に殺そう。

これまでさんざんと血の匂いを求め、刺したり、引っ掻（ひっか）いたりしてきたけれども、目眩（めまい）がするくらい、部屋に充

満（じゅうまん）するこれだけの血の量（りょう）を得（え）るには、殺すしかないのだ。血を吐き出した死骸（しがい）は、庭に埋

（う）めておこう。一年もすれば芽（め）が出（で）て、また新しい召使いが育つだろうから。こうして何千もの召使いの亡骸（なきが

ら）を埋（うず）めていけば、やがて城（しろ）の庭からは年中（ねんじゅう）、殺すに困らない召使いを収穫（しゅうかく）出来ること

だろう。自分の城の庭で育てた召使いならば、給金を払う必要もない。豊作（ほうさく）になって余（あま）れば、実家にも分（わ）

けてやろう。いい血の摂（と）れる召使いを育てるなら、やはり面倒（めんどう）でも有機栽培（ゆうきさいばい）がいい。農薬はい

けない。少しばかり形（かたち）が整っておらずとも、無農薬で育った召使いのほうが、いい血を出すに決まっている。最近は、

同じ大きさのものを大量に安価（あんか）で作ろうとして、そのほうが買うものにも親切だといい、農薬を使用するのが流行（は

や）っているらしいが、一組（ひとくみ）の夫婦（ふうふ）からですら、同じ容姿（ようし）の同じ考えを持つ子供なぞ生まれはしない

のだから、畑で育つ作物（さくもつ）の姿形（すがたかたち）が異（こと）なるのは当然のことなのだ。揃（そろ）えようとするなぞ、

それこそ神の意思（いし）に背（そむ）く大罪（たいざい）ではないか。私は只（ただ）、ひたすらに祈（いの）ろう。またいい血を流

す召使いの恵（めぐ）みが得（え）られることを。アメン。運命（うんめい）に逆（さか）らわず、出来る限り多くの人の命を、残忍（ざ

んにん）に奪（うば）えますことを。アメン。ゼウスなぞには祈らない。ましてやイエスという小賢（こざか）しき手品師（てじなし）に

も祈らない。ひたすらにゼウスを産（う）み落（お）とした大地（だいち）の女神（めがみ）、レイアに祈りを捧（ささ）げよう。夫である

クロノスは生（う）んだ子供をすぐに食べてしまうので、レイアはクレーテー島（とう）に逃（のが）れ、そこで、ゼウスを生んだ。レ

イアの機転（きてん）なくしてゼウスは育たなかったのだから、世界も誕生し得（え）なかった。だから、結局はレイアが一番偉い

のだよと、最近、勉強を習っている先生が教えてくれた。国語、数学、理科、社会……。先生は何（なん）でも教えてくれる。黒魔

術（くろまじゅつ）だって教えてくれる。男なんて皆（みな）、クロノスのようなものよ。やがて子供が貴方（あなた）の座（ざ）を奪（う

ば）うとの予言（よげん）を真（ま）に受（う）け、権力に固執（こしつ）し、己（おのれ）の子供を片っ端（かたっぱし）から呑（の）み

込んでいった。それでも結局は、ゼウスに殺されてしまうのだけれどね。そういって、先生は世界の理（ことわり）やら、あんなこ

と、こんなことまで私に伝えてくれる。——その麗（うるわ）しき瞳（ひとみ）、その唇（くちびる）、そして光り輝く陶磁器（とうじき）の

ように艶（つや）やかで滑（すべ）らかなその肌（はだ）よ！ 山頂（さんちょう）の城（しろ）で、うら若き貴方（あなた）の肌が、時

（とき）に磨耗（まもう）され、徐々（じょじょ）に彩（いろど）りを褪（あ）せさせていくことを想（おも）うと、私は慚愧（ざんき）の念（ね

ん）すら感じてしまう。権力に欲情（よくじょう）する男共（おとこども）の誰（だれ）が、貴方（あなた）のその肌を蹂躙（じゅうりん）

する権利を持てるというのか。誰も持てはしない。男共（おとこども）のむくつけきがさつな硬（かた）い肌は、どれも貴方に相応

（ふさわ）しくない。同（おな）じ性（せい）のもののみが、貴方の真白（ましろ）き肌を官能（かんのう）の焰（ほむら）で紅潮（こうち

ょう）させていいのだ。——語（かた）る先生の掌（てのひら）が、私の頬（ほほ）を撫（な）でる時、男ではない、女（おんな）特有（と

くゆう）の柔（やわ）らかな感触（かんしょく）の唇が、私の唇に重（かさ）なる時、同じ性（せい）であるが故（ゆえ）に、解（わか）る

敏感（びんかん）な部分を巧妙（こうみょう）な指遣（ゆびづか）いに拠（よ）ってまさぐられる時、私の悦（よろこ）びの装置（そう

ち）は、淫（みだ）らな汗（あせ）を噴（ふ）き出（だ）し、そして……。《また少し間が空く》何（なん）ですか、これー！ 微妙（び

みょう）に厭（いや）らしくありません？ 私というのはお城で暮らす十八歳のエリザベート・バートリーで、先生っていうのは、こ
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れ、女性ですよね。百合（ゆり）、ですか？ 史実（しじつ）を基（もと）にしたホラー劇（げき）って聴（き）いてたんですけど、こうい

うの、入（はい）ってくるんですか？ 事務所的に問題、ないんですか？ ＤＶＤになったら、絶対、この部分だけ YouTubeに上

（あ）げられますよ。読んでこなかったのかって？ ざっとは眼を通（とお）しましたけど、決定稿じゃないっていわれてたし……。

てか、強引（ごういん）過（す）ぎません？ 展開（てんかい）——。さっきまで運命やら祈りやら、哲学（てつがく）的なこといってた

んですよ。何（なん）でいきなし、まさぐられてるんですか？ 芸術？ 否（いや）、ほら、芸術作品だから脱（ぬ）ぎましたとか、そ

ういうのって昭和（しょうわ）だから……。また電通の意向（いこう）ですか……。関係ないですもん、私に。どうせ、今みたいな人

気（にんき）が続く筈（はず）ないんだし、辞（や）めますもん。キリのいいとこで。介護（かいご）の資格（しかく）、取るんです。とり

あえず二級。落ちませんって。一ヶ月受講（じゅこう）すれば百パー受かるんですから。勉強もしてるし……。二級でも資格があ

ると無資格の人より二、三万、給料、高いんですよ。《また、少し間があって》はい。嫌（いや）です。書き直して貰（もら）え

ばいいじゃないですか。実際（じっさい）は、袖（そで）でプロンプターを読んですらなくて、ここ、録音なんだし。ＰＡさんが流してる

だけなんだし……。尺（しゃく）だけ決めて、当日までに録（と）っておけば問題ないんじゃないですか。バレますって。何回もリピ

ートでくる人、いるんですから。最初はプロンプターかなぁと思っても、声の調子とか同じだったら、馬鹿（ばか）でも気付きます

よ。《今までより長い間があった後（のち）……》何（なん）で、鮭弁（シャケベン）、ないんですかー！ 終わったら食べる

って、いったじゃないですかー！ 

 

 証言台に立つ背広の男は、後方（こうほう）を振（ふ）り返（かえ）る。 

 舞台の前方（ぜんぽう）にいる少女二人は、驚いたよう、それぞれ、出てきた上手（かみて）、下手（しもて）へと走って逃げ帰る

様子（ようす）で退場。 

 背広の男は苦悩（くのう）の表情（ひょうじょう）で頭を抱（かか）え、屈（かが）み、台（だい）の下（した）に身を隠（かく）し、客席

より観（み）えなくなる。 

 しばし、無人（むじん）状態の舞台。 

 溶暗（ようあん）し【舞台が闇になる時間は、極力、短いほうがよい】、 

 先程（さきほど）の少女達の声——物語の始まりを告（つ）げる、小鳥達の囁（ささや）きのようだ——が、する。 

 

少女達の声 聴（き）いたか、聴いたか。 

         聴いたぞ、聴いたぞ。 

 

 明転（めいてん）。 

 

 舞台、後方（こうほう）の中央より、楼子（たかこ）、登場。 

 首にラフカラー、赤を基調（きちょう）にしたゴシックスタイル——大きく膨（ふく）らんだ袖（そで）に、引（ひ）き摺（ず）る裾（すそ）

——のローブを、優雅（ゆうが）に纏（まと）っている。 

 直線状（ちょくせんじょう）に、ゆっくりと前に進み出（で）る楼子。 

 

楼子 ねぇ、お兄（にぃ）様。お兄様——。今日は、黎子（れいこ）叔母（おば）様の処（ところ）に行くのでしょ。早くなさいな。 

琳太郎の声 何時（いつ）もはのんびりなのに、黎子叔母様のお屋敷（やしき）に行くとなると、せっかちだなぁ。楼子は本当、黎

子叔母様が好きなんだね。 

楼子 ええ。憧（あこが）れですもの。大好きよ。この世（よ）で二番目に好き。 
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琳太郎の声 じゃ、一番は誰なんだい。 

楼子 《振り返り》お兄様に、決まっているじゃない。 

琳太郎の声 でも兄妹（きょうだい）じゃ、結婚は出来ないよ。——どんなに愛（あい）し合（あ）っていたとしてもね。 

楼子 《正面を向き直りつつ》もう、お兄様の意地悪（いじわる）。子供の頃（ころ）、約束したじゃありませんの。私が十八に

なったなら、お兄様は二十一。でも未成年が結婚するには親の同意が必要になるから、お父様やお母様が反対なさったなら、

私が二十歳（はたち）を迎えるまで結婚は待つことにしよう。そうして駆（か）け落（お）ちをしようって。由緒（ゆいしょ）正（ただ）し

き門地（もんち）を捨て、爵禄（しゃくろく）を捨て、富貴（ふうき）も捨て、この龍烏（たつお）家を出て、見知らぬ海が近い鄙（ひ

な）びた温泉宿（おんせんやど）に住（す）み込（こ）みをして、お兄様は板前（いたまえ）として、私はお運（はこ）びさんとして、素

性（すじょう）をひた隠（かく）し、貧（まず）しくとも肩（かた）を寄（よ）せ合（あ）い、幸せに暮らしていこうと。《台詞（せりふ）、

所作（しょさ）の調子が、徐々（じょじょ）に新派（しんぱ）になっている》 

琳太郎の声 ハハハ、十七歳にもなったというのに、相変（あいか）わらず楼子は、ロマンチストなんだねぇ。 

楼子 十七歳にもですって——。最早（もはや）、十七歳なのですわ、お兄様。少女の時は短く、十八を過（す）ぎた頃にはもう、

少女は女にならなくてはなりません。砂時計（すなどけい）——。中空（ちゅうくう）の硝子（ガラス）の器（うつわ）に閉（と）じ込（こ）

められた砂鉄（さてつ）がオリフィスを通過（つうか）し、上から下へと流れ落ちていくのを観（み）るように、私は遺（のこ）された

己（おの）が少女の時間の刻々（こくこく）と失（うしな）われていくを只（ただ）、悲しい眼差（まなざ）しで眺（なが）めるしか術（す

べ）を持（も）たないのですわ。嗚呼（ああ）、出来ることならば私は今すぐにでも、お兄様の子供を身籠（みごも）りたい。この少

女の時が終わらぬうちに。そうして、メタモルフォシスしたならば、そのまま女ではなく母になってしまいたい。大地（だいち）の女

神（めがみ）、レイアとして生まれ変わりたい。 

琳太郎の声 大地の女神、レイア？ そんなものの名（な）を楼子は何処（どこ）で教（おそ）わった？ 

楼子 黎子（れいこ）叔母（おば）様からですわ。叔母様はおっしゃられたの。ゼウスを生んだレイアこそが森羅万象（しんらばん

しょう）の本当の神なのだと。只（ただ）、レイアのみに祈りを捧（ささ）げるならば、貴方（あなた）もレイアになれるのだと。全能

（ぜんのう）の神は子宮（しきゅう）だ。全（すべ）ての少女には神になる資格（しかく）が与（あた）えられている。月（つき）に取

（と）り憑（つ）かれ、初潮を迎（むか）えたならば、それは貴方（あなた）の中に小宇宙（しょううちゅう）が形成（けいせい）された

印（しるし）。何人（なんぴと）も、どのような権威（けんい）、兵力（へいりょく）もその領域（りょういき）を侵（おか）すことは出来な

い、と。《ここより、楼子は口パクで語っている所作（しょさ）。その声は琳太郎のものになる》 

琳太郎の声 だから、私は初潮を待（ま）ち侘（わ）びていた。周囲（しゅうい）の女のコ達はそれがくる日を恐（こわ）がっていた

が、私は神になる権利を授（さず）けて貰（もら）える日を心待（こころま）ちにしていた。やや遅く、十一歳の時、私は初潮を迎

（むか）えた。出血（しゅっけつ）は七日間（なのかかん）続いた。初めてのことながら、もう今日で終わりだろうと、出血の度合（ど

あ）いを確かめる為（ため）、真夜中、一人、そっと己（おのれ）の秘部（ひぶ）に指を宛（あ）ててみたなら、私はそこに奇妙なも

のを発見した。膣口（ちつこう）の横、陰唇（いんしん）の襞（ひだ）に硬（かた）くざらついた瘡蓋（かさぶた）のようなものが出来

ている。触（ふ）れても痛くない無感覚のものであったが、私はそれが嫌（いや）なものであることを直感した。手鏡（てかがみ）を

持ち出し、おかしな体勢（たいせい）を取りつつ、私は正体（しょうたい）を確かめた。——鱗（うろこ）。鈍（にぶ）く銀（ぎん）色とも

藍鉄（あいてつ）色ともいえず、窓から入（はい）る月の光に照（て）り映（は）える悍（おぞ）ましきそれは、小さくはあるが明らか

に数枚の、魚（さかな）か蛇（へび）の皮膚（ひふ）を覆（おお）う、人間の皮膚が何（なん）らかの要因（よういん）で爛（ただ）れる

などして変容（へんよう）したものではない、紛（まご）うことなき鱗（うろこ）であったのだ。このようなものが何時（いつ）の間（ま）

に——。変異（へんい）は誰にも教えてはならないと本能で察（さっ）した。やがて消えてくれるだろうと信じ込んだ。が、鱗はなくな

らなかった。それどころか、月に一度、生理がくる度（たび）に、鱗（うろこ）は侵食（しんしょく）を鼠蹊部（そけいぶ）に向けて拡大

し続けていくのであった。一体（いったい）、何（なん）の病気なのだろう？ そもそもこれは病気なのだろうか？ 将来はアントワ
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ープに留学して服飾（ふくしょく）デザイナーになる野心（やしん）を抱（いだ）いてはいるものの、お父様を世襲（せしゅう）して龍

烏（たつお）家として代々（だいだい）、受（う）け継（つ）がれてきた病院を経営（けいえい）しなければならぬので、医学部への進

学を余儀（よぎ）なくされているお兄様の部屋の本棚にある分厚い医学書を、いない隙（すき）、片っ端（かたっぱし）から捲（ま

く）ってみたものの、該当（がいとう）するような症例（しょうれい）を見付（みつ）けることは出来なかった。似（に）たものとして幾

（いく）つかの性病が疑（うたが）われたが、まるで違う。そもそもまだ私は性交渉（せいこうしょう）なぞ、持ったことがない。それ

だとしても、感染（かんせん）する筈（はず）がないのだ。しかし——！ 私は或（あ）る想像（そうぞう）に慄（おのの）いた。子供の

頃（ころ）、まだ自分が少女であることにすら無自覚（むじかく）であった子供の頃、お兄様と訪（おとず）れた黎子叔母様の家

で、私は一冊（いっさつ）の古い本を開（ひら）いたことがある。既（すで）に夫を亡（な）くしてから長いが、莫大（ばくだい）な遺産

と龍烏家の財（ざい）で食うに困ることなぞなく、一人、古色蒼然（こしょくそうぜん）な蔦（つた）の絡（から）まる黒い切妻屋根（き

りづまやね）の洋館に棲（す）み、世俗（せぞく）を避（さ）けながら隠遁（いんとん）しているかのよう、古書（こしょ）と美術品に埋

（う）もれながら、小さな出版社から偶（たま）に自分の趣味である仏蘭西（フランス）の珍しい書物（しょもつ）を翻訳（ほんやく）し

てお出（だ）しになっておられる叔母様の書斎の本棚にあった本は、どれも仏蘭西語だから読めはしなかったけれども、装丁

（そうてい）の美しさに惹（ひ）かれて頁（ページ）を繰（く）った中に、子供のらくがきのようでもあるが、それ故（ゆえ）に得体（えた

い）の知れぬ恐怖感を憶（おぼ）える絵が、あった。裸体（らたい）の女性の上に触手（しょくしゅ）のようなものを伸（の）ばす異形

（いぎょう）のもの、或（ある）いは、全裸（ぜんら）の男性の上に覆（おお）い被（かぶ）さり、それを絡（から）み付（つ）かせている

異形（いぎょう）のもの——。猥褻（わいせつ）というよりも猥雑（わいざつ）で、私とお兄様は観（み）てはいけないものを観てしま

ったと後悔（こうかい）をした。本棚に返そうと頁（ページ）を閉じようとした時、書斎への侵入（しんにゅう）を叔母様に見付（み

つ）けられた。叔母様は叱（しか）らなかった。そして私達、兄妹（きょうだい）が観た頁（ページ）の絵に就（つ）いて教えた。——

昔、ヨーロッパではねぇ、人間の男性の姿を借りて、性交（せいこう）をしに女性の許（もと）にやってくるインクブスという悪魔が

いたの。女性の姿を借りて人間の男性と性交渉をする悪魔もいてね、それをスクブスといった。インクブスもスクブスも寝ている

うちにことを成（な）し遂（と）げちゃうのよ。その絵にあるようにね。それで妊娠したという事例（じれい）の記述（きじゅつ）もある

わ。——もし、そのインクブスが私の寝ている隙（すき）、私を犯（おか）していたとすれば！ インクブスとの性交渉に拠（よ）り、

医学書を紐解（ひもと）いても見当（みあ）たらぬ不可解（ふかかい）な性病（せいびょう）に感染させられたと納得することが出

来る。そう、これはそのようなものだとしかいいようがない。爬虫類（はちゅうるい）、魚類（ぎょるい）を想起（そうき）させる醜（み

にく）き鱗（うろこ）、グロテスク際（きわ）まりなき悪魔の刻印（こくいん）！ 私は美しい。人から指摘（してき）されずとも物心（も

のごころ）付（つ）いた頃（ころ）から自分で自分の類（たぐ）い稀（まれ）なる美しさは自覚（じかく）していた。どれだけ醜形（しゅう

けい）であろうと自分を鏡に映（うつ）す時、他人がいう程（ほど）に非道（ひど）くないと誰もが思う。角度に拠（よ）ってはなかな

かのものだと自身の美貌（びぼう）を褒（ほ）め称（そや）す。覗（のぞ）き込（こ）み、己（おのれ）を映し出した時、白雪姫の継母

（ままはは）が持つ鏡かのよう、皆（みな）さんのおっしゃる通（とお）りと、他人が観（み）ている己（おのれ）の姿を確認させられ

たとしたならば、そのものは絶望（ぜつぼう）の余（あま）り、火を被（かぶ）るだろう。誰もが自惚（うぬぼ）れている。容姿（ようし）

に限ったことではない。村から一歩も出たことなき文盲（もんもう）の農夫（のうふ）であろうと、自分はどんな学者や王より、数

倍、知恵者（ちえしゃ）であり、この世の道理（どうり）を心得（こころえ）ていると自負（じふ）し、施政者（しせいしゃ）達を愚鈍（ぐ

どん）と冷笑（れいしょう）している。無知（むち）の知（ち）を知り、先人（せんじん）の知性に降参（こうさん）した学徒（がくと）す

ら、こうして教わったことの価値を真（しん）に理解し得（え）たのは自分一人に違いないと、己（おのれ）の特別を信じて疑わな

いものだ。そのような衆生（しゅじょう）が満場一致（まんじょういっち）で、幼少（ようしょう）から私の容姿（ようし）を崇（あが）め、

傅（かしず）いてきた。お父様やお母様ですら、この眼（め）できっと睨（にら）み付（つ）け、唇を噛（か）む時、私に畏怖（いふ）を

憶（おぼ）え、従属（じゅうぞく）する。神が優美（ゆうび）なものとして描（か）かれ、悪魔が醜悪（しゅうあく）なものとして描（えが）

かれ続けてきたのは、美（び）の至上（しじょう）こそが官位（かんい）の特等（とくとう）であるからだろう。退屈な勧善懲悪（かん
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ぜんちょうあく）の物語——。美しい心が最後には必ず勝つのではない。そこから学ばねばならぬのは、必ず、美しいものが勝つ

ということだ。美しさのみが世界を支配出来る。美しさ以外に等級（とうきゅう）なぞあってはならない。そうして理想的な共産主

義社会が実現されようとも、土地や尊厳（そんげん）とは異（こと）なり、美しさは未来永劫（みらいえいごう）、平等に与えられる

ことがない！  

 

 楼子、振り返り、ここからは楼子自身の声で語られる。 

 楼子が登場してきた舞台の奥、振り返った先には琳太郎（りんたろう）が立っている。 

 照明の加減で定（さだ）かではないが、スタンドカラーの白いシャツに黒いズボンのドレッシーな出（い）で立（た）ちの、美しき

青年であることは確実だ。【出来れば青年ではあるが男装（だんそう）の麗人（れいじん）という呼（よ）び方（かた）が相応（ふさ

わ）しい背丈（せたけ）のすらりとした女子にしたいが、事情と解釈で男子が演じてもいい。但（ただ）し、美形（びけい）でないと、

困る。】 

 琳太郎は、慈（いつく）しむように楼子を観（み）ている。 

 琳太郎の眼差（まなざ）しに安堵（あんど）したかのよう、楼子は顔の向きを客席に戻し、背広の男がいた証言台へと移動す

る。 

 

楼子 私は誰よりも美に敏感（びんかん）だ。美しい自分に見合（みあ）った美しいローブを身に纏（まと）い、美しく髪（かみ）を

結（ゆ）い、鏡に向かい、そのままでも邢州窯（けいしゅうよう）の白磁（はくじ）のように美しい肌に化粧（けしょう）を施（ほどこ）

す時、偶（たま）に私は、その行（い）き過（す）ぎた美しさに驚嘆（きょうたん）し、腰を抜かしてしまうことがある。十七歳！ 少女

としての絶頂期である今の私は、世界遺産に登録されるくらいに至高（しこう）の宝珠（ほうしゅ）だ。ルーブルに所蔵（しょぞう）

されていたっておかしくはない。モナリザは私の前に顔を俯（うつむ）けてしまうだろう。オダリスクは服を着ていない無礼（ぶれ

い）を詫（わ）び、サモトラケのニケはその羽（はね）を私の背中に譲（ゆず）るだろう。そして彼女達はこぞって、私をスールにし

たがるだろう。でもね、お兄様。安心して。どれだけ素敵（すてき）なお姉様方（ねぇさまがた）にいい寄られようとも、私はどなた

ともスールの契約（けいやく）はいたしませんの。だって私にはお兄様という許婚（いいなずけ）がいるのですもの！ 《琳太郎

を、観て》そうですわよね、お兄様。仮令（たとい）、お父様とお母様が、それは近親相姦になるから駄目（だめ）だとお認め下

（くだ）さらなくとも、ならば、私を連（つ）れて、駆け落ちして下（くだ）さるのよね。お父様の病院も継（つ）がず、アントワープに行

ってお洋服の勉強をすることも断念し、見知らぬ海が近い鄙（ひな）びた温泉宿（おんせんやど）で板前修行（いたまえしゅぎょ

う）をして下さるのよね。お運（はこ）びさんとして料理を運んでいった客室のお客さんが酔（よ）って、酌（しゃく）をしろよと、私を

ぐいと引き寄せ、いいではないかと強引に着物の帯を解（ほど）こうとしたなら、突然、襖（ふすま）を開（ひら）いて現れ、お客さ

ん。それは堪忍（かんにん）してやって下（くだ）さい。お巫山戯（ふざけ）にも程（ほど）がありまさぁ——といい、帯（おび）に掛

（か）かった酔いどれ客の腕（うで）をぐいっと捻（ひね）って下さるのよね。嗚呼（ああ）、お兄様。何処（どこ）か陰（かげ）がある

けれども、無口ながらも、頼（たよ）りになるお兄様。こんな温泉宿で板前として働いているのには何（なに）か訳（わけ）がある

のだろうけれど、その訳を私は訊（き）きはしないわ。話せないのには話せないだけの理由があるのでしょう。そういう私にだっ

て、貴方（あなた）に秘密にしていることがあるのよ。信じちゃくれないかもしれないけれども、あれは十一、初めて月（つき）のも

のがきた夜（よる）に、美し過（す）ぎる私を見初（みそ）め、悪魔が……。インクブスという悪魔が……。 

 

 証言台で己（おのれ）の犯した罪（つみ）の恐ろしさに言葉を続けられない被告のように、楼子、震（ふる）え出す。 

 照明は楼子のみを照らし、徐々（じょじょ）に暗くなっていく。それに従（したが）い、舞台奥にいる琳太郎の姿も客席からはほ

ぼ目視（もくし）出来なくなっていく。 
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楼子 お兄様——。お兄様——。何処（どこ）に行（い）ってしまわれたの？ お兄様——。お兄様——！ 

 

 琳太郎を探す楼子の声で、琳太郎の足許（あしもと）のみが確認出来るくらいの仄（ほの）かな照明が舞台の奥に差す。 

 

楼子 お兄様——。お兄様——。私、打（う）ち明（あ）けなければなりませんの。でも、こんなことを明（あ）かしてしまったなら、きっ

と、お兄様は私を気味悪（きみわる）がられる。軽蔑（けいべつ）なさる……。 

琳太郎の声 ——女（おんな）特有（とくゆう）の柔（やわ）らかな感触（かんしょく）の唇が、私の唇に重（かさ）なる時、同じ性（せ

い）であるが故（ゆえ）に、解（わか）る敏感（びんかん）な部分を巧妙（こうみょう）な指遣（ゆびづか）いに拠（よ）ってまさぐられ

る時、私の悦（よろこ）びの装置（そうち）は淫（みだ）らな汗（あせ）を噴（ふ）き出（だ）し、そして何度も何度も、繰（く）り返（かえ）

し、オーガズムへと導（みちび）かれるのでした。先生……そこは駄目（だめ）……。もうおかしくなっちゃう。そ、そんなことした

ら、また、おしっこ、出ちゃうよぅ。嗚呼（ああ）、嗚呼、嗚（あ）・呼（あ）・呼・呼・呼・呼・呼——。 

 

 数名の少女達の発声練習の声がする。【ハ長調からのドレミファソファミレド】 

 

少女達の声 あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。

あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。《〜半音ずつ上がっていく》 

 

 少女達の発声練習の声が続く中、 

 

琳太郎の声 １５６０年、ハンガリーの北東（ほくとう）、ニルバートルで、一人の女児（じょじ）が産声（うぶごえ）を上げた。エリザ

ベート・バートリー。十一世紀からハンガリー国のみならず近隣諸国に絶大な権勢（けんせい）を振るっていたグトケレド家の分

家（ぶんけ）であり、十六世紀、ルーマニア、トランシルヴァニア地方で威光（いこう）を輝かせてきた家門（かもん）、バートリー

家の息女（そくじょ）として生まれた彼女には、不穏（ふおん）な渾名（あだな）が与えられている。血塗（ちまみ）れの伯爵夫人

（はくしゃくふじん）——。或（ある）いは、女吸血鬼（おんなきゅうけつき）。父を早くして亡（な）くし教養（きょうよう）確（たし）かな母

に育てられた彼女は、幼い頃（ころ）より聡明（そうめい）だが蒼白（あおじろ）き、陰鬱（いんうつ）の美貌（びぼう）の中に残酷

（ざんこく）な狂気（きょうき）を宿（やど）していた。そもそもバートリー家は優れた施政者（しせいしゃ）を輩出（はいしゅつ）する一

方（いっぽう）、剣呑（けんのん）な病弊（びょうへい）のものの多き一族であった。エリザベートの叔父（おじ）は精神に異常をき

たし悪魔崇拝（あくますうはい）に血道（ちみち）をあげていたし、伯母（おば）は夫を手に掛（か）けてまで性衝動（せいしょうど

う）を満足させようとする色情狂（しきじょうきょう）だった。エリザベートは退廃（たいはい）の性情（せいじょう）を受け継（つ）い

だ。性質（せいしつ）は残虐（ざんぎゃく）として顕（あら）われ、彼女は少女にも満たない齢（よわい）にして使用人の腕（うで）や

肩に噛（か）み付（つ）き、肉を食いちぎる遊戯（ゆうぎ）に興（きょう）じていたと伝えられている。しかしそのような凶暴さとは裏

腹（うらはら）に、神はエリザベートに卓越（たくえつ）の容姿（ようし）を付与（ふよ）した。周囲は彼女の白過ぎる肌（はだ）の冷

然（れいぜん）と、蝋人形（ろうにんぎょう）が如（ごと）し、端麗（たんれい）の顔立（かおだ）ちに、あやかしと恐怖（きょうふ）を抱

（いだ）きつつも、また幻惑（げんわく）の熱情（ねつじょう）を感じずにはいられなかった。高貴（こうき）の威圧（いあつ）を身（み）

に付（つ）けていたエリザベートは幼少より、侵（おか）し難（がた）い女王（じょうおう）の容器（ようき）であったが、名門貴族（め

いもんきぞく）の子女（しじょ）である風儀（ふうぎ）、定（さだ）められた婚姻（こんいん）を与（あた）えられていた。栄位（えいい）

は下（した）なのでそのままバートリーを名乗（なの）るが、十一歳で、嫁（とつ）ぎ先（さき）のフェレンツ伯爵（はくしゃく）家、未来
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の夫になる筈（はず）のナタジーの母に預（あず）けられる。逢（あ）ってはいない。軍人の家に生まれ、五歳年上であるナタジー

は既（すで）に出兵（しゅっぺい）していた。十五歳で結婚してから後（のち）も、エリザベートが夫と顔を合（あ）わす機会は少な

かった。ナタジーとの間（あいだ）には六人の子供を儲（もう）けたが、留守の期間、エリザベートは男女（だんじょ）問（と）わず、

多くの愛人と姦淫（かんいん）の悦楽（えつらく）を貪（むさぼ）っていた。身許（みもと）を移（うつ）す以前からの加虐癖（かぎゃく

へき）は一層（いっそう）強まり、召使いへの暴力はエスカレートするばかりだった。指と爪の間に針を刺し、苦悶（くもん）にのた

うつ様子（ようす）を眺（なが）め、狂喜（きょうき）したり、一糸（いっし）纏（まと）わぬ姿にしてその身体（からだ）に蜂蜜（はちみ

つ）を塗（ぬ）りたくり、無数の蟻（あり）のいる牢（ろう）に閉じ込め、そのものが、精神を崩壊（ほうかい）させていく様（さま）を愉

（たの）しんだりした。姦淫（かんいん）とこれらの拷問（ごうもん）に関して、幾（いく）ら続く戦（いくさ）で留守がちといえども夫、ナ

タジーはある程度、察（さっ）していただろう。が、彼は何（なに）もいわなかった。位（くらい）が上である美し過（す）ぎる妻に萎縮

（いしゅく）するばかりだったのか、或（ある）いは、その逆鱗（げきりん）に触（ふ）れるのを畏（おそ）れていたのかは定（さだ）か

でない。夫はエリザベートが四十三の折（おり）、急逝（きゅうせい）した。エリザベートはやがて、預けられていた時より気に食わ

なかった、ナタジーの母を暗殺する。この頃（ころ）には怪（あや）しき黒魔術（くろまじゅつ）に傾倒（けいとう）し魔術サークルの

もの達との交流を深めていたので、毒薬を得（え）て盛（も）るくらい、易々（やすやす）と出来たであろう。気兼（きが）ねする種

（たね）が皆無（かいむ）になった彼女は、更（さら）に行状（ぎょうじょう）の放埓（ほうらつ）さをエスカレートさせる。暴力と拷問が

殺人に至（いた）るのを抑止（よくし）する堰（せき）なぞない。乳母（うば）であった老女（ろうじょ）、下男（げなん）等（ら）を僕（しも

べ）とし、エリザベートは加虐（かぎゃく）の生贄（いけにえ）となるものを掻（か）き集めた。あすこに奉公（ほうこう）に行って生き

て帰るものはいない。ハンガリー北西部の淋しい山上（さんじょう）に築（きず）かれた城——彼女の暮らすチェイテ城（じょう）の

麓（ふもと）では、エリザベートの所業（しょぎょう）の不穏（ふおん）な憶測（おくそく）も流されていたが、それでも小作農（こさくの

う）や貧しい暮らしに甘んじる領民（りょうみん）達は、僅（わず）かの報酬を与（あた）えられると進んで自分の娘を差し出した。

こうして歴史的にも稀（まれ）なる面妖（めんよう）の殺人鬼（さつじんき）は、次々に犠牲者（ぎせいしゃ）の血を得（え）ていく。 

 

 いつしか鳴り止んでいた少女達の発声練習がまた始まる。 

 

少女達の声 【またハ長調からの】あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、

あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。 

 

 一旦（いったん）、モノローグを終えた琳太郎の声が再び。 

 

琳太郎の声 しかし、これのみならその悪行（あくぎょう）が暴（あば）かれたとて、彼女に血塗（ちまみ）れの伯爵夫人（はくしゃく

ふじん）などという呼び名は与えられなかっただろう。ローマ皇帝ネロ、青髭（あおひげ）と呼ばれし幼児（ようじ）殺害者ジル・ド・

レ候（こう）、近代に於（お）いては国家が担（にな）う罪（つみ）なき人々への不条理（ふじょうり）の大量虐殺（たいりょうぎゃくさ

つ）の任（にん）を、名高（なだか）き君主（くんしゅ）達は引き受けてきたのだから。エリザベート・バートリーの伝説の数奇（すう

き）はここから始まる。 

 

 静止していた楼子【この時、楼子は舞台の中央より上手側にいなければならない。】の傍（そば）に、先程（さきほど）の少女二

人が、また上手と下手から現れる。 

 今度は制服の上にエプロンをし、頭にボンネット。メイドの様子である。 

 上手の少女は椅子（いす）【＊背凭（せもた）れのある】を持っている。下手の少女は化粧道具を持っている。 
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 少女が携（たずさ）えてきた椅子を置き、促（うなが）される様（よう）、楼子は、客席を正面にして、座らされる。 

 少女達は、楼子の顔をブラシではたいたり、髪を櫛（くし）で梳（す）いたりして、その身支度（みじたく）を整え出す。 

 まだ中世の名残（なご）りを遺（のこ）す貴婦人（きふじん）の朝の支度（したく）——。 

 それはオートマティックであるが、とても優雅（ゆうが）な姿でもある。 

 

琳太郎の声 美貌（びぼう）の暴君（ぼうくん）、エリザベートは或（あ）る日の朝、何時（いつ）もの如（ごと）く、召使いに朝の支

度（したく）をさせていたが、迂闊（うかつ）にもその召使いが、櫛（くし）に梳（と）かしていた髪を絡（から）ませてしまった。粗相

（そそう）に激昂（げっこう）したエリザベートは、化粧箱の中のヘアピンで、召使いの少女の顔を刺した。刺された召使いの顔か

ら噴（ふ）き出た血が、エリザベートの腕（うで）に滴（したた）ったもので、更（さら）にエリザベートは怒（いか）りを激しくし、折檻

（せっかん）を増（ま）そうとしたが、ふと、眼（め）を遣（や）れば、血の掛（か）かった部分が幾分（いくぶん）か白くなっているよう

に思われる。讃（たた）えられているとはいえ、齢（よわい）、四十を越え、かつての麗姿（れいし）は衰（おとろ）え始めている。そ

の真白（ましろ）き肌もまた……。エリザベートの脳裏（のうり）に奇妙な推論（すいろん）が生（しょう）じる。生娘（きむすめ）の血

には、肌を若返らせる作用（さよう）があるのではなかろうか——。 

 

 楼子と二人の少女達は、琳太郎の台詞（せりふ）に合（あ）わせ、所作（しょさ）をパントマイム。人形劇のように——。 

 

琳太郎の声 以来、それを回春（かいしゅん）の秘薬（ひやく）と信じ込んだ彼女は、己（おの）が残虐（ざんぎゃく）の欲望と美へ

の執着（しゅうちゃく）を同時に叶（かな）える為（ため）、処女（しょじょ）の生（い）き血（ち）を今まで以上、貪欲（どんよく）に求め

始める。只（ただ）、搾（しぼ）り取るのでは面白（おもしろ）くない。大量の血を得（え）るには、最大に禍々（まがまが）しき装置

（そうち）を……。そして彼女が下人（げにん）に命じて製作させたのは、鉄（てつ）の処女（しょじょ）——釣鐘型（つりがねがた）

の、外面（がいめん）を聖母（せいぼ）マリア像（ぞう）に模（も）して作られた拷問（ごうもん）道具である。釣鐘状（つりがねじょう）

のボウルは前が開（ひら）くようになっている。罪人（ざいにん）を裁く為（ため）に開発されたこの道具の中には、人が一人、入

（はい）るスペースがあるのだが、閉めたなら、内壁（ないへき）に設（しつら）えた無数の針が、受刑者（じゅけいしゃ）の身体（か

らだ）を無残（むざん）に貫（つらぬ）く仕掛（しか）けが施されて、ある。これを用（もち）いたならば、段々（だんだん）と深く突き刺

され、痛みに絶叫（ぜっきょう）しながら、やがて往生（おうじょう）に至（いた）る少女の肢体（したい）より、大量の血を搾取（さくし

ゅ）することが出来る。黒き着想の採血（さいけつ）道具は、城の地下室に置かれ、多い時は一夜（いちや）にして六十名以上の

少女達が、犠牲（ぎせい）にされたという。少女達の生き血を全身に塗（ぬ）りたくり、哄笑（こうしょう）を上げる貴婦人（きふじ

ん）の何（なん）と惨（むご）き行状（ぎょうじょう）よ。悪魔より非道（ひどう）の耽溺（たんでき）。大罪（たいざい）にまみれし、この

ものの墓石（ぼせき）を掘（ほ）り返（かえ）し、遡（さかのぼ）り、神よ！ 今、ここに相応（そうおう）の厳罰（げんばつ）を、申（も

う）し下（くだ）し給（たま）わらん哉（や）！ アメン。 

 

発声練習をしていた少女達の声 アメン。 

 

 祈りの声がしたならば、身支度をされながらへアピンで召使いの顔を刺し虐待をしていた楼子が、逆に召使いの二人の少女

達に身柄（みがら）を拘束（こうそく）されるパントマイムに変化（へんか）する。 

 目隠しをされ、拘束衣（こうそくい）——古（いにしえ）の精神病患者の長い長い袖（そで）の部分が、身体（からだ）に巻き付けら

れる状態の被服（ひふく）——を想起（そうき）させるよう、包帯（ほうたい）、或（ある）いはそのような帯状（おびじょう）のもので、

二人の少女達が、楼子の身体（からだ）を、座る椅子の背凭（せもた）れにぐるぐると巻き付け、固定する。 
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 二人の少女達は無表情で、てきぱきとその作業を為（な）す。自由を奪（うば）われることに対し、もがく楼子と奪う少女達の姿

は、まるで捌（さば）かれる家畜（かちく）と、捌く用意を当然にこなす労働者のようにみえる。 

 椅子に固定された身体（からだ）のまま、四つ這い（よつばい）になる楼子。 

 顔を上げ、不安気に視界のない周囲を見渡しながら、怯（おび）えている。 

 

二人の少女達 【『京鹿子娘道成寺』（きょうがのこむすめどうじょうじ）の節回しで。】 

          花（はな）の外（ほか）には 松（まつ）ばかり 

          花（はな）の外（ほか）には 松（まつ）ばかり  

          暮（く）れ初（そ）めて 

          鐘（かね）や響（ひび）くらん 

 

 楼子の頭上（ずじょう）に、トラスに吊（つ）るされていた大きな釣鐘（つりがね）【＊飽（あ）くまでハリボテ感のある作り物の様

子（ようす）が好ましい。客席から観て鉢状（はちじょう）であれば問題はなく、半丸（はんまる）で構わないだろう】が、降りてくる。 

 

楼子 お兄様、何処（どこ）へ行かれたの？ お兄様——。お兄様——！ 何処（いずこ）——！ 

 

二人の少女達 鐘（かね）にうらみは数々（かずかず）ござる 

          初夜（しょや）の鐘（かね）を 

          撞（つ）く時（とき）は  

          諸行無常（しょぎょうむじょう）とひびくなり  

 

 頭上の鐘は徐々（じょじょ）に舞台——楼子に迫（せま）ってくる。 

 それを察知（さっち）しているかのよう、楼子の声は激しくなっていく。 

 

楼子 お兄様！ お兄様——！ 

 

 琳太郎のいた場所にスポットが当たる。 

 が、そこに照（て）らし出されたのは、琳太郎ではなく先程（さきほど）、証言台にいた背広の男。 

 

背広の男 断罪（だんざい）なされよ、魔性（ましょう）の女（おんな）。其方（そなた）の名（な）は、鱗姫（うろこひめ）！ 

 

二人の少女達 鱗姫！ 

 

 ぱらりぱらりと桜のカンフェティが舞い始める中、釣鐘が楼子の姿を隠し、舞台に降りる。 

 

少女達の声 あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。

あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あー。 
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 また発声練習の少女達の声が聴（き）こえ出（だ）す。 

 【＊舞台にいた二人の少女達は、釣鐘の左右に、シンメトリーで立つ位置にいなければならない。】 

 楼子の姿が全（すべ）て釣鐘の中に隠れ切り、釣鐘（つりがね）が降（お）り切（き）ったならば——、 

 暗転（あんてん）。 



Gekihan Uloco-Hime 
 

 

 20 

第二幕 

 

 

 教室——。 

 制服の少女達【＊楼子を含む】が、各々（おのおの）、机（つくえ）と椅子（いす）を持ち、舞台に現れる。《机、椅子は予（あ

らかじ）め用意され、少女達が入場してくるのでも構わない》 

 少女達が全員席に着（つ）いたなら、教師《＊第一幕で琳太郎を演じていた人物》が、話を開始する。 

 

琳太郎 ということで、主演の龍烏楼子（たつおたかこ）役は３年、大島（おおしま）さんにやって頂（いただ）きます。……ええ、

生憎（あいにく）、大島さんは本日、お仕事の都合（つごう）でここにはいらっしゃいませんが……。了解（りょうかい）は取（と）り

付（つ）けてあります。総合演出には私も加わりますが、基本、演出（えんしゅつ）は萠月（もえづき）さん、貴方（あなた）ですか

ら、きちんと皆（みな）をリードして下さいね。毎年、恒例（こうれい）の秋の演劇祭（えんげきさい）は有志（ゆうし）で結成された

即席（そくせき）の演劇部での演（だ）し物（もの）となりますが、聖（セント）マリアンヌ学園の伝統行事でもあります。マリアンヌ

のお芝居（しばい）が観（み）られるからといって、遠くから足をお運びになられる方々（かたがた）も決して少なくはありません。

その人達の期待に背（そむ）かぬよう——といってはプレッシャーでしょうが、肝（きも）に銘（めい）じて、各自が高等部有志の名

に恥じぬよう、最後まで成（な）し遂（と）げて下（くだ）さい。キャストの方（かた）も——どんな端役（はやく）でもです——、大道具

（おおどうぐ）、小道具（こどうぐ）、照明、美術、音楽なぞ裏方（うらかた）の方（かた）も、自分が怠（おこた）れば舞台は完成しな

い、素晴（すば）らしい舞台はここにいる——いない人もいますが——、全（すべ）ての有志（ゆうし）の力が結集された時にのみ出

来上がるという自覚を持ち、臨（のぞ）んで下（くだ）さい。残された日数は多くありません。ですが、皆（みな）さんが若さにかま

けてドブに捨てている時間を掻（か）き集めれば、余裕でしょう。では、立ち稽古（げいこ）、出来るクオリティになったら、呼（よ）

んで下（くだ）さい。 

 

少女Ａ 起立！ 

 

 いうと、椅子に座っていた少女達全員が立つ。 

 

少女Ａ 礼！ 

 

 号令（ごうれい）に従い、少女達は琳太郎に礼をする。 

 琳太郎も礼を返す。 

 ——琳太郎、舞台より退場した後（のち）、 

 緊張が解（と）け、弛緩（しかん）した様子の少女達、思い思いに話し出す様子。台本を取り出し眼（め）を通（とお）すものもい

れば、席を立ち、親しきものの傍（そば）にいき、こそこそと会話し出すものも、いる。 

 やがて、 

 

少女Ｂ 《不貞腐（ふてくさ）れたように》出来る？ 出来ると思う？ ３年はほぼ、いないんだよ。 

少女Ｃ 大島さんだけですものねぇ。後（あと）は２年と１年生のみ。その大島さんにしろ、芸能科とはいえ、苟且（かりそめ）にも

お芝居が上手（うま）いとは——。 
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少女Ｄ 《楼子を見遣（みや）り》更（さら）に演出担当すら、初参加（はつさんか）のずぶの素人（しろうと）、篤学（とくがく）

科２年生！ 

楼子 《決まり悪そうに俯（うつむ）く》 

少女Ｅ 《楼子を庇（かば）うように》しょうがないじゃない。立候補のない分担は、ジャンケンで決めることにしたんだし。 

少女Ｆ 私、一昨年（おととし）の聖マリアンヌのお芝居（しばい）、観（み）ました。どうしても観たいといったら、チケット、お母様

が手に入れて下（くだ）さったんです。昇子（しょうこ）様のアーニャ、翠（みどり）様のドゥニャーシャ、素敵（すてき）だったぁ……。

あれに憧れて、聖マリアンヌ、受けることにしたんですよ、私——。芸能活動をしてないから芸能科は無理（むり）だけど、まぁ、そ

れなりに裕福だから、普通科なら、受けられるなーと思って。 

少女Ｄ 一昨年の公演チケット、取れたの？ 幼稚舎（ようちしゃ）から聖マリアンヌの私でも無理だったんだよ。毎年、学園に

莫大（ばくだい）な寄付（きふ）をしてるっていうのに……。そりゃ、寄付金の額が多い順にチケットが取れる訳（わけ）じゃないけ

どさ。でも、コネみたいなものはある訳じゃん。あんたの家（いえ）って何（なに）、してんの？ そうか。もしかして、あれ？ やん

ごとなき銘菓（めいか）？  

少女Ｆ 皆（みな）さんに比べれば全然、大したことないです。只（ただ）、父が電通の社員なだけで……。 

少女Ｄ そっちかー。 

少女Ｆ 新しい時代に力強く生きていこうと決意する没落（ぼつらく）貴族の娘、アーニャ。それを初々（ういうい）しくも見事（み

ごと）にお演（や）りになられた昇子（しょうこ）様。エピホードフからのプロポーズがあるにも関わらず、ハンサムなヤーシャに心

（こころ）奪（うば）われる、小間使（こまづか）いだけど重要な脇（わき）を燻銀（いぶしぎん）に演じられた篤学（とくがく）科の翠

（みどり）様！ あの『桜の園』（さくらのその）はどのチェーホフ劇（げき）よりも見事（みごと）でしたわ。一回きりなのが勿体（もっ

たい）ないくらいに。 

少女Ｄ そりゃ、歴代（れきだい）の朝ドラのヒロインに抜擢（ばってき）された中でも千年に一度の逸材（いつざい）だと、義務で

あるＮＨＫの受信料を免除された季咲昇子（きざきしょうこ）のアーニャに、翠（みどり）様——。演技と美貌（びぼう）、半端（はん

ぱ）ない、篤学科ながらモデルもお芝居もなされていた大石翠（おおいしみどり）がドゥニャーシャという二枚看板（にまいかんば

ん）での『桜の園』だもの。前評判（まえひょうばん）を凌駕（りょうが）しての舞台だったに違いない。でも、どのチェーホフ劇より

もっていうのは、いい過（す）ぎじゃない？ その歳（とし）でどれだけのチェーホフをご覧（らん）になったのかしら？ 百年以上も

前からあるお芝居なのに。 

少女Ｆ そりゃ、昇子様達の『桜の園』しか観（み）てはいないですけれど……。 

少女Ｄ ほらご覧（らん）なさい。 

少女Ｇ とはいえ、聖マリアンヌといえば、やっぱりチェーホフの『桜の園』よねぇ。 

少女全員 《溜息混じりに》そうよねぇ。 

少女Ａ 昇子様は在学中、誰ともスールのご関係になられなかったそうですわ。今も浮いた噂（うわさ）はないし。あれかしら、

どんな女にも興味（きょうみ）がない。破廉恥（はれんち）ながら、男性に興味をお持（も）ちの、あの……いわゆる、異性愛（いせ

いあい）主義ってやつなのかしら。 

少女Ｂ まさか——。あの昇子様が男に興味をお持ちだなんて、あり得（え）ない。レディスコミックじゃあるまいし。厭（いや）らし

い。そんな発想をするのは、インターネットでおかしなサイトばかり閲覧（えつらん）しているからだわ。 

少女Ｄ お堅（かた）い翠様ですら、在学中にはプティ・スールとして大島さんをお選びになっていたのでしょ。あながち、ないと

もいえないわね。 

少女Ｃ えー。私、てっきり、昇子様は翠様と、エスなんだと思っていました。 

少女Ｂ 同い歳（おないどし）でスールだなんて！ それこそあり得（え）ないわ。それじゃ色情狂（しきじょうきょう）じゃない。 
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少女Ｅ でも仮令（たとい）、同い歳（おないどし）とはいえ、好きになってしまうことはあるわ。なってはいけないと思いつつも、

心が呼び寄せられてしまう。それが恋ってものじゃなくて？ そりゃ、背信（はいしん）の行為（こうい）。マリア様に顔向け出来ぬ

禁断（きんだん）の恋だから、秘（ひ）めたるままにしていなくてはならないけれど。想（おも）うのは自由じゃないかしら。 

少女Ｂ 斉藤（さいとう）さん——。貴方（あなた）、そんなに必死に抗弁（こうべん）するところをみると、もしかして——。同学年の

方（かた）と——。 

少女Ｅ ち、違うわ。飽（あ）くまで一般論よ。一般論。仮（かり）にそうだとしても……。《否定する少女Ｅの手をいつの間に

か、隣にいた少女Ｇが握りしめている》 

少女Ｂ 《絡（つな）がれた手を指差し》貴方達、同じ２年生じゃないの！ 何、やってんの！《少女Ｂは驚いて、ＥとＧ

の手を解（と）くが、すぐにまた絡がれるのを目撃し》嗚呼（ああ）……。《目眩（めまい）を起こすよう》不潔にも

程がある。こんな猥雑（わいざつ）な環境でお芝居なんて出来るのかしら。 

少女Ａ それにしても、どうして今年に限って『桜の園』ではなくて、『鱗姫』（うろこひめ）ですの？ 私、すっかり例年（れいねん）

通（どお）り、『桜の園』だと信じきって、柄（がら）にもなく、有志（ゆうし）に加わりましたのに……。 

少女Ｂ がっかり、した？ 

少女Ａ ええ、正直に申（もう）せば……。 

少女Ｂ ぶっちゃけ、私も同様（どうよう）。聖マリアンヌといえば『桜の園』。今も昔も、『桜の園』。昇子様や翠様のような大スタ

ー不在（ふざい）であろうとも、聖マリアンヌの『桜の園』なれば、観（み）に来（こ）られる方々（かたがた）もそれだけで満足なさ

る筈（はず）よ。それが今年に限って『鱗姫』だなんて……。幾（いく）ら、演目（えんもく）は先生にお任せしますといったものの、

こんな意味不明のお芝居をやらされるとは思ってもいなかった。女吸血鬼（おんなきゅうけつき）と呼ばれた伯爵夫人（はくしゃく

ふじん）のお話。夫に内緒で不貞（ふてい）を働いてきた凶悪な殺人鬼。色情狂の女！ お母様方（かあさまがた）にもマリアン

ヌ以外のお友達にも、恥ずかしくっていえやしない。 

少女Ｃ どうして滝（たき）先生は、今年に限ってこの演目になさったのでしょう？ 先生にお任せするってことは暗黙の了解で

『桜の園』にするってことですのに。 

少女Ｄ 噂に拠（よ）ると、前に赴任（ふにん）していた学校でこの演目を指導して、無名の演劇部を全国大会まで導（みちび）

いたとか。 

少女Ｃ 前の学校って北宇治（きたうじ）でしたっけ？ 

少女Ｂ そうそう、今はいい線いってるけれど、先生が赴任なさった頃は荒れ果てた三流校で、演劇部はあったもののやる気

ゼロ、部は不良（ふりょう）の温床（おんしょう）と化（か）していたそうよ。それでいざ、他校と競い合ってみたなら、大敗（たいは

い）も大敗。何（なん）とスコアが、１０９対０——。それで負けてもヘラヘラしていた部員達に先生がおっしゃったそうなの。お前

（まえ）らそれでも女子（じょし）か！ 悔（くや）しくないのか！ 

少女Ｆ 悔（くや）しいです！ 

少女Ｄ お前らゼロか！ ゼロな人間なのか！ 

少女ＥとＧ 悔しいです。《手を取り合って、泣く》 

少女Ｄ 俺はこれからお前達を殴る。 

 

 少女Ｅ、Ｆ、Ｇが並列に並び、少女Ｄは一人一人を殴っていく。 

 

少女Ｄ 歯（は）を食（く）い縛（しば）れー！ 
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 少女Ｅ、Ｆ、Ｇ、次々と殴られて倒れ込む。 

 少女Ａが少女Ｄの行為を止めさせようとするが、少女Ｂに拠（よ）っていなされる。 

 

少女Ｂ 観（み）ろ、先生の涙に濡（ぬ）れた拳骨（げんこつ）を。 

少女Ｄ 一人は皆（みんな）の為（ため）に。皆（みんな）は一人の為に。 

少女Ｅ、Ｆ、Ｇ 《立ち上がり》One for all. All for one！ 

少女Ａ 《うっすらと涙さしぐみ、少女Ｂに対して》いい、お話ですわね。 

少女Ｂ 《頷（うなず）く》 

少女Ｃ あの……。何だか、元ネタが入れ替わっていやしませんこと？ 

少女Ｂ どっちも京都が舞台だし、いいんじゃない？ 

少女Ｃ そうかしら——？ 

 

 少女ＢとＣ以外、全員、頷く。 

 

少女Ｂ 滝先生が演目（えんもく）を『桜の園』ではなくて『鱗姫』にしたかったのは、それだけじゃないみたい。ほら、主演の大島

さん。彼女の事務所からの圧力があったみたいよ。そもそも先生と大島さん、この学園に来る前からの知り合いでもあったらし

くて。芸能活動をしてはいるもののいまいち、パッとしない大島さんをこの機会に派手（はで）に売り出したいって思惑（おもわく）

があるみたい。 

少女Ｄ そんなの贔屓（ひいき）じゃない？ 

少女Ａ、Ｅ、Ｇ 贔屓？《顔を見合わせ口々にざわめく》  

少女Ｆ はい。ララ、聴（き）いちゃいました。この決定には電通の意向（いこう）もあるらしく。 

少女Ｄ また電通——？ 《上手を観て》あっ！ 

 

 上手（かみて）より皆（みな）と同様（どうよう）の制服を着ているが、何処（どこ）かしら派手（はで）なオーラを纏（まと）う大島が

現れる。 

 

大島 滝先生を侮辱（ぶじょく）するのは止（や）めて下さい。何故（なぜ）、私が選ばれたのか、そんなの解ってるでしょ。香織

（かおり）先輩より私の方が上手（うま）いからです。私、特別になりたいの！ ダメ金（きん）なんていらない。全国に行きたい。

貴方達（あなたたち）は悔（くや）しくない訳（わけ）？ 私は悔しい、滅茶苦茶（めちゃくちゃ）、悔しい。 

 

 大島の登場を皆（みな）、驚いていたが、やがてその言葉を受けて、 

 

少女Ｆ 悔しいです！ 

少女ＥとＧ 悔しいです。《また、手を取り合って、泣く》 

大島 歯を食い縛れー！ 

  

 大島、少女Ｅ、Ｆ、Ｇを並列に並ばせ、殴っていく。 
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少女Ｂ 観ろ、先生の涙に濡れた拳骨を！ 

少女Ｃ また、こんがらがってるし……！ 

大島 ミーティングに遅れてご免（めん）なさい。レギュラー番組の収録だから、どうしても外（はず）せなかったの。 

少女Ｂ 大丈夫（だいじょうぶ）ですよ。大島さんは芸能科なんだし、こんなミーティングになんて来て頂（いただ）かなくても、本

番にさえ間（ま）に合（あ）って下（くだ）されば。《嫌味（いやみ）ではなく本当におべっかを使っている様子である》台詞

（せりふ）もね、憶（おぼ）えきれない部分はプロンプター、用意しますから。 

 

 他の少女達も、揃（そろ）えるように首を縦（たて）に振る。 

 大島に憧（あこが）れと畏怖（いふ）の念を抱（いだ）いているのが、伺（うかが）える。 

 

大島 《女王（じょうおう）然（ぜん）として》私もさぁ、『桜の園』じゃないと聴（き）かされた時は、驚いたわよ。そりゃま

ともに芝居出来るメンバーなんて、私しかいないのは解ってるけどさぁ、『桜の園』じゃないマリアンヌの秋の演劇なんて、意味

ないじゃん。でも、決まっちゃったものは、しょうがないわよね。滝先生に拠（よ）ると、今回のお芝居は『桜の園』以上に、女性の

新しい生き方を訴（うった）える大胆（だいたん）なフェミニズムの作品らしいし。この公演で評判が立てば、マリアンヌなんて所

詮（しょせん）、『桜の園』頼（だよ）りと辛口（からくち）なことをいっている人達を、あっと驚かすことが出来るわ。新しい聖マリア

ンヌのお芝居の歴史を私達が開拓するの。《全員に眼を遣（や）りながら探るよう……。やがて楼子に視線（しせん）

を絞（しぼ）り》貴方（あなた）が、萠月（もえづき）さんね。演出の萠月由奈（もえづきゆな）さん。 

楼子 《怯えるように頷く》 

大島 篤学科の２年だとお聴きしたわ。寄付すりゃ多少、バカでも入れる普通科、バカじゃないかもしれないけど授業に出ない

でも卒業出来ちゃう制度だから、結局、バカとして世の中に輩出（はいしゅつ）される私達の芸能科とは違い、きちんと難しい試

験をクリアして高校から入ってきている篤学（とくがく）科だから、相当（そうとう）にお勉強がお出来になるのでしょ。心配なさっ

ている方（かた）もおられるようだけど、篤学科の方（かた）が演出に選ばれたと教えられたので、私は却（かえ）って安心いたし

ましたの。演出なのに台本の漢字すら読めない——では、困りますもの。今はもうご卒業なさったけれども、お姉様——私をスー

ルにして下（くだ）さったお姉様——ご存知（ぞんじ）かしら、大石翠（おおいしみどり）——。翠お姉様も芸能活動をしておいでだっ

たものの、親が学者さんの家系ですから、篤学科だったのよ。難しい本を、よーくお読みだったわ。大江健三郎（おおえけんざ

ぶろう）だとか宇能鴻一郎（うのこういちろう）だとか、川上宗薫（かわかみそうくん）だとか、団鬼六（だんおにろく）だとか。古い

映画もお好きでね、団地妻（だんちづま）シリーズのＤＶＤを、何時（いつ）も観（み）ておいでだった。私はさっぱり……。私ときた

ら本なんて台本以外、漫画、それもヤオイしか読まないから。それでも無理矢理（むりやり）、何度も一緒に観させられた団地妻

シリーズ。その経験が幸（さいわ）いして、どうにかこうして今、女優の仕事もこなせているの。思えば、お姉様は、芸能界でやっ

ていく覚悟（かくご）の私に特訓（とっくん）を与（あた）えて下（くだ）さっていたのね。とても優しいお姉様だった。今も現場でお逢

（あ）いすることはあるけれど、もう、かつてこの学園でスールの契（ちぎ）りを交（か）わしていた時のような親密さを、私はお姉

様と共有（きょうゆう）することが出来ない。外（そと）ではお姉様と呼ぶことすら禁止されている。ねぇ、貴方（あなた）にはこの学

園で、約束を交（か）わされたお姉様、もしくは妹（いもうと）がおあり？ 

楼子 ……否（いえ）、まだ。 

大島 まだって、もう２年なのに！ お作りにはならない主義なの？ 

楼子 友達は……一人、います。 

大島 駄目（だめ）よ、お友達なんて。スールでなくては。友達なんてものは権力至上主義の浅はかな男性同士の契約。女同

士の友情なんて成立しない。女は生まれてから死ぬまで、誰とも対等にならないの。特別であらねばならないの。女にとっての



Gekihan Uloco-Hime 
 

 

 25 

平等とは、世界が絶対的な自分の支配下（しはいか）、領域（りょういき）に置かれた場合の現象（げんしょう）だわ。母として家

族を、娘（むすめ）として父を、姉（あね）として慕（した）う妹（いもうと）を、妹として憧れのお姉様を幻惑（げんわく）し、徹底的に

従属（じゅうぞく）させる世界の法則にのみ女は生きる。民主主義なぞという貧乏人の小賢（こざか）しい発明なんて、クソ食らえ

なの。貴方のそのお友達にしろ、何時（いつ）もどちらかが使役（しえき）し、隷属（れいぞく）する関係性でしょう？ 毎回決まっ

てはいないかもしれないけれども、時々（ときどき）に応（おう）じて、どちらかがどちらかの女王（じょうおう）となり、メイドになって

いる筈（はず）よ。だって、そのお友達が他（ほか）の誰かともお友達になっていたならば、貴方はとても嫌（いや）でしょう？ 当

然（とうぜん）よ。貴方が彼女の女王なら、自分のメイドが他人にも仕（つか）えているのを面白（おもしろ）く思う筈（はず）ない

わ。メイドの役（やく）が貴方であっても、貴方が自分の主人（しゅじん）が他（ほか）の主人（しゅじん）に仕（つか）えたり、他（ほ

か）のメイドを雇（やと）ったりしていることに対し、穏便（おんびん）でいられる訳（わけ）がない。私達は自分が、特別な主人（し

ゅじん）であり、特別なメイドでなければ気が済（す）まないの。独占こそが正義なのだわ。独占は、神、もしくは女のみに与えら

れた権限。嗚呼（ああ）、千年（せんねん）も万年（まんねん）も女として生きたいわ。それだけど、女の盛（さか）り、輝ける少女

の季節は余（あま）りに限られている！ だからこそこの青春の期間を、私達は、全力（ぜんりょく）で駆（か）け抜（ぬ）けなけれ

ばならない。六十を過（す）ぎても青春をスタートさせられる呑気（のんき）な男共（おとこども）に、この、時（とき）の制裁（せいさ

い）の厳（きび）しさが解るものですか！ だからねぇ、萠月さん——。貴方もその名の通り、燃（も）え尽（つ）きるのよ。この場所

で。この聖マリアンヌ高等部の有志に拠（よ）る演劇の場（ば）で。聖マリアンヌのお芝居は同じメンバーでは一回こっきりしか上

演されない。成功しようが失敗しようが、私達はこのお芝居の幕が降（お）りたなら三々五々（さんさんごご）、それぞれに違う道

を歩（あゆ）まなければならないのよ。ここで出逢（であ）い、恋に堕（お）ちた人との団結も、蜜月（みつげつ）も、遠い遠い、記憶

の底に葬（ほうむ）られてしまう。きっと演出という任（にん）は大変なことでしょう。我儘勝手（わがままかって）に集まった人達を

先導（せんどう）するには、並（なみ）ならぬ骨折（ほねお）りがあるに違いない。本当に時間通り、来るのだろうか？ 急に嫌（い

や）になって欠席するのではないかしら？ 来たくてもお腹（なか）が痛くなったので来ない場合だってある。電通が取り仕切（し

き）っているでもなし、移（うつ）り気（ぎ）と無責任は乙女（おとめ）の特権、きっと緞帳（どんちょう）が降（お）りるまで、心労（しん

ろう）で貴方の下痢（げり）は止（と）まらない。でも、ご安心なさって。陀羅尼助（だらにすけ）がありますの。この舞台の主役をさ

せるという条件でねぇ、私の事務所と電通との間で、もう陀羅尼助のＣＭの契約が取り交わされておりますのよ。私の家は陀羅

尼助の販売元（はんばいもと）ですの。こんな美味（おい）しい取引（とりひき）を、天下（てんか）の電通が無下（むげ）にするも

のですか。ですから下痢（げり）をしたなら何時（いつ）でもおっしゃって。私は貴方に何粒（なんつぶ）でも、口移（くちうつ）しで陀

羅尼助を飲ませて差（さ）し上（あ）げますわ。苦（にが）い陀羅尼助も女同士（おんなどうし）、唇伝（くちびるづた）いに飲み込め

ば、お砂糖（さとう）をたっぷり仕込（しこ）んだケーキ以上に甘美（かんび）なお菓子（かし）に変わるでしょう。仮令（たとい）、香

料（こうりょう）として間違（まちが）って、痛（いた）み止（ど）めを使ったとしてもね。 

楼子 やっぱり『桜の園』でなくこの演目になったのは、電通の思惑（おもわく）があったということですか？ 

大島 《はっと、自分の口を塞（ふさ）いで》否（いや）、そういう話も、聴いたことがあるかなーとか、ネットに書いてあっ

たかなー、とか……。 

少女Ａ 《台本を捲（めく）り》だから十六世紀のハンガリーのお話なのに、最後に急に、女吸血鬼といわれたエリザベ

ートが、お坊さんから無理矢理（むりやり）に陀羅尼助を飲まされて改心（かいしん）するんだ。 

少女Ｂ 確かに何度、読んでも納得（なっとく）いかなかったわよね。ハンガリーが舞台なのに上から釣鐘（つりがね）が出てきた

り、薬売（くすりうり）が陀羅尼助を持って登場するシーンがあるのが。 

 

 二人の少女達、舞台の前に進み出で、《少女Ａ〜Ｇに該当（がいとう）しないものが演じる場合は、上手（かみて）

より登場し》 
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二人の少女達１ 先（ま）ず、第一の調合（ちょうごう）には、呑（の）んで強（つよ）うなる様（よう）に。二王殿（におうどの）の力

瘤（ちからこぶ）、韋駄天（いだてん）の三里（さんり）の皮（かわ）。 

二人の少女達２ 以上、合（あ）わしてとろりとだらりと練（ね）り合（あ）わせたるは嘘八百（うそはっぴゃく）。薬（くすり）は六文

（ろくもん）——といいたいところ、今、お申し込み頂（いただ）けば、六百円。一箱、六百円で、送料無料。更（さら）に、もれなく、

今をときめくおしゃまな十八歳、大島聡子（おおしまさとこ）の生写真（なまじゃしん）も付（つ）いてくる。 

少女Ｂ もろ、宣伝（せんでん）じゃん！ 

楼子 《謎が解けたよう》花（はな）の外（ほか）には松（まつ）ばかり——。松が出てくるのに、上から桜のカンフェティが降る

のは、『娘道成寺』（むすめどうじょうじ）じゃなくて、『役行者大峯桜』（えんのぎょうじゃおおみねざくら）って解釈すればよかった

んですか！ 

少女Ｃ 由奈（ゆな）、その、サルノコシカケ大きな僕（ぼく）らって何（なに）よ？ 

楼子 サルノコシカケじゃなくて、えんのぎょうじゃおおみねざくら——よ。ほら、近松半二（ちかまつはんじ）の鮮烈（せんれつ）な

デビュー作！ 天智天皇（てんじてんのう）の本当の子供は誰かっていう謎解（なぞと）きをモチーフにしながら応仁（おうにん）

の乱の勃発（ぼっぱつ）の原因を描（えが）いた宝暦元年（ほうれきがんねん）の大胆な浄瑠璃（じょうるり）芝居。 

少女Ｃ チカマツ？ モンザエモンじゃなくて？ 

楼子 二代目竹田出雲（にだいめたけだいずも）に入門したけど、近松（ちかまつ）に憧（あこが）れて、竹本座（たけもとざ）の座

付作者（ざつきさくしゃ）となった後（あと）、その姓（せい）を名乗ったのよ。天智天皇ネタでは、明和八年（めいわはちねん）、あ

の『妹背山婦女庭訓』（いもせやまおんなていきん）も合作（がっさく）で書いてたじゃん。 

少女Ｃ あの——って、いわれても……。 

楼子 《大島に》ですよね、先輩。 

大島 《狼狽（うろた）えつつ》う、うん。 

楼子 そっか。そういうことか。これできちんと、演出のプラン、練（ね）れそうです。《大島にお辞儀（じぎ）をし、一人、合

点（がてん）をしている》 

 

 少女達は芝居の稽古（けいこ）を始める。 

 発声練習をするものもいれば、所作（しょさ）と共に台本を頭に入れようとするものも、いる。ポスターを描（か）く支度（したく）

や、大道具の段取りを整えるものもいる。稽古（けいこ）をせず、只（ただ）、遊びに興（きょう）じているものも、いる。 

 ＥとＧはまた、身体（からだ）を寄せ合っておかしな雰囲気（ふんいき）である。 

 その光景（こうけい）は、うららかな日差（ひざ）しに照（て）り映（は）える女学生（じょがくせい）の演劇部らしいあえかな、時が

止（と）まっているかのように思える何処（どこ）か懐（なつ）かしいものだ。 

 

 任意に選出された二人の少女【以後、このような場合、任意の少女——として記（しる）す。任意であるので、任意の少女１であ

ったものが、後（のち）にも任意の少女１を演じなければならない決まりは、ない。＊但し、楼子役と大島役には割り振るべきで

はない。これは演出家への指示であり、誰がやるのか決まってないから、その時の気分で本番中、役者が勝手に役を取っても

よい——ということではない。】が、舞台、奥の中央を観ながら《あたかも、そこに窓があるかのように》、 

 

任意の少女１ 僕（ぼく）は強いし、プライドもある。人はねぇ、地上で望み得（う）る最上（さいじょう）の真実（しんじつ）、至上（し

じょう）の幸せを目指して進んでいるのですよ。そしてこの僕はその最前線にいるのです。 
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任意の少女２ 七十年代がどうだとか、デカかダンスがどうだとか……。女の腐（くさ）ったような人だ。 

任意の少女１ これで観（み）るのが最後（さいご）になるのだわ。亡（な）くなったお母様は、このお部屋をお歩きになるのがと

ても好きだった。 

任意の少女２ おーい。おーい。【＊呼び掛ける台詞であるが、誰に呼び掛けているでもなく、発声練習のようなものだ。】 

任意の少女１ お母様！ 

任意の少女２ おーい。おーい。 

任意の少女１ 嗚呼（ああ）、可愛（かわい）い妹（いもうと）。僕の妹（プティ・スール）よ。 

任意の少女２ おーい。おーい。 

 

 任意の少女２の台詞で溶暗（ようあん）し、他（た）の少女達の動きが停止する中、車椅子（くるまいす）に乗った白髪（はくは

つ）の美しき老婦人（ろうふじん）【聖マリアンヌ学園・理事長】——琳太郎が扮（ふん）した姿である——と、その車椅子を押す男

【第一幕で証言台にいた背広の男である。】——が、仄暗（ほのぐら）い舞台に、現れる。 

 

琳太郎 この学園——聖（セント）マリアンヌが売りに出されたという情報は？ 

車を押す男 まだ数名の理事の方々（かたがた）、そして取り仕切る電通の社員しか、知りません。 

琳太郎 くれぐれも漏（も）れることのなきよう。この格式（かくしき）ある聖マリアンヌが長年（ながねん）の経営難（けいえいな

ん）から高等部（こうとうぶ）の撤廃（てっぱい）を来年にも行わなければならぬ醜聞（しゅうぶん）で、生徒達を動揺（どうよう）さ

せる訳（わけ）にはまいりません。生徒の中に察知（さっち）する気配（けはい）も見受（みう）けられませんか？ 

車を押す男 一人——。芸能科の３年、大島聡子のみが、どこかしらで聴き及（およ）んだようです。真偽（しんぎ）を確かめるメ

ールが彼女より、私の許（もと）にありました。惚（とぼ）けておきましたが、恐らくは父親の会話を盗み聴きしたのではないでしょ

うか。この学園の跡地（あとち）は彼女の父親の製薬会社（せいやくがいしゃ）が管理する手筈（てはず）ですから。 

琳太郎 くれぐれも彼女に不穏（ふおん）な動きなきよう、監視しておいて下さい。廃校の阻止（そし）を目論（もくろ）み、音ノ木

坂（おとのきざか）のようなレジスタンス運動を起こされては困りますから。花は静かに散ってこそ花。運命（うんめい）には抗

（あらが）えません。 

車を押す男 これも時代の流れというやつですか、理事長。 

琳太郎 ええ。 

車を押す男 しかしこの聖マリアンヌが幾（いく）ら財政破綻（ざいせいはたん）したとはいえ、負債額（ふさいがく）、プラス、たっ

た９万（きゅうまん）ルーブルであのような百姓（ひゃくしょう）の成（な）り上（あ）がりに買収（ばいしゅう）されてしまうとは……。 

琳太郎 競売（けいばい）で権利を手に入れたロパヒン社（しゃ）というのは、ＩＴ関連の会社だと聴（き）いていますが。 

車を押す男 ええ。いわゆるネット株（かぶ）の運用（うんよう）で資産を築（きず）き上げた会社です。しかしそもそもは、農園の

地主（じぬし）ですよ。畑を耕（たがや）すプロレタリアートからの搾取（さくしゅ）に長（た）けていたから、違う畑（はたけ）での株

（かぶ）の扱（あつか）いも上手（うま）かったということです。忌々（いまいま）しい。 

琳太郎 そのようなシニカルな愚弄（ぐろう）は、却（かえ）って貴方（あなた）の品位（ひんい）を貶（おとし）めます。それにプロレ

タリアートだとか搾取だとか、今、流行（はや）りの共産党（きょうさんとう）気触（かぶ）れな語彙（ごい）の羅列（られつ）も気に入

りません。労働者に拠（よ）って階級闘争がなされるのなら、倒される相手は私達でもあるのですよ。お気をつけあそばせ。 

車を押す男 イエス・ユア・ハイネス。  

琳太郎 私とて、まだ己（おの）が娘が通（かよ）う学園を好き好（この）んで廃校になぞするものですか。今年、恒例（こうれい）

の秋の演劇祭で『桜の園』を上演させなくしたのは、もう来年は門を潜（くぐ）ってくる新しき学徒（がくと）の姿も、巣立（すだ）って
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行（ゆ）く学徒の姿も、観（み）られないことの悲しさ故(ゆえ)。聖マリアンヌという乙女等（おとめら）の永劫回帰（えいごうかいき）

の住処（すみか）が消失（しょうしつ）する時、かつてそこにいた私達は一体（いったい）、何（なに）を寄る辺（よるべ）に生きてい

けばいい。繭（まゆ）を金（かね）と引き換えにして、私は娘（むすめ）を永遠（えいえん）の放浪者（ほうろうしゃ）にしようとしてい

る。 

車を押す男 その、ことりお嬢様（じょうさま）なのですが……。理事長に隠（かく）れて、繁華街（はんかがい）の道徳的（どうとく

てき）とはいい難（がた）き茶寮（さりょう）で、非常勤（ひじょうきん）の給仕職（きゅうじしょく）に携（たずさ）わっておられるとの目

撃（もくげき）証言が……。 

琳太郎 あの、内気（うちき）なことりがですか？ 選（よ）りに選（よ）って、そのような。 

車を押す男 一応、理事長のお耳に入れておいたほうが宜（よろ）しいかと。差（さ）し出（で）がましいようですが。 

琳太郎 嗚呼（ああ）、きっと、周囲（しゅうい）に感化（かんか）されてしまったのだわ。あの、ことりがそんなこと……。そう、あの

高坂（こうさか）とかいう和菓子屋（わがしや）の粗野（そや）な娘と付（つ）き合（あ）い始めてから、ことりは品行（ひんこう）が悪く

なってしまった。《顔に手を当てて泣き始める》 

車を押す男 《客席に訴えかけるように》限られた時間の中で精一杯（せいいっぱい）輝（かがや）こうとするスクールアイ

ドルが好き！ 

 

 静止して闇に溶（と）けていた中の少女達の一人、少女Ｃにスポットが当たる。 

 

少女Ｃ 占（うらな）いで出たんや。このグループは九人になった時、未来が開（ひら）けるって。 

楼子 《その横にくる。スポットに照らされる》さぁ、行こう。私達と一緒に見たことのない場所へ！ 見たことないステー

ジへ。 

大島 《その横に割り込んでくる》皆（みな）さん、お話がありますの。くれぐれもここにいる有志（ゆうし）だけの内密（ない

みつ）になさるとお約束下（くだ）さいましね。聖マリアンヌ学園高等部、私達のこの故郷（ふるさと）が、売りに出されましたの。

来年、この学校は廃校ですのよ！ 

 

 その言葉に仰天（ぎょうてん）する少女達の姿が照らされる。 

 琳太郎と車を押す男は静止。 

 

二人の少女達１ 言（い）わず語（かた）らぬ我（わ）が心（こころ） 

            乱（みだ）れし髪（かみ）の乱（みだ）るるも 

            つれないは只（ただ） うつり気（ぎ）な  

            どうでも男（おとこ）は悪性者（あくしょうもの） 

二人の少女達２ 櫻々（さくらさくら）と謡（うた）われて 

            云（い）うて袂（たもと）の分二（わけふた）つ  

            勤（つと）めさえ只（ただ） うかうかと  

            どうでも女子（おなご）は悪性者（あくしょうもの） 

 

楼子 《二人の少女達に倣（なら）い、長唄の節回しで》都育（みやこそだ）ちは蓮葉（はすは）な物（もの）じゃえ。 
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 楼子が台詞を決めたところで、テンポのよい三味線（しゃみせん）や、笛（ふえ）、太鼓（たいこ）などが鳴り始める。【楽器や音

源を使用せず、口三味線（くちじゃみせん）のよう、テン・トツツン、テン・トツツン——と二人の少女達が歌ってもいいだろう。】 

 二人の少女達は、それに合わせ、アイドルふうのダンスをする。 

 楼子もまた、そのダンスを共に踊り出す。 

 三人のダンスが揃（そろ）い始めたら、また上から釣鐘が、一幕よりも早い落下速度で、降りてくる。 

 

 暗転しながら、 

 

任意の少女１の声 バカ、ここでは釣鐘、降ろさないんだってば！ 

任意の少女２の声 そんなこといっても、もう降ろしちゃいましたよ！ 

任意の少女３の声 照明に暗転（あんてん）っていってよ！ 

任意の少女２の声 私のせいじゃ、ないですよぉ……。 

任意の少女３の声 今はそんなこと、どうだっていいから！ 

 

 そんなこんなで、幕。 

  



Gekihan Uloco-Hime 
 

 

 30 

第三幕 

 

 

 第二幕での暗転（あんてん）の後（あと）、舞台で少女達の遣（や）り取（と）り。 

 第二幕と第三幕の空間が断絶（だんぜつ）されたという観客の認識は極力（きょくりょく）、排除（はいじょ）される形（かたち）

で。 

 

 暗転の中、 

 

任意の少女４ で、どうするの？ 

任意の少女５ 私、知りませんよう。 

 

 しばし沈黙。 

 

楼子 え！ 大島さん、いないんですか？  

 

 半拍（はんぱく）程の間（ま）があり、 

 

少女Ｂ さっき、いたじゃん。 

少女Ａ 先程（さきほど）、楽屋見舞（がくやみま）いに来（こ）られた電通の方（かた）と、学食（がくしょく）にカレー食べに行かれ

ましたけど。 

少女Ｂ だって、幕（まく）、開（あ）くよ。あんたさぁ、大島さんとスールなんでしょ。どうして止（と）めなかったの。大島さんは３年

だし、芸能科なんだから、私達からはいえないじゃん。そういうの、１年でも、スールの間柄（あいだがら）ならいえる訳（わけ）じ

ゃん。何（なん）の為（ため）のスールよ！ 手、絡（つな）いだり、放課後の誰もいない音楽室で人に話せないようなことをするば

かりが、スールじゃないんだからね。一寸（ちょっと）は自覚（じかく）してよ。——大体（だいたい）、伝統だとかいっても、そもそも

私はこの学園のスール制度には反対なんだから。古いのよ。スールとか、エスとか。そんな風儀（ふうぎ）があったのって、大正

時代でしょ。そのようなものを今の時代も大事（だいじ）にしてきたから、経営難（けいえいなん）で廃校にするしかなくなったんだ

わ。 

少女Ｅ 《小声で》スール制度が旧弊（きゅうへい）。反対だなんて、スールがいない、同性（どうせい）の柔肌（やわはだ）の

熱（あつ）きに無知（むち）な、モテない人のやっかみよねぇ。 

少女Ｇ まだ十代なのに行（い）かず後家（ごけ）なお局（つぼね）様のヒステリー。 

少女Ｅ しっ！ 余（あま）り大きな声でいうと、聴（き）こえちゃうから。 

少女Ｂ 全部、聴こえてます！ 

少女Ｅ ひゃぁ。——だけど、今、山下さんにそんなこと、いったって仕方（しかた）ないじゃん。いないものはいないのだし。 

少女Ｂ それじゃ、楼子（たかこ）の役、どうすんのよ！ あんた、するの？ 

少女Ｅ 私は照明で手一杯（ていっぱい）だもん。台詞（せりふ）だって憶（おぼ）えてないし。 

少女Ｇ 誰か、出てない人で代役（だいやく）の出来る人はいないのかしら？ 
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 少し間（ま）があり、 

 

少女Ｄ 私は無理だよ。ＰＡも舞台転換（ぶたいてんかん）もやらされてるんだから。 

少女Ａ わ、私、聡子（さとこ）お姉様を探しに学食に行ってまいりますわね。 

少女Ｂ あ、山下（やました）、逃（に）げやがった！  

少女Ｃ 大体、今年は有志（ゆうし）の数が少なすぎるのですわ。この人数（にんずう）でキャストも裏方（うらかた）も万事（ばん

じ）揃（そろ）えろっていうこと自体、無理があったのであって。 

少女Ｆ この際（さい）、滝（たき）先生にやって貰（もら）っては……。 

琳太郎 私はこの場面で、前幕（ぜんまく）同様（どうよう）、そのまま楼子の叔母（おば）を演（えん）じなければなりません。同じ

舞台で掛（か）け合（あ）いのある二役（ふたやく）は物理的に不可能です。 

少女Ｂ じゃ、どうするんですか！ 

琳太郎 それは貴方方（あなたがた）が決めることです。私は飽（あ）くまで顧問（こもん）なのですよ。どうしても配役（はいやく）

が足（た）りないというので、キャストをすることにしましたが。 

少女Ｆ 萠月（もえづき）さんでいいんじゃないですか？ 演出（えんしゅつ）だし、本番（ほんばん）は進行（しんこう）と転換（て

んかん）を少し手伝ってるだけなんだから。 

少女Ｄ そうか。萠月が、いた。 

楼子 ダ、ダメですよ。私、舞台（ぶたい）なんて立ったことないし。 

少女Ｃ 由奈（ゆな）、やりなよ。てか、由奈しか残ってないんだから。演出だし、皆（みんな）の台詞、大体（だいたい）は頭に入

（はい）ってるんでしょ。 

楼子 舞（まい）までそんなこといわないでよ。私が人一倍、上（あ）がり症（しょう）なの、知ってる癖（くせ）に。親友（しんゆう）で

しょ！ 

少女Ｃ 親友もクソもない！ 女同士の友情なんてこの世で一番、脆（もろ）いもの。大島先輩（おおしませんぱい）もいってたで

しょ。女の友情はどちらかが主人（しゅじん）でどちらかが召使いでしか成（な）り立（た）たないものだって。ならば今、私は貴方

（あなた）の主人（しゅじん）。主（あるじ）の言葉は絶対なの。行きなさい、我（わ）が召使い。……大島さんもすぐに戻るだろうか

ら、それまでのツナギ。このまま暗転（あんてん）しっぱなしだと、お客さんにバレちゃうから。 

少女Ｅ 三幕（さんまく）の楼子（たかこ）の衣装（いしょう）、持ってきましたー。 

楼子 え？ 本当に私がやるんですか……？ 

 

 少しずつ、明るくなったり暗くなったり、不適切（ふてきせつ）な照明が舞台上（ぶたいじょう）の様子（ようす）を、露呈（ろてい）

し始める。 

 間違（まちが）って降（お）りていた釣鐘が上（あ）がっていく。 

 楼子の周囲で衣装に、着替（きが）えをさせている少女達。ドタバタと、大道具を持ち去ったり、備（そな）える少女達の姿。 

 恐（おそ）る恐（おそ）るという雰囲気（ふんいき）で、溶明（ようめい）した舞台の中央には、中世の姫君（ひめぎみ）を思わせる

デザインの、しこたまパニエが仕込（しこ）まれているのであろう極度（きょくど）に膨（ふく）らんだ丈（たけ）の長いスカートの、ド

レスを纏（まと）わされた楼子が日傘（ひがさ）を持って、気まずそうに立っている。 

 上手（かみて）には、第一幕で楼子がなされていた形（かたち）で、布を身体（からだ）に巻かれ、椅子（いす）に固定され座る

琳太郎（りんたろう）。 

 琳太郎の後（うし）ろには、第二幕と同様（どうよう）、証言台の男【＊車を押す男】が立っている。 
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 スタッフとして動いていた少女達がハケた中、この三名を残し、第一幕から長唄（ながうた）をしていた二人の少女達のみが、

いる。 

 

二人の少女達１ 《もう一人と眼と眼を合わせ、せーの！ というふうにして》 

               梅（うめ）とさんさん櫻（さくら）は 

              いづれ兄（あに）やら弟（おとと）やら  

              わきて言（い）われぬな  

              花（はな）の色（いろ）え 

二人の少女達２   あやめ杜若（かきつばた）は 

              何（いづ）れ姉（あね）やら妹（いもと）やら  

              分（わ）きて言（い）われぬな  

              花（はな）の色（いろ）え 

 

 二人の少女達、証言台の男【＊車を押す男】に、手にしていた白衣（はくい）を着（き）せ、上手（かみて）に退場する。 

 

楼子 《その姿を見遣（みや）り、周囲を不安そうに見渡（みわた）し、深呼吸（しんこきゅう）。そして、決心し

たように客席を向き》嗚呼（ああ）、ここが黎子（れいこ）叔母（おば）様の家だ。懐（なつ）かしい。ねぇ、お兄様。この前、黎子

叔母様にお逢（あ）いしたのは何時（いつ）、だったかしら。半年？ いいえ、もう随分（ずいぶん）とお逢いしていない気がする

わ。叔母様は相変（あいか）わらず、お美しく、お元気でおられるかしら。《と、仕草（しぐさ）を交（まじ）えて台詞をいうが、悲しい

くらいに棒読（ぼうよ）みである。——ノックをする所作（しょさ）を、して》トン、トン。叔母様、楼子です。お兄様と久々（ひさびさ）、

参（まい）りましたわ。トン、トン。これは叔母様のお屋敷（やしき）の扉（とびら）をノックしている音（おと）ですの。トン、トン。御在

宅（ございたく）なら、お返事なすって。トン、トン。トン、トン、トン。 

琳太郎 《威厳（いげん）と風格（ふうかく）を持ち、ゆっくりと》楼子さん、琳太郎さん。お待ちしていたわ。どうぞ。

お入（はい）りなさいな。《日傘（ひがさ）を窄（すぼ）め、楼子が扉を開（ひら）き、屋敷に入る演技をした後（の

ち）、》まぁ、美しい。暫（しばら）く観ないうちに一段（いちだん）と麗（うるわ）しくなった。もう十七歳。最（もっと）も、花の盛（さ

か）りねぇ。その濡（ぬ）れたように月の光に照（て）り映（は）ゆる艶（あで）やかな黒髪（くろかみ）、高雅（こうが）の輪郭（りんか

く）とは対照（たいしょう）の挑発（ちょうはつ）的に強き眼差（まなざ）しを有（ゆう）する瞳（ひとみ）、倨傲（きょごう）の矜持（きょう

じ）で結（むす）ばれた薄（うす）く柔（やわ）らかき唇の曲線（きょくせん）は、確（たし）かに龍烏（たつお）家の女性の血をひく女

のものに相違（そうい）ないわ。もっと近くでよく、姿（すがた）を観せて頂戴（ちょうだい）。私の若い頃に瓜（うり）二つ。もうこのよ

うな歳（とし）だけれどねぇ、お嗤（わら）いになって結構（けっこう）よ、私も貴方（あなた）と同じくらいには、自分でいうのも可笑

（おか）しいけれど、それはそれは流麗（りゅうれい）の形（なり）だった。容姿（ようし）にも増（ま）して周囲を嘆息（たんそく）せし

めたのは、その肌（はだ）、今、貴方（あなた）を覆（おお）うその、ぞっとするくらいに透（す）き通（とお）る、きめ細かな白き滑（す

べ）らかな肌の表層（ひょうそう）。若さ故（ゆえ）、地表（ちひょう）の奥に流れ滾（たぎ）る成長期（せいちょうき）の血汐（ちしお）

が、むっとした独特の臭気（しゅうき）と共（とも）に火照（ほて）りとして滲（にじ）み、うっすらと熱（ねつ）に染（そ）まる時、輝きは

純潔（じゅんけつ）を淫蕩（いんとう）に変（か）え、清廉（せいれん）を狂（くる）おしき熱情（ねつじょう）へと導（みちび）く。かの如

（ごと）き特権（とっけん）を持つものが己（おのれ）の神聖（しんせい）さを讃（たた）え、自画自賛（じがじさん）、驕（おご）りを極

（きわ）めぬ訳（わけ）がない。誰にもこの美しさを侵（おか）されてなるものか。何処（いずこ）の王も触（ふ）れてはならぬ。私は

この私にのみ凌駕（りょうが）を赦（ゆる）すのだ。——そう逆上（のぼ）せ上（あ）がって、この方（かた）、生きてきたのでしょう、楼
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子さん。隠（かく）すことはない。真実（しんじつ）、絶頂（ぜっちょう）にいる現在（いま）の貴方（あなた）に勝（か）てるものなぞ何

処（どこ）にもいやしないのだから。実（じつ）の兄である琳太郎さんですら、誘惑の恥辱（ちじょく）に打（う）ち震（ふる）えている

ことでしょう。貴方（あなた）は今、絶対であり、不可侵（ふかしん）の掟（おきて）として君臨（くんりん）している。跪（ひざまず）か

せて構（かま）わない、全（すべ）てのものを。世界は犬（いぬ）同様（どうよう）と平伏（ひれふ）し、貴方の手に握（にぎ）られた鞭

（むち）のしなりを待（ま）ち侘（わ）びているのだから。美しさに傅（かしず）かぬものこそが悪（あく）。古来（こらい）、人もその他

（た）の生物（せいぶつ）も、この法則から逃（のが）れることがなかった。恐（おそ）らくは天体（てんたい）でさえもね、美しさの引

力に従（したが）い、回転の速度を定（さだ）めている。もし、物理学者達がいうように宇宙が膨張（ぼうちょう）を続けているのな

ら、美しさの概念（がいねん）こそが、何もない光の向こう側（かわ）を侵食（しんしょく）し、蹂躙（じゅうりん）する運動の原動力

（げんどうりょく）なのでしょう。鋭利（えいり）な刃（やいば）が切り落とすのではなく、鋭利（えいり）な刃（やいば）に触（ふ）れよう

としたものが打（う）ち負（ま）かされ、その身（み）を裂（さ）いていくのよ。女王（じょうおう）よ——。今、貴方（あなた）は何を望む。

楼子さん——。今、全てを支配する貴方は、一体、何を所望（しょもう）なさるのかしら。ヨカナーンの首（くび）？ そんなものより

もっといいものをお願いなさいな。聖職者（せいしょくしゃ）の生首（なまくび）を欲（ほ）しがったあの妖（あや）しき踊（おど）り娘

（こ）よりも尚（なお）、貴方はもっと特別なのだから。 

楼子 ヨカナーンの首？ それ、美味（おい）しいんですか？ サロメ？ ああ、肩（かた）に貼（は）るやつですね。《少しずつ台

詞まわしが上手（うま）くなっていく》 

車を押す男 或（あ）る日、私は少女を見掛（みか）けた。制服を纏（まと）い、女子高生（じょしこうせい）の形（なり）をしている

が、あの女に違いない。どうして間違（まちが）うことがあろうか。一度きりしか逢（あ）ってはいないが、確かにあの女をこの手で

抱（だ）いたのだから、私の眼を誤魔化（ごまか）すことは出来ない。第一、あれだけに白い肌の女が二人といるものか！ 私は

憶（おぼ）えている。気後（きおく）れし、萎縮（いしゅく）する程（ほど）に滑（すべ）らかな、天鵞絨（ビロード）さえも及（およ）ばな

い彼女の肌の質感（しつかん）を。今も悪夢（あくむ）のように四肢（しし）に感触が纏（まと）わり付（つ）いている。あの不可思議

（ふかしぎ）な夜（よる）から、私は亡霊（ぼうれい）を求め煉獄（れんごく）に降（お）りたフィレンツェの追放者（ついほうしゃ）の執

念（しゅうねん）で、女を探し回った。恋をしたのかだと？ 馬鹿（ばか）な……。仮（かり）にそうだったとしても所詮（しょせん）、

売春婦（ばいしゅんふ）だ。どれだけ派手（はで）に嬌声（きょうせい）をあげようと、肉の奥深く歓喜（かんき）の証（あかし）が刻

（きざ）まれようとも、心は微塵（みじん）も官能（かんのう）に浸（ひた）さずにいる。渇（かわ）き切（き）っている。砂漠（さばく）み

たいなものだ。どのような罪人（ざいにん）をも赦（ゆる）す慈愛（じあい）は、愛なぞ全（まった）く信用せぬ不感症（ふかんしょう）

の神のみが持つ心情（しんじょう）だろう。事実、私はあらゆる要求を悉（ことごと）く受け入れる彼女の従順（じゅうじゅん）さに、

一欠片（ひとかけら）の含羞（がんしゅう）も垣間（かいま）みることがなかった。決（け）して多額ではない、憂（うれ）いなく生活出

来るだけの金（かね）を与えれば、彼女は自分の一生を容易（たやす）く売るだろう。忠実（ちゅうじつ）な僕（しもべ）となるだろ

う。が、心は凪（な）いだまま靡（なび）かない。そもそもあの女は心を持たないのだ。誰かの為（ため）に泣くこともなければ、誰

かの為に祈ることもしない。自分自身にすら、僅（わず）かな苛立（いらだ）ちも疑念（ぎねん）も持たず、存在する冷淡（れいた

ん）な神——。それがあの女の正体（しょうたい）だ。私には解る。私と同じものだからな。最初は少しでもこの世の不正（ふせい）

をなくす役に立ちたいと、警察官を志願した。繰り返し罪過（ざいか）を重（かさ）ねるものであれ、改心させられる可能性がある

と真実（しんじつ）の究明（きゅうめい）に心血（しんけつ）を注（そそ）いできた。しかし、どんなに同情すべき余地（よち）のあるも

のであろうと、その過失（かしつ）を取り調べようとすれば、如何（いか）に自分に落度（おちど）がないかをくどくど申（もう）し立て

るばかりだ。やがて知れる。罪（つみ）を憎んでそのものを憎まぬようにするには、そのものへの関心を一切、絶（た）たなくては

不可能であると。優秀な警察官として公正（こうせい）な判断をするには、一切の愛を無価値（むかち）にするより、方法がない。

神が公平（こうへい）であるならば、神という奴（やつ）が何（なに）にも興味を抱（いだ）いていない証拠（しょうこ）。奴（やつ）は

只（ただ）、動（うご）かしている。アルゴリズムでチェスをするコンピュータだ。数万回対戦しようともその一手（いって）に間違（ま
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ちが）いは起こり得（え）ない。そして、勝とうが負けようが、機械だから嬉しいと思うこともなければ悔しいと思うこともないのだ。

一戦一戦（いっせんいっせん）、学習し、情報処理能力を高くしていくだけの心底（しんそこ）、忠実（ちゅうじつ）なプロレタリアな

のだ。憐（あわ）れみのシステムなぞ付（つ）いてはいない。 

琳太郎 楼子さん——。屋敷（やしき）の周辺（しゅうへん）で不審（ふしん）な男に出会（でくわ）しはしなかった？ よれた風采（ふ

うさい）ながら獲物（えもの）の様子（ようす）を偵察（ていさつ）する犬のように眼（め）だけを厭（いや）らしくギラつかせた世俗

（せぞく）の中年男。 

楼子 ええ。そんな人は、一向（いっこう）に。誰ですの、その気味（きみ）の悪い男は？ お屋敷に来る迄（まで）の道のりは誰

にも逢（あ）いはしなかった。叔母様に関係のあるお方（かた）なのかしら？  

琳太郎 逢わなければそれでいいの。でも、帰り道も用心に越（こ）したことはない。貴方（あなた）を付（つ）け狙（ねら）う可能性

もあるから。 

楼子 付け狙うだなんて、剣呑（けんのん）な……。叔母様、何（なに）かお心当（こころあ）たりがあるの？ 悪い行状（ぎょうじょ

う）でもあそばされたの？ 

琳太郎 そうねぇ——。悪い行状といえば、悪い行状ばかししているから。例（たと）えば、使用人を地下の部屋にある奇抜（きば

つ）な拷問（ごうもん）道具で甚振（いたぶ）り殺して、その血を浴（あ）びて狂喜（きょうき）するとか、ねぇ。 

楼子 嗚呼（ああ）、何（なん）ということをなさるの！ でも、叔母様、私、知っていましてよ。それは叔母様ではなく、中世、ハン

ガリーにいたという血塗（ちまみ）れの伯爵夫人（はくしゃくふじん）、エリザベート・バートリーの逸話（いつわ）でしょ。私、今度、

そのエリザベートを主人公にした劇（げき）を学校で行（おこな）いますの。ええ、勿論（もちろん）、主役ですわよ。何しろ、バック

には電通が控（ひか）えていますもの。主役にならない訳（わけ）がありません。 

琳太郎 聖マリアンヌの秋の演劇ね。今年は『桜の園』ではないのね。 

楼子 叔母様も聖マリアンヌの卒業生ですものね。やはりＯＧとしては恒例（こうれい）の『桜の園』を上演して欲しいとお思いに

なって？ 

琳太郎 それは構（かま）わなくてよ。その時代、時代で遣（や）り方（かた）は変わるものだし、伝統にしがみつくだけが文化で

はないわ。——元始（げんし）、女性（じょせい）は実（じつ）に太陽（たいよう）であった。真正（しんせい）の人（ひと）であった。今

（いま）、女性（じょせい）は月（つき）である。他（＊た）に依（よ）って生（い）き、他（＊た）の光（ひかり）に依（よ）って輝（かがや）

く、病人（びょうにん）のやう（よう）な蒼白（あおじろ）い顔（かお）の月（つき）である。女性のなすことは今（いま）は只（ただ）嘲

（あざけ）りの笑（わらい）を招（まね）くばかりである。私（わたし）はよく知つてゐ（しってい）る、嘲（あざけ）りの下（した）に隠（か

く）れたる或（ある）ものを。そして私（わたし）は少（すこ）しも恐（おそ）れない。 

楼子と琳太郎 《揃って》最早（もはや）女性（じょせい）は月（つき）ではない。其日（そのひ）、女性（じょせい）は矢張（や

は）り元始（げんし）の太陽（たいよう）である。真正（しんせい）の人（ひと）である。私共（わたしども）は日出（ひい）づる国（くに）

の東（ひんがし）の水晶（すいしょう）の山（やま）の上（うえ）に目映（まば）ゆる黄金（＊おうごん）の大円宮殿（＊だいえんきゅう

でん）を営ま（いとなも）うとするものだ。女性（じょせい）よ、汝（なんじ）の肖像（しょうぞう）を描（＊えが）くに常（つね）に金色（＊

こんじき）の円天井（まるてんじょう）を撰（えら）ぶことを忘（わす）れてはならぬ。 

楼子 平塚らいてう（ひらつからいちょう）——ね、叔母様。私もこの『青鞜』（せいとう）の言葉は大好き。 

琳太郎 只（ただ）、従順（じゅうじゅん）に男性に付（つ）き従（したが）っておればいいという旧弊（きゅうへい）な良識（りょうしき）

を、明治の頃（ころ）、らいてう（らいちょう）達、『青鞜』（せいとう）の女性は打（う）ち破（やぶ）ろうとしたわ。男性の真似（まね）を

するのではなく、己（おのれ）が己（おのれ）として生きようとした時（とき）、真（しん）の自由解放は成（な）し遂（と）げられ、私達

の中に内在（ないざい）する天才（てんさい）は姿（すがた）を顕（あらわ）す。只（ただ）、精神集中のみが、母（はは）なるものの

中から眠れる天才を呼び醒（さま）す。——楼子さん。貴方達（あなたたち）が聖マリアンヌの有志（ゆうし）として新しい劇を演（え
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ん）じるならば、それは武力（ぶりょく）を用（もち）いぬ革命よ。貴方達の前に道はなくともその後（あと）に、必ずや、道は出来る

でしょう。しっかりおやりなさいな。生憎（あいにく）、私は観（み）には行けないのだけれども。 

楼子 叔母様はご観覧（かんらん）下（くだ）さらないの？ がっかりだわ。チケットなら幾（いく）らでも良い席がご用意出来まして

よ。電通枠（でんつうわく）がありますもの。劇（げき）はお嫌（きら）い？ 

琳太郎 毎年、その時期は仏蘭西（フランス）で過ごすと決めていますからねぇ。せっかくの楼子さんの舞台ですもの、観たくな

い筈（はず）はないわ。演劇祭の後（のち）、オペラ座で上演してくれるのなら大きな薔薇（ばら）の花束を持って、駆（か）けつけ

るのだけど。 

楼子 では、電通の人に提案しますわ。特別にオペラ座でも公演出来るよう、段取（だんど）りを付（つ）けて貰（もら）います。 

琳太郎 それならとても有（あ）り難（がた）いけれど。ところで、今日、いらしたのは何（なに）か事情（じじょう）がおありなのでは

なかったかしら？ どうも最近、時折（ときおり）、深刻（しんこく）に塞（ふさ）ぎ込（こ）むことが多く、僕にも相談をしてくれないの

で、黎子叔母様になら話すのではないかと思うと、琳太郎さんから事前（じぜん）に知らせがありました。まさか、お芝居の主役

を任（まか）された重圧（じゅうあつ）に悩（なや）むような楼子さんでもあるまいし。私でよければ打（う）ち明（あ）け話（ばなし）を

聴く用意はありますよ。無論（むろん）、誰にも洩（も）らしはしない。 

楼子 《少し間を置き、いいにくそうに》お兄様にも知られたくはないの。 

琳太郎 それは大丈夫（だいじょうぶ）。琳太郎さんと訪（おとず）れた設定（せってい）になってはいますけれど、こうして私が貴

方の叔母として会話している限り、ここには、琳太郎さんが同席（どうせき）出来ない仕掛（しか）けになっていますから。 

楼子 電通の方（かた）にも内緒（ないしょ）にして下（くだ）さる？ 

琳太郎 広告代理店（こうこくだいりてん）になぞ告（つ）げ口（ぐち）するものですか。 

楼子 《少し安心したよう》ねぇ、叔母様。どうして叔母様はそんなにお綺麗（きれい）なの？ 

琳太郎 《笑い》取（と）ってつけたようにお世辞（せじ）をいっても、何（なに）も出（で）はしませんよ。 

楼子 否（いえ）、本当にお訊（き）きしたいのよ。叔母様はお歳（とし）を召（め）していらしても、ずっとずっと昔のまま、お美しい

わ。むしろ、子供の頃にお逢いしていたより今の方（ほう）がお美しいくらい。何（なに）か秘訣（ひけつ）がおありなのかしら？ 

琳太郎 毎日、陀羅尼助（だらにすけ）を呑（の）んでいるからよ。 

車を押す男 二王殿（におうどの）の力瘤（ちからこぶ）、韋駄天（いだてん）の三里（さんり）の皮（かわ）。薬（くすり）は六文（ろく

もん）——といいたいところ、今、お申し込み頂（いただ）けば、六百円！  

楼子 冗談（じょうだん）はお止（よ）しになって。真剣（しんけん）にお訊（たず）ねしているのですから。 

車を押す男 一箱、六百円で送料無料。更（さら）に、もれなく、今をときめくおしゃまな十八歳、大島聡子（おおしまさとこ）の生

写真（なまじゃしん）も付（つ）いてくる！ 

楼子 《その台詞に呼応して、コケティッシュに》サインも付けちゃうぞ。 

琳太郎 《わざとらしく大袈裟（おおげさ）な口調（くちょう）で》それは、今すぐ申し込まなきゃね。 

三人揃って 《客席に向かい》大島製薬（おおしませいやく）の陀羅尼助（だらにすけ）。大島製薬の陀羅尼助。男性には活

力（かつりょく）を、女性には永遠（えいえん）の若（わか）さを。腹痛（ふくつう）、下痢（げり）、食欲不振（しょくよくふしん）、二日

酔（ふつかよ）い。千三百年の昔から伝えられる万能（ばんのう）の生薬（しょうやく）、陀羅尼助（だらにすけ）。パソコンウィルス

予防のインストール版（ばん）、陀羅尼助セキュリティも好評発売中。 

 

 何事（なにごと）もなかったかのように、劇の続きに戻る。 
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琳太郎 楼子さん——。その美貌（びぼう）の絶頂（ぜっちょう）のやがてうらぶれる未来を案（あん）じるは詮（せん）なきこと。貴

方（あなた）がそうして褒（ほ）めてくれるのは嬉しいけれど、比べてみれば一目瞭然（いちもくりょうぜん）、貴方よりこの私はど

うみたってお婆（ばぁ）ちゃんよ。時間と重力には抗（あらが）えない。皺（しわ）だって、ほら。こんなにも一杯（いっぱい）。でも、

老（お）いることが必ずしも醜悪（しゅうあく）になることとは限らないのよ。そうならば、人に何故（なぜ）、運命（うんめい）が与

（あた）えられるのかしら。貴方は今、いる季節を闇雲（やみくも）に駆（か）け抜（ぬ）けていけばそれでいい。大切なのは、その

美しい季節を、若さにかまけてドブに捨てないことなのよ。 

楼子 それは、顧問（こもん）の先生もおっしゃっていた。叔母様は滝（たき）先生をご存知（ぞんじ）なの？ 

琳太郎 滝先生？ もしかして、北宇治（きたうじ）で音楽教諭（きょうゆ）をしている？ 

楼子 ええ。今は聖マリアンヌで、私達のお芝居の顧問（こもん）をしておられるの。そうしたら、叔母様は滝先生を——。 

琳太郎 いいえ、知っているのは彼がまだ幼（おさな）い頃（ころ）のみよ。高校の教諭になったというのは風（かぜ）の噂（うわ

さ）でしか。以前、私は彼のお父様と懇意（こんい）だったの。有能（ゆうのう）な音楽家であり指導者でした。そう……。滝さんの

息子（むすこ）さんが今はマリアンヌで楼子さん達の顧問として……。おかしな巡（めぐ）り合（あ）わせもあるものね。 

楼子 叔母様は——。 

琳太郎 かつて若気（わかげ）の至（いた）りで全身全霊（ぜんしんぜんれい）を以（も）って愛した人。かつて青春の時期、スー

ルの掟（おきて）を破り、心を捧（ささ）げてしまった唯一（ゆいいつ）の人。 

車を押す男 貴方はその追憶（ついおく）の中に今も尚（なお）、頑（かたく）なにずっと留（とど）まり続けるというのか！ こんな

に私が愛していようとも！ 

琳太郎 楼子さん——。紹介が遅れました。日暮（ひぐれ）医師（いし）です。私の主治医（しゅじい）ってところかしら。 

車を押す男 《恭（うやうや）しく、執事（しつじ）のように頭を下げる》 

楼子 主治医？ 叔母様、何処（どこ）かお悪いの？ ご病気？ 深刻（しんこく）な持病（じびょう）をお持ちなの？ 

琳太郎 《やや間を置き》病気……。病気かどうかも解らないのよ。これが、一体（いったい）、何（なん）なのか、現代の医

学ですらまだ片鱗（へんりん）も掴（つか）めない。 

車を押す男 血液が血漿（けっしょう）と血球（けっきゅう）に分（わ）けられるのはご存（ぞん）じですね。血球は赤血球（せっけっ

きゅう）、白血球（はっけっきゅう）、血小板（けっしょうばん）からなり、血球（けっきゅう）を運ぶ液体が血漿（けっしょう）です。こ

の血漿と血球に異常がみられます。彼女の血球にはヘモグロビンが非常に少ないのです。ヘモグロビンは酸素（さんそ）を運

ぶ役割を担（にな）います。少ないと体内（たいない）に酸素が運ばれず、酸欠（さんけつ）状態になります。しかし、彼女の血液

は血漿内（けっしょうない）で直接、酸素を溶（と）かせるようになっています。つまりヘモグロビンに依存（いぞん）しなくても酸素

が摂取（せっしゅ）出来るのです。このように血液が変化（へんか）する為（ため）にはリボアデノールという二酸化炭素を制御

（せいぎょ）する特殊（とくしゅ）な蛋白質（たんぱくしつ）が血漿（けっしょう）の中に存在しなければなりません。リボアデノールは

原核細胞（げんかくさいぼう）の中にも存在し、リボソームに代（か）わり蛋白質（たんぱくしつ）を合成（ごうせい）する役割も果

（は）たします。リボアデノールが蛋白質を作る役割を果たす場合、蛋白質は通常（つうじょう）の蛋白質ではなくなります。人

間、否（いや）、生物（せいぶつ）の中でこのような蛋白質を作る機能を持つものは稀（まれ）ですが、南極に棲（す）むノトセニア

亜目（あもく）の魚達（さかなたち）の一部に類似（るいじ）したシステムが見受（みう）けられます。貴方（あなた）の叔母様の血液

はこの一部（いちぶ）のノトセニア亜目（あもく）の魚のものと驚く程、類似（るいじ）しています。 

楼子 《嫌（いや）な予感に震（ふる）えながら》意味が解らない。意味が解らないわ……。  

車を押す男 ええ、解りません。どうしてそのような特殊（とくしゅ）な状況下（じょうきょうか）で生きる魚の血液と彼女——黎子さ

んの血液が酷似（こくじ）するのか。そもそもそのような血液でどうして人間が生きられるのか。全（まった）く、理解の仕様（しよ

う）がありません。血の成分（せいぶん）や構造（こうぞう）が類似（るいじ）するから、皮膚（ひふ）が魚類（ぎょるい）同様（どうよ
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う）になるなんて因果（いんが）も納得（なっとく）出来よう筈（はず）がない。しかし、私は観測し研究して得（え）た事実のみを貴

方に伝えます。最初、私は彼女の症状を皮膚病の観点（かんてん）で捉（とら）えていました。角化症（かくかしょう）に似ていまし

たから。皮膚は上から表皮（ひょうひ）、真皮（しんぴ）、皮下組織（ひかそしき）の三層（さんそう）に分けられます。この一番上の

表皮——通常、我々（われわれ）が肌（はだ）と認識する部分ですね——はまた五つの層（そう）に分（わ）けられます。角質層（かく

しつそう）、淡明層（たんめいそう）、顆粒層（かりゅうそう）、有棘層（ゆうきょくそう）、基底層（きていそう）。基底層で作られた細

胞は成長しながら角質層まで上（あ）がっていき、垢（あか）として剥（は）がれ落ちていく古い角質と入れ替わることを新陳代謝

（しんちんたいしゃ）として繰（く）り返（かえ）します。これが上手（うま）くいかず角化細胞（かくかさいぼう）の増殖（ぞうしょく）によ

り角質（かくしつ）が過剰（かじょう）に生成（せいせい）されると乾癬（かんせん）となり、角質の剥離（はくり）のスピードが遅くな

り堆積（たいせき）すれば、魚鱗癬（ぎょりんせん）と呼ばれる病変（びょうへん）が生（しょう）じます。しかし貴方の叔母様の皮膚

の状態は角化症ではなかった。説明したように蛋白質（たんぱくしつ）の生成（せいせい）の異常からくるものであるとしか考え

られないのです。ですから彼女の身体（からだ）の蛋白質の合成（ごうせい）システム自体（じたい）を変えない限り、この病（や

まい）を治（なお）す手立（てだ）てはない。しかしそんな治療（ちりょう）は不可能だ。彼女という有機体（ゆうきたい）の特性（とく

せい）自体を変えてしまうことなぞ、医学には敵（かな）わないのです。 

楼子 インクブスの仕業（しわざ）ではなかったのね！ 

琳太郎 インクブス？ 夜中（よなか）に知（し）らぬ間（ま）、人の男の姿をして現れ、女と夢の中で性交渉（せいこうしょう）を持

つとされた悪魔の行状（ぎょうじょう）？ そんな御伽噺（おとぎばなし）を本気で信じていた訳（わけ）ではないでしょう、楼子さ

ん。もう十七歳にもなったというのに。 

楼子 《恐怖に喘ぎ》嫌（いや）！ 嫌！ 醜（みにく）くなるのは嫌！ 

琳太郎 爬虫類（はちゅうるい）か魚類（ぎょるい）のような——ヌメヌメとした蛇（へび）の身体（からだ）を覆（おお）うものに一番

近いであろうものが、私の皮膚を侵食（しんしょく）していく。鱗（うろこ）——そう、これは紛（まぎ）れもなく鱗だ。古来（こらい）、龍

烏（たつお）家は呪われた病症（びょうしょう）を伝播（でんぱ）させてきた。女のみが発症（はっしょう）させ、症状の顕在（けんざ

い）は初潮を境（さかい）に起こる場合が多い。通常は伝染（でんせん）するものではないが、この病（やまい）を持ったものとの

性交渉を行（おこな）った場合、男性にも感染（かんせん）は起こり得（う）る。——もうねぇ、楼子さん。この歳（とし）まで生きると

ねぇ、顔や腕（うで）にはないものの、ドレスを脱げば鼠蹊部（そけいぶ）から腹部（ふくぶ）、胸、背中に至（いた）るまで、びっち

りと醜い鱗（うろこ）が生（は）えているの。ステロイド投与（とうよ）や血液透析（けつえきとうせき）なぞ日暮（ひぐれ）さんの処方

箋（しょほうせん）で少しは進行を抑（おさ）えられてはいるものの、毎月（まいつき）にくる月経の度（たび）に鱗は領土（りょうど）

を確実に増（ふ）やしていく。特に生活に支障（ししょう）がある訳（わけ）ではない。只（ただ）、龍烏家の女性特有の真白（まし

ろ）き肌（はだ）とは対照（たいしょう）的なグロテスクな鱗がそれを覆（おお）っていくのみ。気味（きみ）が悪いわよ。容貌（ようぼ

う）が美しければ美しい程（ほど）に、侵食（しんしょく）を受けていない肌がきめ細かく透き通るように美麗（びれい）である程に、

コントラストがくっきりとして、異形（いぎょう）の具合（ぐあい）を鮮（あざ）やかにする。貴方もやはり、発病（はつびょう）したの

ね。幾（いく）つの時かしら？ きっと通例（つうれい）より遅かったのね。だから貴方のお父様は発症（はっしょう）を見逃（みの

が）してしまった。龍烏家の女性に生まれたからとて全員が全員、発症するものではありませんからね。この病（やまい）に就

（つ）いて辛抱（しんぼう）堪（たま）らなく、私なら何（なに）か知っているだろうと直感したから、訪（おとず）れたのでしょう。治（な

お）らずともせめて痛（いた）みをそっと誰かと、分（わ）かち合（あ）いたかったのでしょう。望み通りにしてあげる。求めるのがヨ

カナーンの首でなかったことくらい、最初から解っていた。同じく呪い、侵（おか）されたものとして、共有して差（さ）し上（あ）げま

しょう。観（み）せるのよ、楼子さん。その美貌に纏（まと）わり付（つ）いた悍（おぞ）ましき鱗（うろこ）の肌を——。服をお脱ぎなさ

い。私の前に、一糸（いっし）纏（まと）わぬ裸体（らたい）を曝（さら）し、病気の進行具合（しんこうぐあい）を知らせるのです。さ

ぁ、今すぐに！ 
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楼子 助からないの？ 叔母様！ 私のこの肌に出来た奇妙なものは、もうどうにも取（と）り除（のぞ）けないの？ 

車を押す男 長年（ながねん）、古今東西（ここんとうざい）の文献（ぶんけん）を漁（あさ）ってみたが、この病（やまい）に似たも

のを見出（みいだ）すことは出来なかった。性交渉でしか感染しない一族（いちぞく）特有（とくゆう）の病であるが故（ゆえ）、公

（おおやけ）にされることがなかったのだろう。龍烏家は医者の家系（かけい）だ。外（そと）に出られぬくらいに病の進行が顕著

（けんちょ）になれば、安楽死（あんらくし）させ、秘密裏（ひみつり）に葬（ほうむ）ってきたに違いない。患者（かんじゃ）もそれを

望んだ筈（はず）だ。が、治療法はないものの、或（あ）る時、彼女はこの病に関して類推（るいすい）出来ることがあると私に告

（つ）げた。この病（やまい）の発症は、海外にも例（れい）があるのではないだろうか？ 鱗病（うろこびょう）——。私達は例（れ

い）のないこの病（やまい）を便宜上（べんぎじょう）、そう呼んでいる——鱗病 を発症させていたものと考えると合点（がてん）の

いく人物の資料がある。十六世紀、ハンガリーに実在（じつざい）した女吸血鬼（おんなきゅうけつき）、エリザベート・バートリー

に関（かん）する文献（ぶんけん）。エリザベートの一族はドラゴンの系譜（けいふ）とされている。蛇（へび）のような肌の鱗（うろ

こ）は、龍（りゅう）の鱗に絡（つな）がらないか？ 龍（りゅう）を頭（かしら）とする自分達の龍烏（たつお）という姓（せい）もまた、

ドラゴンの系譜を著（あらわ）しているのではないか。中世ハンガリーの貴族と龍烏家の因果（いんが）を調べる術（すべ）はな

かったが、同性愛者（どうせいあいしゃ）だったとされるエリザベートが、また、のべつ幕（まく）なく様々（さまざま）な男性と不貞

（ふてい）を働いていたという風評（ふうひょう）の記録の矛盾（むじゅん）を、彼女はこう解釈した。男達と交渉を持ったのは彼等

（かれら）を感染させる為（ため）になされていた行為（こうい）ではなかったのか。また、幾（いく）ら残忍（ざんにん）な性情（せい

じょう）を持（も）ち合（あ）わせたとて、生（い）き血（ち）を己（おの）が肌に塗（ぬ）りたくることで、若さを取り戻せるという妄執（も

うしゅう）を果（は）たして、抱（いだ）き続け、延々（えんえん）と使用人を虐殺（ぎゃくさつ）していくなぞ動機（どうき）としてあり得

（え）るだろうか？ だがしかし、もし、エリザベート・バートリーが前例（ぜんれい）なき、皮膚（ひふ）の疾患（しっかん）に苦悩（く

のう）していたとするのなら……。 

楼子 蛇や魚に己（おのれ）の起源（きげん）を求めるならば、我（わ）が身（み）は十六世紀の狂った貴婦人の末裔（まつえい）

であると信じたいですわ。黎子叔母様——。 

琳太郎 それでこそ、龍烏家の眷属（けんぞく）。誇（ほこ）り高（たか）き傲慢（ごうまん）の乙女（おとめ）。神は貴方に罰（ばつ）

を与（あた）えたのではない。楽園（らくえん）を追放（ついほう）されたエヴァは知恵の実（み）を食べたが故（ゆえ）に神を脅（お

びや）かすものとなったのです。旧弊（きゅうへい）な神に戦（たたか）いを挑（いど）んだのです。神にとって最（もっと）も不都合

（ふつごう）だったのは、エヴァが自分だけならまだしも、横にいた無垢（むく）のアダムにも禁断（きんだん）の果実（かじつ）を食

（しょく）せと誑（たぶら）かしたが性悪（しょうわる）の行為（こうい）。聖書（せいしょ）では神の威厳（いげん）を保（たも）つ為（た

め）、追放されたことになってはいるが、事実はきっとエヴァから出て行ってやると謀反（むほん）を起こされ、楽園に留（とど）め

る術（すべ）を知らなかっただけでしょう。アダムはエヴァに従（したが）った。神ではなくエヴァについていくを選（えら）んだ。エヴ

ァに知恵の実（み）の在処（ありか）を示（しめ）したのは蛇。だから、エリザベートではなく蛇と同じものであっても構（かま）わな

いのよ、楼子さん、私達は——。蛇であることを尊（とうと）びなさい。邪悪（じゃあく）なる小賢（こざか）しい蛇として、女である我

等（われら）が本性（ほんしょう）を讃（たた）えるのです。嗚呼（ああ）——。皆（みな）、私達を嫌悪（けんお）すればいいのだわ。

醜悪（しゅうあく）なものを醜悪なものとして、差別すればいい。美しいものを素直に美しいと感じるように、醜（みにく）いものを素

直に醜いと感じればいい。私は美への情動（じょうどう）を無視しない。美しいものにしか興味を抱（いだ）けない。だから美しくあ

ろうとする。未来永劫（みらいえいごう）、美しくあることだけを願う。仮令（たとい）、微（かす）かな可能性であろうとも美の磨耗

（まもう）を阻止（そし）する術（すべ）があるなら、それに縋（すが）ろうとする。たった一秒だけであろうが、醜（みにく）くなることを

食（く）い止（と）められるのならば、延命処置（えんめいしょち）をとる。鱗（うろこ）に覆（おお）われていようと、隠蔽（いんぺい）

し、この身体（からだ）の美しき部分のみを誇示（こじ）する。どうして神がせっかく用意してくれた恐（おそ）れもない、迷いも悲し

みもない、満（み）ち足（た）りた世界から出ようとしたのかですって？ 知恵を備（そな）えたエヴァならば、留（とど）まるが得（と
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く）か出て行くが得（とく）かの勘定（かんじょう）くらい出来ただろうって？ そうね。確（たし）かに出来た。でもねぇ、嫌（いや）だ

ったのよ、神の与（あた）えた世界にいるのが。耐（た）えられなかった。何故（なぜ）なら、楽園を取（と）り仕切（しき）る神が、余

（あま）りに不細工（ぶさいく）だったから。傍（そば）にいるのも憚（はばか）られた。それならまだ、無能（むのう）なアダムをこき

使（つか）い、新しい世界を開拓（かいたく）するほうが、よっぽどマシに思えた。 

楼子 《屹然（きつぜん）として》叔母様、観て下（くだ）さいまし。私の皮膚（ひふ）に刻（きざ）まれた同じ印（しるし）を。 

 

 二人の少女達が、両端から現れ、上手、下手につく。 

 

二人の少女達 ふっつり悋気（りんき）せまいぞと  

           嗜（たしな）んで見（み）ても  

           情（なさ）けなや 

           女子（おなご）には 何（なに）がなる 

           殿御殿御（とのごとのご）の 

           気（き）が知（し）れぬ 気（き）が知（し）れぬ 

           悪性（あくしょう）な 悪性（あくしょう）な 

           気（き）が知（し）れぬ 

           恨（うら）み 恨（うら）みて 

           かこち泣（な）き 

           露（つゆ）を含（ふく）みし 桜花（さくらばな） 

           さわらば落（お）ちん 風情（ふぜい）なり 

 

 唄（うた）に合わせて、ちらりちらり、宙（そら）から降（ふ）り始める桜の花のカンフェティ。 

 桜のカンフェティは楼子の上に降る。 

 楼子は、ゆっくりと、客席に背を向け、花魁（おいらん）が大きく襟（えり）を抜（ぬ）くかのよう、肩（かた）よりドレスを脱ぎ始め

る。 

 その所作（しょさ）はカンフェティの演出と共に、たおやかな舞踊（ぶよう）じみた叙情性（じょじょうせい）を持たなければならな

い。 

 

 頃合（ころあ）いをみて、上手（かみて）から大島、登場。 

 

大島 《憮然（ぶぜん）として》ねぇ、私の衣装（いしょう）が、ないんですけどぉ。《琳太郎を観て》何（なん）で、滝（たき）先

生が縛（しば）られてるんですか？ 椅子（いす）に縛られるのは一幕（いちまく）の楼子（たかこ）じゃないですか？ 今、三幕（さ

んまく）ですよね？ 

琳太郎 《困惑したよう、小声で》暗転（あんてん）の時、誰かが間違（まちが）って、こうしてしまったのですよ。 

大島 うっかりにも程（ほど）がある。緊張感（きんちょうかん）がないから本番で、そういうミスが出てしまうのよ。《琳太郎を拘

束（こうそく）する布（ぬの）を解（ほど）こうとするが、上手（うま）くいかない》 

琳太郎 緊張感がないのは、貴方（あなた）ですよ、大島さん。今まで何処（どこ）に行っていたのですか。仮（かり）にも主役た

る貴方が——。 
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大島 学食（がくしょく）にカレー食べに行ってましたけど、それが何（なに）か？ しょうがないじゃないですか、電通の人が楽屋

見舞（がくやみま）いに来てくれたんだから。主役ってのは、舞台をそつなくこなすだけが仕事じゃないんです。そういう接待（せ

ったい）みたいなものも一手（いって）に引き受けなきゃなんないんですよ。でも、上手（うま）くやりましたから。この公演のＤＶ

Ｄ、ブルーレイ初回プレス、２万枚の約束、取り付けましたから。同時に通常盤、アマゾン限定盤も出るし。ウハウハですよね。 

 

 大島の乱入（らんにゅう）で、焦（あせ）る楼子。もう服を脱いでいる場合ではない。 

 とりあえず、途中まで脱いでいたドレスを慌（あわ）てて着直（きなお）し、収拾（しゅうしゅう）のつけかたを思いつけず、只々

（ただただ）、固まっている。 

 両端（りょうはし）に配（はい）された二人の少女達も、ことの成（な）り行（ゆ）きが、心配そうである。 

 

二人の少女達  面白（おもしろ）の 

           四季（しき）の詠（なが）めや 

           三國一（さんごくいち）の 

           富士（ふじ）の山（やま） 

           雪（ゆき）かと見（み）れば 

           花（はな）の吹雪（ふぶき）か 

           吉野山（よしのやま） 

           ちりくるちりくる嵐山（あらしやま） 

 

大島 《上手の少女に》歌ってないで、あんたも私の衣装、探しなさいよ。衣装がなきゃ、出られないじゃない。《楼子の姿に

気付き》あっ！ 《楼子に近付く》何であんたが私の衣装を着てる訳（わけ）？ 演出でしょ！ 

 

 大島を追い掛け、上手から少女Ｂ、少女Ｄが出てくる。 

 

少女Ｂ 大島さん、違うの。大島さんが、途中（とちゅう）でいなくなっちゃったから……。 

大島 いなくなったから、何（なに）よ？ 

少女Ｄ 代（か）わりに出来る人が、彼女しかいなくてですね。 

大島 《大いに不服そうに》私がいないからって、こんな２年の篤学（とくがく）科のコで代用（だいよう）が利（き）くと思った訳

（わけ）？ 何（なん）かさぁ、あんた達、私を陥（おとしい）れようとしてない？ 私が仕事で余（あま）り稽古（けいこ）に参加出来

ないのをいいことに、２年と１年で示（しめ）し合（あ）わせて、本番で恥（はじ）をかかそうと企（たくら）んだりしてたんじゃない？ 

そりゃ、あんた達が内心（ないしん）、面白（おもしろ）くないのは知ってるわよ。いいとこだけ結局（けっきょく）は私が持っていく

んだから。芸能（げいのう）科の３年だし、バックも強力（きょうりょく）だから仕方（しかた）ないと思いつつ、隙（すき）あらばって

魂胆（こんたん）でしょうけど、そうは問屋（とんや）がおろさない。 

少女Ｂ 誰（だれ）もそんなこと考えてません。 

大島 全部、筒抜（つつぬ）けなんだから。 

  

 少女Ｆが、奥より登場。 
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少女Ｆ はい。ララ、聴（き）いちゃいました。 

 

 動揺（どうよう）する楼子（たかこ）、二人の少女達、少女Ｂ、少女Ｄ、車を押す男、一斉に少女Ｆを観る。 

 

大島 ほら、やっぱり。 

少女Ｄ どうしてそんな嘘（うそ）をいうかなぁ。 

楼子 大島さん——。本当に他意（たい）は、ないんです……。 

大島 タイもヒラメもあるものか。図々（ずうずう）しいわねぇ、篤学科の癖（くせ）して。萠月さん——。一寸（ちょっと）、私に気（き）

を掛（か）けて貰（もら）ったからって、調子（ちょうし）に乗ってんじゃないわよ。ブス、ブス、ブース。そりゃ、篤学科としては少し

は可愛（かわい）いけれど、芸能科と比べりゃ、まるで垢抜（あかぬ）けないんだから。あんたなんて、場末（ばすえ）のメイドカフ

ェのメイドの面接にすら受からないわ。 

少女Ｂ そこまで非道（ひど）くいわなくても。大島さんだって実際、鳴かず飛ばずじゃない。《いってから、しまった——と

いう表情になる》 

大島 あー、そう思ってたんだー。《怒（いか）りの矛先（ほこさき）をまた楼子に向け、接近（せっきん）し》とにか

く、脱（ぬ）ぎなさいよ！ 私のなんだから！ 

 

 大島は、強引（ごういん）に楼子（たかこ）の服を脱（ぬ）がそうとする。 

 大島に抗（あらが）い、下手（しもて）へと逃（に）げようとする楼子、自由を奪（うば）われ、転倒（てんとう）。 

 ドレスの裾（すそ）がはだけ、下に履（は）いたままであった赤いズボンの体操着（たいそうぎ）ジャージが露（あら）わになる。 

 

大島 《咎（とが）めるように》名門（めいもん）の一族（いちぞく）の孤高（ここう）なる美貌（びぼう）の少女が、ドレスの下

（した）にジャージ？  

楼子 ……脱（ぬ）いでいる暇（ひま）がなかったんです。 

大島 萌（も）えね？ あんた、このトラブルも想定（そうてい）し、スカートの下（した）にジャージであることをあざとく狙（ねら）っ

て、ブスを挽回（ばんかい）する為（ため）、萌えをアピールしようとしたのね。油断（ゆだん）も何（なに）もあったもんじゃない。 

 

 大島、下手（しもて）に至（いた）り、転（ころ）んでいる楼子の上に馬乗（うまの）りになり、鬼（おに）の形相（ぎょうそう）で、ズボ

ンを脱（ぬ）がそうとする。 

 余（あま）りの蛮行（ばんこう）を宥（なだ）めようと、舞台に出ていなかった少女達も現（あらわ）れ、大島を止（と）めようとする。 

 

大島 歯（は）を食（く）い縛（しば）れー！《楼子の顔を殴る》 

 

任意の少女１ 大島さん、あんまりです！ 

任意の少女２ もう無茶苦茶（むちゃくちゃ）じゃない！ 

少女Ｂ 《琳太郎を向き》先生、何（なん）とかして下さい！ 

 

 琳太郎は応（こた）えず、諦（あきら）め顔（がお）で事態（じたい）を観（み）るばかり。 
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二人の少女達 只（ただ）頼（たの）め 

          氏神様（うじがみさま）が 

          可愛（かわい）がらしゃんす 

          出雲（いづも）の神様（かみさん）と 

          約束（やくそく）あれば 

          つい新枕（にいまくら） 

          さとに恋（こい）すれば 

          浮世（うきよ）じゃえ 

 

 二人の少女達は、「よぉ〜ぉ」と合（あ）いの手（て）のような掛け声を入れた後（あと）、 

 

二人の少女達 憎（にく）てらしい程（ほど）いとしらし 

 

 二人の少女達は、「テンツク・テンツク」「チリトテチン」などと、長唄の間（あいだ）にテンポよく擬音（ぎおん）を入（い）れながら

【＊調子（ちょうし）や速度（そくど）は、出鱈目（でたらめ）でよかろう】、子供のよう、舞台をぐるぐる駆（か）け回（まわ）り出（だ）

す。 

 

二人の少女達 花（はな）に心（こころ）を 深見草（ふかみぐさ） 

          園（その）に色（いろ）よく 咲（さ）き初（そ）めて 

          紅（べに）をさすが 

          品（しな）よくなりよく 

          ああ 姿（すがた）優（やさ）しや 

          しおらしや 

          さっさそうじゃいな 

          さっさそうじゃいな 

  

 やがて、二人の少女達は「チリトテチン・チリトテチン・チリトテ・チリトテ・チリトテチン」といいながら、簡単な振（ふ）り付（つ）け

で踊り出す。 

 楼子、大島、琳太郎以外の舞台に出ているキャストも、振り付けに従（したが）い始める。 

 二人の少女達は客席の前方（ぜんぽう）に赴（おもむ）き、その所作（しょさ）を観客にも、一緒（いっしょ）にするよう、強要（きょ

うよう）する。 

 観客が、立ち上がり、渋々（しぶしぶ）と振（ふ）りをやりだして、会場全体が、変な空気に包（つつ）まれた後（のち）——、 

 

大島 この首（くび）一（ひと）つ観（み）ん為（ため）よ。今日（きょう）はいかほど吉日（きちじつ）ぞと。《楼子のジャージのズボ

ンを脱（ぬ）がして、馬乗（うまの）りのまま、それを振（ふ）りかざす》 

 

 拍子木（ひょうしぎ）のようなものが、チョン！ と鳴（な）り、 
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少女Ｆ はい。ララ、聴（き）いちゃいました。 

 

 第一幕、第二幕で上手（かみて）に降（お）りたのと同様（どうよう）の釣鐘（つりがね）が、今度（こんど）は下手（しもて）の楼子

と大島の上に降（お）りていき、 

 ——溶暗（ようあん）。 

 

楼子 返して下さいよぉー。 

 

 釣鐘（つりがね）は、楼子と大島に被（かぶ）さり、二人の姿を隠（かく）してしまったようである。 

 虚（むな）しく響（ひび）く、楼子の声。 

  

 舞台（ぶたい）が闇（やみ）になってから、 

 

琳太郎の声 いい場面（ばめん）なんですけれどねぇ。 

 

 溜息（ためいき）が、微（かす）かに聴（き）こえる。 
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第四幕 

 

 

 第二幕の教室の風景が再現される。 

 第二幕で琳太郎が配（はい）された場所——上手（かみて）には、しかし、釣鐘（つりがね）が置かれている。 

 少女達は第二幕の最初と同じ席に着（つ）いているが【配列（はいれつ）が同様（どうよう）なら、立っていてもいい】、制服のも

のもいればジャージ姿のものもいる。 

 大島はまだいない。 

 楼子（たかこ）は上はジャージ、下は制服のスカートである。 

 皆（みな）、浮（う）かぬ表情と疲（つか）れた態度だ。 

 

 沈黙（ちんもく）を破（やぶ）り、 

 

少女Ｂ だから無理（むり）だっていったんだよぉ。２年と１年だけで劇（げき）、やるなんて。 

少女Ｃ ３年として大島さんがいたじゃない。 

少女Ｄ その大島さんが、問題だったんだよねぇ。 

 

 気不味（きまず）い、間（ま）——。 

 

少女Ｆ ララ、聴（き）いちゃいました。 

 

 一同（いちどう）、少女Ｆを睨（にら）む。 

 

少女Ａ あんたが悪いんだからね。そういういい加減（かげん）なこといって焚（た）き付（つ）けるから、聡子（さとこ）お姉様、余

計（よけい）、頭（あたま）に血がのぼっちゃったんじゃない。 

少女Ｅ 大体（だいたい）、ララって誰なのよ？ あんたには大林瑠莉（おおばやしるり）って名前があるでしょ。 

 

 少女Ｆ、首を竦（すく）める。 

 

少女Ｇ あれから滝（たき）先生は一切（いっさい）、口を利（き）いてくれないし……。 

少女Ａ やっぱり廃校（はいこう）なんでしょうか？ 

少女Ｂ それは劇（げき）が上手（うま）く行（い）こうが行（い）くまいが、同じだろうけど。 

 

 第二幕のシーンを再現するかのように、 

 

任意の少女２ おーい。おーい。 

任意の少女１ お母様！ 

任意の少女２ おーい。おーい。 
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任意の少女１ 嗚呼（ああ）、可愛（かわい）い妹（いもうと）。僕（ぼく）の妹（プティ・スール）よ。 

 

 少女Ｅ、少女Ｇの傍（そば）に行き、 

 

少女Ｅ 《やけに芝居がかって》前園（まえぞの）さん、僕（ぼく）のスールになっておくれ。 

少女Ｇ ガーエフ、いけないわ。実（じつ）の兄（あに）と妹（いもうと）では、スールになんてなれやしない。《やはり、芝居がか

って、さめざめと、泣く》 

任意の少女２ おーい。おーい。 

 

少女Ｂ 止（や）めようよ。そういうの、すごく虚（むな）しくなるから。 

 

 先程（さきほど）より、どっと疲れたかのように、皆（みな）、黙（だま）る。 

 

少女Ｄ 干（ほ）されるよね、確実（かくじつ）に。 

少女Ｂ 誰が？ 

少女Ｄ 大島さんに決まってるじゃない。 

少女Ｂ 芸能界から？ 

少女Ｄ このグループから干されたって意味ないじゃない。本番、一回こっきりで解散する即席の演劇部なんだし。 

少女Ｆ 公演のＤＶＤが出るって話は流れたそうです。ララ、ネットで知っちゃいました。 

少女Ｂ お前がいうな！ 

少女Ｇ そりゃ、流れるよ。四幕（よんまく）のお芝居（しばい）を、三幕（さんまく）の途中で止（や）めちゃったんだから。 

楼子 《おずおずと》大島さん、どうなさるんでしょう？ 

少女Ｅ どうなさるって？ 

楼子 否（いや）、暫（しばら）く芸能活動が出来なくなったら、どうなさるのかなぁって。 

少女Ｃ 由奈（ゆな）、あんた、大島さんの今後（こんご）を心配してる訳（わけ）？ そりゃ、実力とか確（たし）かな経歴があれ

ば、タイミングを見計（みはか）らって芸能界に戻れるだろうけど、特に功績（こうせき）も残していないポッと出（で）の新人じゃな

い。活動を休止すればそのうちファンも忘れちゃうし、実質、活動再開は無理なんじゃない。いいじゃん。どーせ家（いえ）はお金

持ち、食べる為（ため）に働く必要のない人なんだから。 

少女Ａ スールの私としては憚（はばか）られますが……。ほとぼりのさめた頃（ころ）に復帰（ふっき）したとして、ブランクはあ

るわ、もう十八、超（こ）えたお婆（ばぁ）ちゃんだわ——では、ねぇ……。 

楼子 そういういい方（かた）は、よくない。——と、思う……。大島さんは、きっとその頃（ころ）も、綺麗（きれい）だし。 

少女Ｃ どうしたの、由奈。大島さんを庇（かば）うみたいに……。あの人のおかげで、全部、台無（だいな）しになっちゃったん

だよ。必要がないから、直接的（ちょくせつてき）にはいわないし、いったところで挽回（ばんかい）の場（ば）が与（あた）えられる

ことがないから、遠回（とおまわ）しに愚痴（ぐち）っているだけで、皆（みんな）、大島さんのこと、怒（おこ）ってるんだよ。一番、

頭にきてるのは由奈でしょ。あの状況（じょうきょう）で、緊急（きんきゅう）に大島さんの代役（だいやく）をどうにか演（えん）じて

あそこまでいった訳（わけ）だし、こういうことは思っていても口にするべきことじゃないだろうけど、敢（あ）えて私は貴方（あな

た）の親友（しんゆう）——この学校での唯一（ゆいいつ）の親友だから、いうよ。あのまま、学食（がくしょく）から帰って来（こ）ず
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に、大島さんの代（か）わりを四幕の最後（さいご）まで由奈が演（えん）じていたら、お芝居（しばい）は成功していたのだと思

う。 

楼子 大島さんがいないのを確認出来ていなかった私に、責任（せきにん）があると思う。演出家（えんしゅつか）としての致命

的（ちめいてき）ミスだよ。 

少女Ｃ 《立ち上がり、涙ぐみ》責任、責任って——まるで男のコみたい。馬鹿（ばか）みたい！ 

少女Ｂ 《空気を変えるようにして》萠月（もえづき）さん、まだ、大島さんから、ジャージのズボン、返して貰ってないの？ 

楼子 《頷き》主君（しゅくん）の墓前（ぼぜん）に供（そな）えるまでは——と、いわれたきり……。 

少女Ｅ ねぇ、こうしていたって滝先生も来（こ）ないのだし、劇（げき）の続き、やってみません？ 

少女Ｂ 劇の続き？ 

少女Ｅ ええ。私達が途中（とちゅう）までしか上演（じょうえん）出来なかった『鱗姫』（うろこひめ）の第四幕。 

少女Ｂ ここで？ 

少女Ｅ 大島さんはいないけど、役（やく）は萠月（もえづき）さんがやればいいから問題ないでしょ。照明もない、ＰＡの設備（せ

つび）もない、そして観（み）てくれる人なんて誰もない、ここは只（ただ）の教室だけれども、やりましょうよ。最終幕（さいしゅうま

く）を——。私、最初は変（へん）なお芝居（しばい）、例年通（れいねんどお）り、『桜の園』（さくらのその）が良かったのになーとず

っと思ってきたけど、いい線（せん）、いってたと思う。私達の『鱗姫』。もう、この学園はなくなるのだから、何時（いつ）まで待

（ま）とうがまた新しく、聖マリアンヌの生徒がそれを演（えん）じることはないのだけども、それなら尚更（なおさら）、最後（さい

ご）の台詞（せりふ）までやり通（とお）したいわ。何処（どこ）だっていいじゃない。観客がいなくったっていいじゃない。自己満足

（じこまんぞく）に演（えん）じようよ。私達、秋の演劇祭（えんげきさい）・聖マリアンヌ有志（ゆうし）の為（ため）だけに！ 

少女Ｇ 賛成（さんせい）！ 客席（きゃくせき）なんてないけれども、あの窓の向こうの桜の樹（き）が観ていてくれる。 

少女Ｂ 秋の桜だから、花も蕾（つぼみ）もない只（ただ）の地味（じみ）な樹（き）だよ、あれ。 

少女Ｄ そういうこと、いわないの。幸（さいわ）い、本番にしか舞台（ぶたい）のトラスに吊（つ）るせない釣鐘（つりがね）も、ここ

にある訳（わけ）だしね。 

少女Ａ 結構（けっこう）、時間、掛（か）かりましたよね。それ作るの。河合（かわい）さんが美術部で助（たす）かりました。大道

具に回された私一人では、どうやったって釣鐘に観（み）えるものが作れなかったし。 

少女Ｄ 否（いや）、私は一寸（ちょっと）、アドバイスしただけだよ。材料の手配（てはい）とか、どれくらいの重さまでならトラス

の上に仕込（しこ）んでおいても劇中（げきちゅう）、落ちてくることはないとか、いろんな計算をしたのは山下（やました）じゃん。

山下がいたから出来たんだよ。 

少女Ａ 《顔を真っ赤にして、隠し》そんな……。 

少女Ｂ 《少女Ａと少女Ｄの微妙なニュアンスの遣（や）り取（と）りを訝（いぶか）り》あんた達、何気（なにげ）に

この期間中（きかんちゅう）、スールに発展（はってん）してない？ 

少女Ｄ 私と山下は、そんな——。 

少女Ｂ ほら、山下さんじゃなくて、山下って呼（よ）び捨（す）てにしてるし！ 

少女Ａ 《羞（は）じらいに悶絶（もんぜつ）する》 

少女Ｅ うわー、ドロドロの愛憎劇（あいぞうげき）！ プティ・スールに拠（よ）るまさかの二股（ふたまた）！ 大島さん、この浮

気（うわき）に気付（きづ）いていて、わざと劇（げき）をぶち壊（こわ）したのかもしれない疑惑（ぎわく）、浮上（ふじょう）！ ある

のよねぇ、こういうの。契（ちぎ）りを交（か）わしたスールを持ちながら、されど、有志（ゆうし）として本番まで、稽古（けいこ）や製

作（せいさく）を共（とも）にするうち、なんとなーくいい感（かん）じになっちゃって、発展（はってん）しちゃうケース。 

少女Ｇ 毎年、それを目当（めあ）てに有志に入（はい）る方（かた）も多いとか……。厭らしいわねぇ。 
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 少女Ｇと少女Ｅ、手を絡（つな）いで、目配（めくば）せし、微笑（ほほえ）み合（あ）い、頷（うなず）く。 

 

少女Ｂ お前等（まえら）がいうなー！ 

少女Ｃ でも、私もやりたい。上演（じょうえん）出来なかった最後（さいご）の四幕（よんまく）。私は由奈が一人じゃ有志に加（く

わ）わる勇気（ゆうき）がないっていうから、友達だし、仕方（しかた）なく一緒（いっしょ）に加わることになったけど、今はこうして

ここに皆（みんな）といること、とても嬉（うれ）しく思ってるよ。もしこの学園が廃校なんかにならず来年も再来年（さらいねん）も、

そのまた次の年も存続（そんぞく）したとしても、ねぇ、由奈。きっと私達は、卒業しちゃったら、もうこうして逢（あ）わなくなってし

まうんだよ。違う環境になってもお互（たが）い連絡、取（と）り合（あ）おうねって誓（ちか）い合（あ）うけど、半年も経（た）たない

うちにそれぞれが特（とく）に事情（じじょう）があるのでもないのに、少しずつ距離（きょり）を取り出して、やがてぷっつり、関係

（かんけい）を途絶（とだ）えさせてしまうんだよ。大島さんは、いってたよね。女子（じょし）に友情なんてあり得（え）ないって——。

そうかもしれないと、思う。そういうルールなのかなって、最近（さいきん）、思うんだ。でもだからこそ、それならば私は今の由奈

との行動を大事（だいじ）にしたい。今、私は由奈と同じものを観（み）て、同じ状況（じょうきょう）に喘（あえ）いで、同じ最後（さ

いご）を目指（めざ）している。もしこの先（さき）十年後（じゅうねんご）、この学園でこうして劇（げき）をしたことすら忘れてしまっ

ても、今の私達はこの時間にこのままで永久（えいきゅう）に留（とど）まり続（つづ）けるんだよ。なくならないんだよ、私達の『桜

の園』（さくらのその）は——。 

楼子 《少女Ｃを見遣（みや）り》舞（まい）——。 

少女Ｂ 『桜の園』じゃないし……。 

少女Ｇ 《少女Ｅに小声で》萠月（もえづき）さんと如月（きさらぎ）さんって、スール？ 

少女Ｅ 《やはり小声で》さぁ……？ でも私達と同じで同学年（どうがくねん）だし、それはご法度（はっと）でしょう。いわゆる

禁断（きんだん）よ、禁断。 

少女Ｇ 厭らしい！ 

少女Ｃ 《少女Ｅと少女Ｇを観て》お前等（まえら）がいうなー！ 

 

 少女Ｆ、無言で下手（しもて）に走り去る。 

 

少女Ａ 台詞（せりふ）もまだ憶（おぼ）えている訳（わけ）ですし……。 

少女Ｆ 《段ボール箱（ばこ）を抱（かか）えて戻ってくる》ララ、四幕（よんまく）の衣装（いしょう）を取（と）ってきちゃい

ましたー！ 

少女Ｂ 《少女Ｆを睨（にら）み》だから、お前（まえ）は大林（おおばやし）だろって！ 大林瑠莉（おおばやしるり）、大林

瑠莉。上（うえ）から下（した）まで大林瑠莉！ 

少女Ｄ やりますか。 

少女Ｅ やりましょう。 

 

 楼子と少女Ｂ以外、こくりと首を縦（たて）に振（ふ）り、 

 

少女Ａ 《少女Ｄに》釣鐘（つりがね）は置（お）いたままでいいんですか？ 

少女Ｄ ま、その辺（あた）りはテキトーということで。 
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少女Ｇ 《芝居（しばい）の口調（くちょう）になり》おーい！ おーい！ 

楼子、少女Ｂ、少女Ｇ以外の少女 おーい！ おーい！ 

 

 いいながら、各自（かくじ）、自分の椅子（いす）や机（つくえ）を片付（かたづ）ける為（ため）に持（も）ち、四方（しほう）に散

（ち）らばり、退場。 

 

少女Ｂ 《うんざりした様子（ようす）でボヤく》全（まった）く安（やす）っぽい青春ドラマだわ。 

少女Ｇ 《少女Ｂの後（うし）ろに廻（まわ）り、肩に手を掛（か）け》岩波（いわなみ）さん、次（つぎ）は貴方（あな

た）の台詞（せりふ）よ。 

少女Ｂ 《諦（あきら）めたように、ロー・テンションで与（あた）えられた台詞（せりふ）をいう》龍烏（たつお）

さん——。奇妙な人が面会（めんかい）に来ているのだけれど。畠山（はたけやま）って人なのだけど、ご存知（ぞんじ）？  

楼子 《少女Ｂと同様（どうよう）、ロー・テンション。否（いや）、まだ踏（ふ）ん切（ぎ）りが付（つ）かない

ような台詞回（せりふまわ）しであるが》畠山（はたけやま）？ さぁ、知らないけれど。 

少女Ｂ 校門の前で待っているって。用事（ようじ）はウロコのことで——といえば、解（わか）ると伝言（でんごん）を託（たく）され

たのだけれど。まるで野良犬（のらいぬ）のような眼付（めつ）きで嫌（いや）な感（かん）じの人だった。 

楼子 《徐々（じょじょ）に芝居（しばい）へのスウィッチが入（はい）る》ウロコのこと……。犬のような眼付（めつ）

き……。叔母（おば）様がいっていた男に相違（そうい）ないわ。 

少女Ｂ 《彼女もまた楼子の芝居への意欲（いよく）が感染（かんせん）したかのよう、まともな芝居（しばい）に

なる》先生方（せんせいがた）に来て貰（もら）いましょうか？ あの男、どう観（み）たって怪（あや）しいわ。まだ寒くもないのに

コートにマフラー、顔や身体（からだ）を隠（かく）すようにして。声も呂律（ろれつ）が回（まわ）らずくぐもっていた。《少女Ｆが持

ってきた段ボール箱を、少女Ｇに渡し》警察手帖（けいさつてちょう）を観（み）せられたけれど、あんなもの偽物（にせも

の）。きっと変質者（へんしつしゃ）よ。何処（どこ）かで見掛（みか）け、龍烏（たつお）さんが余（あま）りに綺麗（きれい）なので、

いろいろ調べて、学校を突（つ）き止（と）めてきたんだわ。 

楼子 否（いえ）、大丈夫（だいじょうぶ）よ。恐（おそ）らく家（いえ）の使（つか）いのものでしょう。最近、風変（ふうが）わりな使用

人を雇（やと）ったと、お父様がいっていらしたから。 

少女Ｂ なら、いいのだけれど。 

 

 少女Ｇ、二人の遣（や）り取（と）りを観（み）て、満足そうに、頷（うなず）く。 

 少女Ｇ、舞台（ぶたい）奥（おく）に段ボール箱と、自分の机と椅子を片付（かたづ）けつつ、退場。 

 続けて少女Ｂも自分の机と椅子を片付け、後（うし）ろに退場。 

 それと交差（こうさ）し、任意（にんい）の少女が少女Ｇの退場口（たいじょうぐち）から現（あらわ）れ、手にしていた裾（すそ）が

トレーンする美しいガウンを、楼子（たかこ）に纏（まと）わせる。 

 

楼子 《ガウンをきちんと纏（まと）いながら》叔母（おば）様に連絡（れんらく）しなければ！  

 

 ガウンを纏（まと）わせた任意の少女、楼子の机を持ち、下手（しもて）に退場。 

 交差（こうさ）するように異（こと）なる任意の少女が、舞台奥（ぶたいおく）から現（あらわ）れる。 

 差し出すよう、両手に恭（うやうや）しく王笏（おうしゃく）を持っている。 
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楼子 素性（すじょう）は解（わか）らないけれど、私のこの肌（はだ）の病（やまい）、叔母（おば）様と同じ——龍烏（たつお）家の

呪われた病（やまい）のことを知っている。《任意の少女の持つ王笏を手にして》叔母様、叔母様——。お留守（るす）なの？ 

今日、叔母様から気を付けるようにといわれていた男と思（おぼ）しき人物が学校を訪（たず）ねてまいりました。 

 

 王笏（おうしゃく）を渡した少女は、楼子の椅子を持ち、下手（しもて）に退場。 

 台詞（せりふ）をいいながら、舞台上（ぶたいじょう）を楼子は往来（おうらい）する。 

 やがて、また任意の少女が現（あらわ）れ、楼子の動線（どうせん）に立ち、楼子を、待つ。 

 楼子が眼の前に来（く）るタイミングを見計（みはか）らい、膝（ひざ）を折（お）り、従者（じゅうしゃ）のように胸の前で、楼子に差

（さ）し出（だ）すものを持つ姿勢（しせい）になる任意の少女。 

 楼子は立ち止まり、任意の少女が差し出すものを手にする。 

 ——王冠（おうかん）である。 

 楼子は王冠（おうかん）を頭（あたま）に被（かぶ）る。 

 任意の少女はその手伝（てつだ）いをする。 

 任意の少女は下手（しもて）に退場し、楼子はまた往来（おうらい）を再開（さいかい）させる。 

 突如（とつじょ）、舞台（ぶたい）の中央で客席に向かい、胸（むね）を張（は）り、静止（せいし）する楼子。 

 その姿（すがた）は、『鏡の国のアリス』のアリスのようである。 

 

楼子 叔母（おば）様、お邪魔（じゃま）いたしますわよ。本当にお留守（るす）なの？ 《間（ま）があり——》嗚呼（ああ）、こ

んな処（ところ）に地下に続く階段（かいだん）があるだなんて！《また、間があり——》あれは——！ 

 

 上手の釣鐘に、スポットライト。 

 コート姿になった車を押す男が、空（から）の車椅子（くるまいす）を押（お）しながら下手（しもて）より登場する。 

 

車を押す男 ようやく追（お）い詰（つ）めたぞ、鱗姫（うろこひめ）。——否（いや）、龍烏楼子（たつおたかこ）！ 

楼子 誰？ 貴方（あなた）は——。私は貴方を知らないわ。 

車を押す男 《その場で、空（から）の車椅子と共に身体（からだ）を乱暴に動かしながら、激しく回転させた後

（のち）、》憶（おぼ）えていないのも無理（むり）はない。一夜（ひとよ）に数多（あまた）の男へと身（み）を委（ゆだ）ねし売笑

（ばいしょう）の女（おんな）なら、闇（やみ）に紛（まぎ）れて契（ちぎ）りを交（か）わした行（ゆ）きずりの客（きゃく）の顔なぞ、観

（み）すらしてはいなかったろう。だが、私は刻（きざ）んでいるぞ。女子高生（じょしこうせい）の扮装（ふんそう）で糊塗（こと）して

いようとも、あの日、私が重（かさ）ねた肌（はだ）はお前（まえ）の肌に相違（そうい）ない。忘れようとも忘れられるものか。卑賤

（ひせん）の癖（くせ）してどの女王より不遜（ふそん）な瞳（ひとみ）、堅氷（けんぴょう）の唇（くちびる）、そして何（なに）より、無

垢（むく）にも増（ま）して白（しろ）き血すら通（かよ）わぬその冷然（れいぜん）の肌（はだ）が証拠（しょうこ）だ。蛇（へび）だ。お

前（まえ）は男に災（わざわ）いをもたらす邪悪（じゃあく）な白き蛇（へび）だったのだ！ 正体（しょうたい）を顕（あらわ）すがい

い。 

楼子 知りません。私は、貴方（あなた）に本当（ほんとう）よ。逢（あ）ったことすらない。誰（だれ）ですの？ 学校の正門で、警

察の方（かた）が私を呼び出していると級友から知らせを受けましたが、それが貴方ですの？ 



Gekihan Uloco-Hime 
 

 

 50 

車を押す男 《口調（くちょう）と態度（たいど）を変え、紳士（しんし）的に》お忘れですか？ 一度（いちど）、こ

の屋敷（やしき）でお眼（め）に掛（か）かっておりますが。病（やまい）の進行（しんこう）を少しは食（く）い止（と）める処方箋（しょ

ほうせん）もご用意いたしたのですが。 

楼子 嗚呼（ああ）、日暮（ひぐれ）さんなの？ 叔母（おば）様の主治医（しゅじい）であり、この皮膚（ひふ）の鱗（うろこ）——鱗病

（うろこびょう）の治癒（ちりょう）の研究を唯一（ゆいいつ）しておられる日暮先生なの？ 

車を押す男 ええ、日暮です。ご記憶（きおく）頂（いただ）いていて光栄（こうえい）です。イエス・ユア・ハイネス。 

楼子 ご免（めん）なさい、日暮さん。被害妄想（ひがいもうそう）なのかしら、私は貴方（あなた）が私を付（つ）け狙（ねら）う見知

（みし）らぬ気味悪（きみわる）い警察の人に思えたわ。そのような人がいると知らされたから。叔母様はおられないの？ こうし

て叔母様の家の地下室にある如何（いか）にも剣呑（けんのん）な様相（ようそう）の釣鐘（つりがね）のようなものは何（なに）？ 

知っているなら教えて欲しい。 

車を押す男 鉄（てつ）の処女（しょじょ）ですよ。かつて中世、ヨーロッパで残酷（ざんこく）な趣向（しゅこう）の為（ため）に用（も

ち）いられた拷問（ごうもん）と死刑執行（しけいしっこう）の道具（どうぐ）です。 

楼子 若返（わかがえ）りの生（い）き血（ち）を採取（さいしゅ）するのにエリザベート・バートリーが用（もち）いたというあの恐（お

そ）ろしい道具？ どうしてそのようなものが叔母様の屋敷の地下室に？ 

車を押す男 そこまでは私にも……。 

楼子 嘘（うそ）。先生はご存知（ぞんじ）の筈（はず）。何（なに）か隠（かく）されているのだわ。 

車を押す男 《先程（さきほど）の口調と態度に戻り、また乱暴に車椅子を動かす》解（わか）っている筈（はず）だが

ね。あんた自身（じしん）が、やってきたことじゃないか。しらばくれてもしょうがない。 

楼子 先生——。日暮先生ですわよね？ またあの男が……。私はどうかしてしまったのかしら……。先生——。先生——。 

車を押す男 《どの人格（じんかく）か解らない》どうしました、萠月（もえづき）さん。私の忠告（ちゅうこく）を聴（き）かず、

貴方方（あなたがた）が、貴重（きちょう）な青春の時（とき）を、若さにかまけてドブに捨（す）ててしまったから、劇（げき）は失敗

してしまったんです。こんなレベルで本番だなんて。立（た）ち稽古（げいこ）、出来るクオリティになったら、呼（よ）んで下（くだ）さ

いと、私は伝えましたよね。 

楼子 滝（たき）先生？ 滝先生なのですか？ 

車を押す男 滝先生——？ まだ貴方（あなた）はその名（な）を口にするというのか！ 確かに私は役に立たない医者だ。でも、

貴方（あなた）に出逢（であ）った日から、私は貴方の主治医（しゅじい）としてのみ、忠誠（ちゅうせい）を誓（ちか）い、病（やま

い）の解明（かいめい）と治療（ちりょう）に全力を注（そそ）いできた。その秘密を共有してきたではないか！ 貴方の肌（はだ）

の隅々（すみずみ）まで、ずっと観察してきた私の姿（すがた）は、その眼（め）に、医師（いし）としてしか映（うつ）り得（え）ない

のか？ もはや過（す）ぎ去（さ）った遠（とお）き彼岸（ひがん）にありし青春の残像（ざんぞう）に、どうして貴方は固執（こしつ）

する？ 私は貴方の特別なものにはなり得（え）ないのか？ 一体（いったい）、私は何時（いつ）まで、今はなき貴方（あなた）の

少女の頃（ころ）の亡霊（ぼうれい）と戦（たたか）い続けなければならないのか？ 教えて貰（もら）いたいのは私の方（ほう）

だ！ 

楼子 もしかして、この道具（どうぐ）で——。鉄の処女で——。エリザベート・バートリーがチェイテ城（じょう）の地下で行（おこな）

っていたように、叔母様もまた治療法（ちりょうほう）のない皮膚（ひふ）に顕（あらわ）れる鱗（うろこ）を消し去る為（ため）、何人

（なんにん）もの罪（つみ）なき人々（ひとびと）の生（い）き血（ち）を患部（かんぶ）に塗（ぬ）る為（ため）、これを用（もち）いて搾

（しぼ）り取ってきたとでもいうの？ 殺人を犯（おか）し続けてきたというの？ しかし、ならば警察の人が動いているのも納得

（なっとく）が出来る。悪い行状（ぎょうじょう）ばかししている——と、叔母（おば）様はおっしゃっていたわ。そうして確（たし）か、エ
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リザベートの逸話（いつわ）も自（みずか）ら、お話しになった。冗談だと会話の腰（こし）を折（お）ったのは、私。あの日——、叔母

様は、本当のことを全て、あけすけに伝えようとなさったのかもしれない。この鉄の処女を使っての慣習（かんしゅう）も——。 

車を押す男 《車椅子を乱暴に扱（あつか）いながら》思い出したか、鱗姫（うろこひめ）。己（おの）が蛇（へび）の真実

（しんじつ）を！ 

楼子 《毅然（きぜん）として》男（おとこ）よ——。ならば、なんとします。 

 

 舞台、中央奥に、琳太郎の姿。 

 

琳太郎 ならば、なんとする——。男よ——。そなたが軍人（ぐんじん）であるのなら、戦（たたか）いに命を落とすは本望（ほんもう）

の筈（はず）。公僕（こうぼく）の犬（いぬ）であるなら、凶弾（きょうだん）に殉死（じゅんし）するのも厭（いと）わぬ筈（はず）。信仰

（しんこう）堅（かた）き聖職者（せいしょくしゃ）であるのなら、魔性（ましょう）のサロメの提案（ていあん）に揺（ゆ）らぎもせず、己

（おのれ）が首（くび）を差（さ）し出（だ）すであろう。——嗚呼（ああ）、憎（にく）い。私はそなたが憎いのだ。貧相（ひんそう）なお

前（まえ）の首を獲（と）ったとて何（なん）の慰（なぐさ）めにもならないけれど、どうでも男は悪性者（あくしょうもの）。私は男とい

うものが、とにかく嫌（きら）いなのだ。 

 

 楼子に近付こうと、中央に迫（せま）る車を押す男。 

 楼子は怯（ひる）まない。 

 上手（かみて）から、制服姿の大島が駆（か）け出（だ）してくる。 

 

大島 《茫然自失（ぼうぜんじしつ）に》芸能活動無期限停止ですって……。私、特別になりたいの……。ダメ金（きん）

なんていらない。全国（ぜんこく）に行（い）きたい……。 

 

 大島のおかしな様子（ようす）に気付（きづ）き、大島の行動を制止（せいし）しようとする楼子。しかし、大島は擦（す）り抜（ぬ）

け、制服の上着（うわぎ）の下（した）に仕込（しこ）んでいたナイフを取り出し、そのまま、車を押す男に体当（たいあ）たりする。

二人はもつれ、下手（しもて）まで移動。 

 ナイフで刺（さ）された車を押す男と刺した大島の姿が静止する中、楼子は大島の両肩（りょうかた）を掴（つか）んで叫ぶ。 

 

楼子 ねぇ、誰か！ 大島さんが……。大島さんが……。 

 

 任意の少女達が舞台（ぶたい）奥（おく）から走り出（い）でて、大島の身体（からだ）を小道具（こどうぐ）の人形のように抱（だ）

きかかえ、奥に連（つ）れ去（さ）る。 

 楼子、安心したように見送（みおく）る。 

 車を押す男は、支（ささ）えを失（うしな）った物体（ぶったい）のように倒（たお）れる。 

 

楼子 《倒れた車を押す男の場所までゆっくりと歩き、男を見下（みくだ）して、王笏の先（さき）で突（つ）っつ

き、冷徹（れいてつ）に……或（ある）いは少し呑気（のんき）に》さて、この死骸（しがい）をどうしよう。《遺体はそ

のままにして、空（から）の車椅子を中央まで押しながら》ねぇ、叔母（おば）様。《まるで車椅子に人が乗っているか

のように話し掛ける》 
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 琳太郎、退場し、声のみ。 

 

琳太郎の声 あら、楼子さん、いらしていたの。マリアンヌの廃校の件（けん）でねぇ、理事会（りじかい）に呼び出され、意見（い

けん）を求められていたものだから。これでもＯＧ——。今の理事長が、かつての学友（がくゆう）だったのもあってね。 

楼子 《宙（そら）を見上げ》そうでしたの。 

琳太郎の声 彼女、廃校の処理（しょり）と同時（どうじ）に、自分の娘の最近の素行（そこう）に就（つ）いて悩んでいたわ。普通

科なのに芸能科の生徒の影響（えいきょう）を受（う）けて、スクールアイドルになるだなんて、いい出しているらしくて。 

楼子 南（みなみ）さんですね。知っています。でも、大丈夫（だいじょうぶ）ですよ、そんな展望（てんぼう）、麻疹（はしか）のよう

なもの。私達のあんな劇（げき）の失態（しったい）を観（み）せられた後（あと）では、普通科や篤学（とくがく）科から芸能に進も

うなんて浮（うわ）ついた気持ち、きっとなくなっておられますわ。それより、勝手にお邪魔（じゃま）してすみません。気になったこ

とがあったから。 

 

 車椅子を舞台中央に置き、楼子は上手（かみて）の釣鐘（つりがね）の方（ほう）へと移動し始める。 

 

琳太郎の声 病（やまい）のことかしら。 

楼子 ええ。でも、直接に鱗（うろこ）の病（やまい）には関（かか）わりないですわ。その男——倒れているその男が私と叔母（お

ば）様の病のことを知っていましたの。それで私の学校まで来て……。このお屋敷にまで私を尾行（びこう）してきて……。ことも

あろうに私を売春婦（ばいしゅんふ）呼（よ）ばわりし……。叔母（おば）様、男は自分が警察のものだといいました。きっと叔母

様のもう一（ひと）つの秘密を暴（あば）く捜査（そうさ）をしていたのですわ。私も加担（かたん）していると推理（すいり）していた

のですわ。でなければ、幾（いく）らこの病（やまい）が人にいえぬ醜悪（しゅうあく）なものとはいえ、それだけで罪状（ざいじょう）

に問（と）われる筈（はず）がない。 

琳太郎の声 その男は警察官だったのですね。道理（どうり）で嗅（か）ぎまわることに手慣（てな）れていたのね。でも楼子さん

のおっしゃる私のもう一つの秘密とは何（なに）かしら？ その男が私が春（はる）を鬻（ひさ）いでいたことを罪（つみ）に問（と）

おうとしていたとでも？ ならば不思議（ふしぎ）ねぇ。私を告発（こくはつ）すれば関係を持った彼（かれ）も同（おな）じく罪に問

われることになる。 

楼子 まさか、叔母（おば）様がそんなこと！ お金（かね）に不自由なんてしていらっしゃらないじゃないの。 

 

 一瞬、暗転。 

 ——明転（めいてん）すると、空（から）の車椅子に琳太郎が座（すわ）っている。 

 

琳太郎 いったでしょう。鱗病（うろこびょう）は通常（つうじょう）では感染（かんせん）をしないものだけれども、性交渉（せいこう

しょう）に拠（よ）り、男性にも感染すると。私はこの世（よ）の男共（おとこども）にこの病（やまい）の恐怖を分（わ）けてやりたく

て、鱗（うろこ）の部分は上手（うま）いこと観（み）せない工夫（くふう）をし、夜（よ）な夜（よ）な、売春婦（ばいしゅんふ）の形（な

り）をして、酒臭（さけくさ）い、街（まち）の盛（さか）り場（ば）に出没（しゅつぼつ）していたのよ。全ての男達（おとこたち）を滅（ほ

ろ）ぼしてしまう為（ため）にねぇ。金（かね）を取（と）らねば却（かえ）って怪（あや）しまれてしまう。男というものは、愛や美や快

楽を購（あがな）うものとしてしか認識（にんしき）出来ない粗末（そまつ）な生き物だから。楼子さんに纏（まと）わり付（つ）いた

のは、楼子さんと私を同一（どういつ）と勘違（かんちが）いしてしまったからではないかしら。日暮（ひぐれ）先生の研究に拠（よ）
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ると、鱗（うろこ）の病（やまい）は男性の場合、下半身（かはんしん）からでなく頭部（とうぶ）より発症（はっしょう）し、脳（のう）を

侵（おか）し、認知機能（にんちきのう）などを低下させてしまう場合があるというから。《下手（しもて）の男の傍（そば）に

行き、足で男の首を蹴（け）り》ほうら、喉（のど）から顎（あご）にかけて鱗（うろこ）が生（は）えているわ。鱗病（うろこびょ

う）の感染者（かんせんしゃ）よ。いい気味（きみ）ね。楼子さんと私を混同（こんどう）し、錯乱（さくらん）の果（は）てに発狂（はっ

きょう）して、こうして死んでしまったのね。 

楼子 違います、叔母（おば）様。私、叔母様がこの鉄（てつ）の処女（しょじょ）でエリザベート・バートリーに倣（なら）い、沢山

（たくさん）の人を犠牲（ぎせい）にしてその血を病（やまい）の治療（ちりょう）に使っていたことを、男が察知（さっち）したのに気

付（きづ）き、殺してしまわねばと考えたのですわ。そして流す血を塗（ぬ）ることで自分の病（やまい）も治癒（ちゆ）するのなら

と、ナイフで刺（さ）し、男の血を求（もと）めたのですわ。 

琳太郎 まぁ、楼子さんが刺（さ）し殺したの？  

楼子 ええ。私も叔母様と同様（どうよう）の身勝手（みがって）な殺人鬼（さつじんき）。 

琳太郎 そうですか——。多少、浅（あさ）はかでしたねぇ。楼子さん、私は人の生（い）き血（ち）なんて求（もと）めてやしないわ。 

楼子 もはや、お隠（かく）しにならずとも。ならば、この鉄の処女は何（なん）の為（ため）に——。 

琳太郎 確（たし）かに私はその鉄の処女を使って、鮮血（せんけつ）を得（え）ていました。でも、楼子さん。残念ながら、人の血

ではないわ。私達の血の性質（せいしつ）が独自（どくじ）のシステムで蛋白質（たんぱくしつ）を作る極寒（ごっかん）の地（ち）の

魚類（ぎょるい）、ノトセニア亜目（あもく）のものと酷似（こくじ）するのは、聴（き）かされた筈（はず）。私はそんな魚（さかな）の血

を、鉄の処女に拠（よ）って得（え）ていたの。血液透析（けつえきとうせき）なぞに使用（しよう）する目的でね。鉄の処女は拷問

道具（ごうもんどうぐ）として開発されたものだけど、大量の魚（さかな）を血抜（ちぬ）きして、肉（にく）を美味（おい）しい擂（す）り

身（み）にするお料理の道具としても、とても役立（やくだ）つのよ。 

楼子 では……。殺人鬼は私だけ……。《釣鐘に手と頭を付（つ）き》この鉄の処女は美味（おい）しい魚（さかな）料理を

作る為（ため）のもの……。 

琳太郎 構（かま）やしない。貴方（あなた）の罪（つみ）は私の罪。全（すべ）ての女の罪なのだから、貴方だけが慄（おのの）く

ことはない。美しさを手に入れたかったのでしょう。ならば、胸を張りなさい。大地（だいち）の女神（めがみ）、レイアは私達をお

赦（ゆる）しになる。そう、貴方（あなた）一人（ひとり）が殺したのではない。 

 

 琳太郎は車椅子より立ち上がり、車を押す男の傍（わき）にあった大島のナイフを見付（みつ）け、手にし、死骸（しがい）を何

度も刺（さ）し始（はじ）める。 

 

 舞台奥より、二人の少女達が登場し、また上手（かみて）と下手（しもて）に分（わ）かれる。 

 

二人の少女達 皐月（さつき）五月雨（さみだれ）  

           早乙女（さおとめ） 

           早乙女（さおとめ） 

           田植唄（たうえうた） 

           早乙女（さおとめ） 

           早乙女（さおとめ） 

           田植唄（たうえうた） 

           裾（すそ）や袂（たもと）を 
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           濡（ぬ）らした さっさ  

           花（はな）の姿（すがた）の乱（みだ）れ髪（がみ） 

           思（おも）えば思（おも）えば  

           恨（うら）めしやとて 

 

 楼子、釣鐘の後（うし）ろに隠れる。 

 舞台の奥から台本を手にした大島が現れる。 

 

大島 《台本を読みながら》１５７９年、４月５日。晴（はれ）——。今日も夫（おっと）は軍隊（ぐんたい）として戦（いくさ）に出て

いる。私はこのチェイテ城（じょう）に一人で退屈だ。黒魔術（くろまじゅつ）にも飽（あ）きた。使用人を苛（いじ）めるのにも飽（あ）

きた。何度（なんど）殺しても、ステージをクリアすると、使用人はまた生き返るのだからなぁ……。しかし何（なん）でこのラスボ

スの攻略は、剣（けん）や魔法（まほう）で倒（たお）すんじゃなく、エリザベートから履（は）いているジャージを脱（ぬ）がせたら、

エンドロールなんだろう。ちっとも面白（おもしろ）くないではないか。《台本から目線（めせん）を外（はず）し、嘆息（た

んそく）》……十六世紀のハンガリーの姫君（ひめぎみ）が、ＲＰＧしてるって、どう考えてもこのお芝居（しばい）、無理（むり）

があるんだけど。あー。もうそんなこといっても、仕方（しかた）ないんだけどねー。皆（みんな）、怒（おこ）ってるよなぁ——。一回

きりの劇（げき）、途中（とちゅう）でぶち壊（こわ）されて……。逃（に）げるようにして帰ったきり、有志（ゆうし）の誰とも顔を合

（あ）わせてないけど、合わせられる筈（はず）ないじゃん。全面（ぜんめん）的に私が悪いんだし、そりゃ、謝（あやま）ろうとは、

思う。思うのだけど……。３年のプライドみたいなものもあるし……。《無人（むじん）の車椅子に気付（きづ）き》皆（み

んな）、いないのか？ 部屋に大道具（おおどうぐ）も小道具（こどうぐ）も放置（ほうち）したままか。そうだよねぇ。片付（かたづ）

ける気力（きりょく）も出てこないわよねぇ。でも、こういうのを一人で黙って片付けておけば、言葉にしなくても、大島さん、とても

反省してるんだって、解って貰（もら）えるかも。——誰も観（み）てないんじゃ、私がやったって、伝わらないか？ 《ブツブツ、

いいながら、車椅子を押して、出てきた舞台奥に退場》 

 

 大島退場から、しばし、間（ま）を置き、 

 

二人の少女達 竜頭（りゅうづ）に手（て）を掛（か）け 

          飛（と）ぶよと見（み）えしが 

          引（ひ）きかついでぞ 

          失（う）せにける 

 

 琳太郎、静止。 

 唄をきっかけに、楼子、釣鐘（つりがね）の上に姿を顕（あらわ）す。 

 終幕（しゅうまく）に向けての畳（たた）み掛（か）けるような激しいリズムを刻（きざ）む、笛や太鼓（たいこ）や三味線（しゃみせ

ん）の音（おと）——、拍子木（ひょうしぎ）のようなものが鳴った後（あと）、楼子、釣鐘の上で、見得（みえ）のような、決めポーズ。 

 

少女Ｃ 《大島の出てきた舞台奥に登場し、その位置にて》よっ！ 萠月屋（もえづきや）！《声を掛けて姿を消す》 

 

楼子 大島製薬（おおしませいやく）の陀羅尼助（だらにすけ）〜。 
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 二人の少女達、客席を向いたまま共（とも）に十字（じゅうじ）を切って、ゆっくりと、頭（あたま）を下（さ）げ、合掌（がっしょう）。 

少女Ｃと同様に、少女Ｆ、現れる。 

 

少女Ｆ ララ、観（み）ちゃいました。大島さん、一人で後片付（あとかたづ）けを、していました。《嫌（いや）な間（ま）を置

き》否（いえ）、大島さんにそういえって、脅（おど）された訳（わけ）じゃありません……。《退場》 

 

 少しの間（ま）——の後（のち）、 

 

琳太郎 《客席に向かい、ゆっくりと》かつてここには、私達が通（かよ）う高校が、あった。聖（セント）マリアンヌ——。大正

（たいしょう）時代に創設（そうせつ）されたその学校はエスカレーター式のお嬢様（じょうさま）学校で、高等部（こうとうぶ）から

は、親が学校存続の為（ため）の莫大（ばくだい）な寄付（きふ）をする大金（おおがね）持ちの子女（しじょ）が通（かよ）う普通

科、芸能活動をしていて授業に殆（ほとん）ど出（で）なくとも単位（たんい）が取（と）れる芸能科、この二（ふた）つでは由緒（ゆ

いしょ）正しくとも馬鹿（ばか）ばかりと思われるので開設（かいせつ）された、庶民（しょみん）でも優秀な成績ならば入（はい）れ

る篤学（とくがく）科の三（みっ）つにコースが分（わ）かれていた。学校には生徒の伝統としてスール制度（せいど）というもの

が、あった。一人の上級生（じょうきゅうせい）が一人の下級生（かきゅうせい）を妹（いもうと）として見初（みそ）め、可愛（かわ

い）がり、下級生が上級生を姉（あね）と仰（あお）ぎ、デレデレする慣習（かんしゅう）だ。教師では教えられぬ女性としての嗜

（たしな）みや、この学校でのルールなどを生徒同士で自主独立（じしゅどくりつ）に教えあう目的で黙認（もくにん）されたもので

あったが、実質（じっしつ）は、恋愛感情を交（まじ）えた少女らしいお飯事（ままごと）のような仕来（しきた）りだった。しかし私達

はそのスール制度（せいど）に毎日、一喜一憂（いっきいちゆう）し、あの人とあの人は偽（にせ）のスールだとか、噂（うわさ）し、

内緒（ないしょ）でいいですから貴方（あなた）を私の心（こころ）のお姉様だと慕（した）わせて下（くだ）さい——。なぞといった大

仰（おおぎょう）な手紙を渡したり、渡されたりして暮（く）らしていた。 

 

 大島、舞台奥より登場し、中央へ。 

 

大島 歯（は）を食（く）い縛（しば）れー！ 

 

 桜のカンフェティが舞（ま）い始める。 

 

楼子 憶（おぼ）えていますか？ 友（とも）よ——。今はもうないけれど、かつてここにあった学舎（まなびや）で、私達は少女から

大人へと移（うつ）り変（か）わるたった一度（いちど）きりの美しい季節（きせつ）を過（す）ごした。毎年（まいねん）、行（おこな）

われる有志（ゆうし）に拠（よ）る秋の演劇祭（えんげきさい）。名乗（なの）りを上（あ）げたかったけど、地味（じみ）な篤学（とくが

く）科の私は勇気が出（で）ず、無理矢理（むりやり）に貴方（あなた）を誘（さそ）い、一緒に参加して貰（もら）ったよね。劇（げき）

は大失敗（だいしっぱい）、散々（さんざん）な結果に終わったけれど、私はあの日の焦燥（しょうそう）や落胆（らくたん）も含（ふ

く）め、懐（なつ）かしく今も鮮（あざ）やかにこの胸（むね）に留（とど）めています。貴方（あなた）のいう通（とお）り、やっぱり卒業

したらまるで逢（あ）わなくなってしまったね。学校はなくなっても毎年、律儀（りちぎ）に同窓会の案内が届くけど、もう制服姿（せ

いふくすがた）でない自分を観（み）せるのが何（なん）だか恥（は）ずかしくて、一度も顔を出してはいません。——私達の劇（げ

き）の失敗で芸能活動無期限停止をいい渡された大島さん、でも、結局、上手（うま）い具合（ぐあい）に復帰（ふっき）した。最近
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でもテレビドラマなんかでよくお見掛（みか）けするわよねぇ。もう昔の面影（おもかげ）はなく、すっかりふくよかになられ、おばさ

んの役回（やくまわ）りばかしだけど、あの頃（ころ）、こんな有名な方（かた）と一緒（いっしょ）に同じお芝居（しばい）に取り組ん

でいたのかと思うと、誇（ほこ）らしいような面映（おもは）ゆいような、とても不思議（ふしぎ）な気持（きも）ちになります。遠（と

お）い便（たよ）りで知りました。舞（まい）——。貴方（あなた）、結婚してもう二人（ふたり）の子供のお母（かあ）さんなんですって

ね。貴方が二人の子供のお母さん。私の記憶の中の貴方（あなた）は学生服（がくせいふく）のままだから、どうにも想像（そう

ぞう）が付（つ）けられないわ。でも貴方は頼（たよ）り甲斐（がい）のある、とても優（やさ）しい人だったから、きっといいお母さん

になっていることでしょう。母親になるって素晴（すば）らしい。人間が人間を生み出すのだから。科学がどんなに進歩しようと、

こればかりは男の人に真似（まね）出来ない。ここに学校だった形跡（けいせき）はもう全（まった）くないけれど、校庭にあった

桜の樹（き）だけは残っています。今年（ことし）も花を咲かせ、そして散（ち）っていきます。舞（まい）——。今度（こんど）、生（う）

まれ変（か）わったら、私、貴方（あなた）の子供（こども）になりたいわ。千年（せんねん）も万年（まんねん）も、生まれ変わった

ならば、貴方の娘（むすめ）でありたいわ。 

 

 舞台奥に、少女Ｃの姿。 

 上手（かみて）と下手（しもて）にいた二人の少女達が、少女Ｃの許（もと）へ。 

 二人の少女達は少女Ｃの手を、ヴァージンロードを行く花嫁かのように両端（りょうはじ）から取り、頭（あたま）を下げる。 

 少女Ｃも頭を下げる。二人の少女達と少女Ｃ、退場。 

 

大島 《先程より大きな声で》歯を食い縛れー！ 

 

 任意の少女が、舞台奥から現れる。 

 

任意の少女 ２０１５年、１１月１５日。雨——。とうとう夫は戦争に出掛（でか）けて行ってしまった。戦争をなくす為（ため）の戦

（たたか）いだから、戦争をしに行（い）くのではないのだよ——と、微笑（ほほえ）んだが、罰（ばっ）したり罰（ばっ）されたり、奪（う

ば）ったり奪（うば）われたりしに行くのだから、やっぱりどういい繕（つくろ）おうがそれは戦争ではないか？ 僕達（ぼくたち）が

戦わなければお前達（まえたち）を守ることが出来ないと恩着（おんき）せがましくいうけれど、貴方達（あなたたち）に守られなく

ては生きていけぬ程（ほど）、私達はヤワではない。きっとゲームのし過（す）ぎだ。物心（ものごころ）つく頃（ころ）から敵（てき）

を倒して進軍（しんぐん）するＲＰＧばっかしやっていたから、本当の戦争をしてみたくなったのだ。戦いたくって仕方（しかた）が

ない。巧（うま）い口実（こうじつ）を作るのは女よりも男の方（ほう）が達者（たっしゃ）なのだ。何（なん）の為（ため）に戦うのか、

男達は本当のところを知らない。この戦いは無血（むけつ）に終わるのだから……。血の流れぬ戦いならば、正義なのか？ な

らば、毎月（まいげつ）、月経（げっけい）で血を流す私達（わたしたち）女は、悪（あく）の権化（ごんげ）ではないか？ 彼（かれ）

も行くから僕（ぼく）も行く。１０９対０——。こんなスコアのままじゃ、悔（くや）しいじゃないか。僕はゼロな人間のままでいたくない

のだと、貴方（あなた）は勇敢（ゆうかん）を気取（きど）るけど、私は悔（くや）しくない。ゼロで構（かま）わない。ボロ負（ま）けし

ていても私は特別な存在であれるのだから。お世辞（せじ）でも、可愛（かわい）いねっていわれた時、私は勝（か）ったと思う。こ

の世界（せかい）の覇者（はしゃ）となる。束（つか）の間（ま）の安静（あんせい）が訪（おとず）れたなら、暫（しばら）くし、またぞ

ろ、もっともらしい理由を付（つ）け、再（ふたた）び、男達は戦争に行くのだろう。母親は苦（くる）しみの中、そのようなことをさせ

ようと、貴方達（あなたたち）を世界に生（う）み出（だ）したのではない。卑劣（ひれつ）でも裏切（うらぎ）ってでも、遺伝子（いで

んし）を抱（かか）え、生（い）き延（の）びて欲（ほ）しいと願（ねが）い、私達は貴方達に生（せい）を与（あた）えたのだ。一体（い

ったい）、貴方達は何処（どこ）から来（き）た？ 殉（じゅん）ずるは天（てん）にいるという神ではない。大地（だいち）にて貴方達
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を生（う）み出（だ）した市井（しせい）の母こそが、本当の神なのだ。貴方達には観（み）えないのか？ 真実（しんじつ）の神が。

どうして遠い偶像（ぐうぞう）を敬（うやま）い、最（もっと）も身近（みぢか）にある神秘（しんぴ）に気付（きづ）けない？ 貴方達が

成敗（せいばい）しようとするものは貴方達（あなたたち）の敵（てき）ではない。貴方達自身（じしん）だ。世界を壊（こわ）そうとし

ているのは敵（てき）ではなく、貴方達そのものなのだ。善悪（ぜんあく）を超越（ちょうえつ）した世界は、私達、女の中にあるこ

とを認知（にんち）し得（え）ない蒙昧（もうまい）に、私は呆（あき）れ返（かえ）るしかない。だからもう、貴方を生（う）むのは止

（よ）そう。楽園（らくえん）から、貴方を連（つ）れ出（だ）したのは間違（まちが）いだった。 

 

大島 《更に大きな声で》歯を食い縛れー！ 

 

 舞台上にいない残りの少女達が、お揃いのジャージの上下（じょうげ）でライフルを構（かま）え、そこかしこから登場する。 

 真剣（しんけん）に客席へ銃口（じゅうこう）を向けるものもいれば、互（たが）いに銃口（じゅうこう）を向（む）け合（あ）い、撃

（う）ち合（あ）って、殺（や）った、殺（や）られたの仕草（しぐさ）で、笑い、お遊戯（ゆうぎ）のように演（えん）じる少女達も、いる。 

 

大島 《更に大きな声で》歯を食い縛れー！ 

 

琳太郎 ノトセニア亜目（あもく）の魚（さかな）の一部が、血球（けっきゅう）にヘモグロビンをほぼ持（も）たずとも酸素（さんそ）

を吸収し、独自（どくじ）の蛋白質（たんぱくしつ）を作る機能（きのう）を有（ゆう）しているのは、最初からではなかったわ。血液

すらも凍（こお）ってしまう南極（なんきょく）の海という極限（きょくげん）の環境で、彼等（かれら）は時間を掛（か）け、生き残って

いけるよう、そのメカニズムを変化（へんか）させていったの。卵（たまご）から生まれ、育ったものがまた卵を産（う）み遺伝子

（いでんし）をリレーさせていく過程（かてい）の中で、母（はは）なるものは祈（いの）りを込（こ）めた。どうかこの子（こ）等（ら）

が、私よりも易（やす）く生（い）きていけますように——と。そうして願（ねが）いは身体（からだ）の根本（こんぽん）的な仕組（しく）

みすら、変更（へんこう）させてしまったのよ。祈（いの）り——。強（つよ）い祈（いの）り——。長（なが）く弛（たゆ）まない、千年（せ

んねん）も万年（まんねん）も越境（えっきょう）し続（つづ）く祈（いの）り。唯一（ゆいいつ）、私達に与（あた）えられた、しかし万

能（ばんのう）の力（ちから）。鱗（うろこ）を持つ魚（さかな）や爬虫類（はちゅうるい）、一部の昆虫や植物の中には雄（おす）を必

要とせず、雌（めす）のみで子供を生（う）み出（だ）す、単為生殖（たんいせいしょく）のものがいる。元々（もともと）、雌雄（しゆ

う）を持たないものもいるけれども、雄（おす）が不在（ふざい）の場合のみ、雌（めす）が単為生殖のシステムを発動（はつどう）

させるものもいる。世界の変化（へんか）と共（とも）に、生物（せいぶつ）は変容（へんよう）していく。変容していこうとする。男達

は世界の変容を食（く）い止（と）めようと、悉（ことごと）く、戦（いくさ）に行ってしまった。誤（あやま）った敵（てき）を倒そうと、戦

争に志願（しがん）して行った——。楼子（たかこ）さん、やがて男達（おとこたち）が闇雲（やみくも）に破壊（はかい）してしまった

瓦礫（がれき）ばかりの地表（ちひょう）の上（うえ）で、私達は自（みずか）らの生殖（せいしょく）のルールを変更（へんこう）し、

単体（たんたい）で子供を生（う）むものとなるでしょう。新しく更新（こうしん）された摂理（せつり）の中、総（すべ）ての女（おん

な）が処女懐胎（しょじょかいたい）をするものとなるでしょう。神話（しんわ）からクロノスは消え、アダムも消え、ゼウスは両性具

有（りょうせいぐゆう）のオカマとして記（しる）される。私達の身体（からだ）に宿（やど）った呪いじみた醜（みにく）き鱗（うろこ）の

刻印（こくいん）は、これから来（く）る新世界（しんせかい）の神としての証（あかし）なのかもしれない。ならば、恐（おそ）れること

はありません。進化を煽（あお）る為（ため）、迫害（はくがい）せよ、残（のこ）りの男共（おとこども）を！ 根絶（ねだ）やしにせ

よ、種（しゅ）としての男（おとこ）を！ 貴方（あなた）のお兄様だって、もう戦地（せんち）に赴（おもむ）いてしまった。 

楼子 嗚呼（ああ）、お兄様も戻（もど）っては、来（こ）られぬのですね。 
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 ライフルを持った少女達と大島が、隊列（たいれつ）を組（く）み、楼子の登（のぼ）った釣鐘（つりがね）の周囲（しゅうい）を行

進（こうしん）し、やがて下手（しもて）に去っていく。 

 客席に向かい、楼子と琳太郎は敬礼（けいれい）をする。 

 舞台には、桜のカンフェティが春の嵐の様相（ようそう）でどんどん激しく舞い落ちる。 

 まるで少女達にエールを送っているかのようだ。 

 少女達の隊列がいなくなった舞台の下手（しもて）の上から、第三幕での釣鐘が降（お）りてきて、琳太郎と横たわっている車

を押す男の姿を隠（かく）していく。 

 

 ゆっくりと溶暗（ようあん）。 

 

 楼子や琳太郎、舞台にいるものが観（み）えなくなり、ほぼ闇（やみ）になったなら、 

 

任意の少女１の声 やっぱり、これでいいんじゃん。 

任意の少女２の声 ここだけの話、大島さんじゃなくて萠月（もえづき）さんの方（ほう）が結果として、良かったんだと思うわよ。

大島さん、高所（こうしょ）恐怖症とかいって、釣鐘に登（のぼ）るシーン、無理矢理（むりやり）、変更（へんこう）したし。 

任意の少女３の声 ねぇ、それぞれ他（ほか）の学校に編入（へんにゅう）しても、またこのメンバーで来年（らいねん）、集（あ

つ）まらない？ だって勿体（もったい）ないもの。 

任意の少女４の声 学校もないのに？ 

任意の少女５の声 スクールアイドルならぬスクール演劇部、なんちゃって。 

任意の少女６の声 萠月さんが演出（えんしゅつ）で参加（さんか）してくれるなら……。 

楼子の声 えっ？ 私ですか？ でも、来年（らいねん）は受験もあるし……。 

大島の声 あのぅ……。スタッフでいいんで、私も、混（ま）ぜて貰（もら）っていいですか？ 

任意の少女７の声 ダメですよ。大島さん、来年、卒業じゃないですか。女子高生（じょしこうせい）だけだからスクール演劇部

なんですよ。 

 

 真っ暗（まっくら）な舞台に少女達の声が響（ひび）く。 

 少女達は、ダベりながら、教室を後（あと）にしたようだ。 

 

少女達全員 おーい！ おーい！ 

 

 様々（さまざま）な方向から一斉（いっせい）に響（ひび）く少女達の声。 

 彼女達は、三々五々（さんさんごご）、何処（どこ）かに行ってしまった。 

 緩（ゆる）く、揃（そろ）うことなく、ダラダラといなくなってしまった。 

 もう、出逢（であ）うことは、ないだろう。 

 

 幕——。 
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カーテンコール 

 

 

 照明の点（つ）いた舞台には、楼子役のみが第四幕そのまま、上手（かみて）の釣鐘（つりがね）の上にいて欲しい。 

 楼子役は終演（しゅうえん）の口上（こうじょう）を簡単に述（の）べる。 

 そして、キャスト紹介に移（うつ）る。 

 キャスト紹介の前に、舞台の中央に本編（ほんぺん）では使用（しよう）されなかった第三の新しい釣鐘が降（お）りてくる。【即

（すなわ）ち、舞台には三つの釣鐘が並ぶ。】 

 第三の釣鐘は上手、下手のものと違い、客席に向けた部分が観音開（かんのんびら）きする仕掛（しか）け。 

 その扉（とびら）を通（とお）り、楼子の紹介に拠（よ）って舞台奥からキャストが出（で）てくる。 

 キャストはそれぞれ短い感想をいっていいと思うし、キャストのみならず、スタッフも紹介され、舞台に現れても、いいと、思う。 

 ——有志（ゆうし）に拠（よ）る秋の演劇祭（えんげきさい）なのだから。 

 最後に誰かが、楼子役のものを紹介し、第一幕冒頭（ぼうとう）での讃美歌（さんびか）３１２番を皆（みな）で斉唱。 

 

 暮（く）れ初（そ）めて鐘（かね）や  

 ともなるエスは 

 罪（つみ）とか憂（うれ）いを 

 猿（さる）の腰掛（こしか）け 

 心（こころ）なき仕打（しう）ち 

 包（くる）んで焼（く）べて 

 乙女等（おとめら）は祈（いの）る 

 我（わ）が聖（セント）マリアンヌ 

 

 一同（いちどう）、礼（れい）をして、了（りょう）——。 

 

 ダラダラと、ハケる。 
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跋 

 

 

２０１８年の初め、未発表の戯曲を著作権フリーで頒布することにしたのは冒頭に記しました。 

テキストを完成させる為の校閲班を募集し、出来上がったものを第二回ノバラ座【make a book】にて頒布しました。 

【make a book】は会場でプリンターから印刷＊KOKUYO KB-39N(64g/㎡)に、canon LBP624＊したものに 

四種類の表紙を用意、それを来場者が自分で製本するものでした。 

二つ穴パンチと麻紐を用意し、和綴じという日本古来の術を用いれば無限のページ数を製本出来ることに気付いた僕は 

DTPの先端技術とそれとの融合に取り憑かれました。 

テキストデータの入った CD-R も頒布しました。 

そして i-books と Kindleにデータをアップしたのですが、 

無料頒布が Kindleは通らず最低の販売価格を付けねばならなくなりました（i-booksは 0円です）。 

無料頒布であれば、ノバラ座の WEB サイトでやればいいのです。 

しかし、その為にはスマートフォンなどの端末でも読みやすい文字組にしなければならない！ 

これがネックであったのですが、 wixは pdfデータをそのまま置けるらしい。 

そんなことが出来るとは思ってなかったので、プロジェクトから約一年経ちましたが、 

ここに pdf版『劇版 鱗姫』を公開します。 

 

嶽本野ばら 

２０１９年節分の頃に記す 
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劇版 鱗姫（げきはん うろこひめ） 

作 嶽本野ばら（たけもとのばら） 

 

製作＆製作 薔薇の協会（ばらのきょうかい） 

 

校正班（薔薇の協会） 

ｎａｏ（犬の１） 

翠（鳥の１） 

亮子（鳥の２） 

えりぃ（鳥の３） 

三島えみか（猿の１） 

初川りりあ（猿の２） 

吉田遥（猿の３） 

じん（猿の４） 

平野佳奈（猿の６） 

原口色（猿の７） 

奈津紀（牛の１） 

あんな（牛の２） 

きょん（牛の３） 

いつき（龍の２） 

花音（龍の３） 

鏡美響（龍の４） 

苺依♡（猫の１） 

 

電子書籍班（薔薇の協会） 

原口色（猿の７） 

鏡美響（龍の４） 

 

 

【make a book】初回版 ２０１８年１月２６日 印刷・発行 

【make a book】ノバラ座 WEB サイト pdf 版 ２０１９年２月１０日 提出 

デザイン 嶽本野ばら 

発行元 ノバラ座 novalaza.com 
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