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労働 G メン 

気迫の 3 1 D AY S
サーティーワンデイス

 

第 1 回 隠れる過重労働 
 
だだっ広いロビーの一角。総合受付のカウンターが重々しく鎮座している。奥には、大人一人葬

れる甕棺のような有田焼に山茶花を基調とする花卉が飛び出さんばかりにしつらえてある、が、

どこか忙しなくぎこちない。 
遥と五郎は颯爽と玄関を入ってきたものの、あたりを見回し、 
「まだですね？」 
「そのようね。」 
いつものことと、二人はそれほど気にも留めず、受付カウンターと距離を置いて立っている。 
「それにしても昨日の SOS の手紙、こんな大会社で本当にあるんでしょうか？」 
「こんな急成長している大会社だからこそ、見えないところで起きているんじゃないの？」 
遥は、確信しているような口調で応える。 
 
前日、夕刻 
「先輩、ちょっとこの手紙見てくださいよ！」 
五郎が目を見張り、大声で遥に渡す。 
一読するや 
「これは最悪、間に合わないかも知れないわ。主任にも見せて。」 
手紙には、 
（「妹の働いている会社のことでお手紙します。妹は、この 4 月に部署が変わってから、毎日深

夜に帰ってきては、ほとんど夜も寝られず、朝は、6 時 20 分に夢遊病者のように出て行きます。

この 3 か月間一日も休んでいません。上司の課長は、一流大学の出でバリバリの出世コースに乗

ってるんだと部下にも吹聴し、次から次に仕事を指示しては、怒鳴り散らしているらしく、妹は

うつ病のようになってしまっています。このままでは、妹は壊れてしまいます。両親が事故死し

てから祖父母を頼って生きてきたのに妹にもしものことがあったらと思うと居ても立ってもい

られません。どうか、一刻も早く妹を救ってください。」） 
などとしたためられている。 
上司の若井も見るや 
「緊急を要するな。明日、立ち入りしよう。私も行く。」 
 
遥が興味深く眺めていた有田焼から玄関に視線を転じる。 
と、００７のリズムを口ずさみながら、玄関を入ってくる若井。 
待ち合わせの時間はとうに過ぎている。 
「さあ、行こうか」 
若井に促され、五郎は受付の女性に監督官証票を提示する 
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「労働基準監督署の浦口と申します。総務課の担当の方をお願いします。」 
「監督署？」 
女性は手元の画面に視線を落とす。 
「予約はいただいていませんね？」 
「ええ。」 
受付の女性は怪訝な表情を浮かべながら受話器を取り上げ何事か話している。 
さほどの時間もおかず、 
「浦口さま！間もなく担当の者が参りますので、そちらにおかけになってしばらくお待ちくださ

い。」 
一転、丁重な対応である。 
車待ちの椅子に腰を下ろし 2 分ほど経ったろうか？ 
身長 180 センチ超のすらりとした 30 代前半と思しき男が現れる。 
「総務係長の松井です。どうぞこちらへ。」 
男は、遥を一瞥し、後に続く来客を気遣うように先にたって歩く。 
まるで映画の一コマのようにしなやかで惚れ惚れする立ち居振る舞いである。 
 
フラッパーゲートに来客用プレートをかざし、通過するが、１基は閉じたままになっている。 
「うん？」 
五郎は何か違和感を覚える。 
2 階に案内され、個室に区切られた会議室に通される。 
「どうぞそちらにおかけになってしばらくお待ちください。」 
入り口からいくらか奥になる側の席を案内し松井は一礼して出ていく。 
木製の長テーブルと 6 個の椅子のセット以外には何もない。 
松井が出て行くのとほぼ入れ違いに受付にいた女性の一人が来客用の冷えた飲み物を一人一人

の右肩越しにテーブルに置いていく。 
女性が出て行くのを見やり 
「受付の女性も大変ですね、来客対応マニュアルのとおりなのでしょうが！受付の顔をもつマル

チプレイヤーってところですかね？」 
五郎は 
（「受付の女性は、さすがに定時出勤に定時退社だろう。」） 
と思いつつも、何故かそんな言葉が口をついて出る。 
暫くして、松井とともにずんぐりとした体形の生活習慣病予備軍であろうと思わせる男がぬっと

入室してくる。 
「総務課長の常松です。監督署さんには全国の店舗でいろいろとお世話になっています。」 
「監督署の若井です。」 
「同じく宮内です。」 
「同じく浦口です。」 
名刺交換を終わると、 
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「監督署は突然やってくるというのは本当なんですね。いつも３人で見えるんですか？」 
常松は、にこにこしながら話し出す。 
「いつもは大体ひとりなんですけどね。」 
若井は、思わせぶりながらさらりと答える。 
しげしげと名刺を見る常松、 
「第一方面主任って何をされるんですか？」 
「ああ、地区割りですよ。所轄の管内を 4 分割した一つの地域を主任として担当しているという

ことです。業務の分担も多少はありますけどね！」 
「最近、監督署はいろいろと注目を浴びていらっしゃってお忙しいでしょう？」 
「ええ、時代でしょうね。」 
「過重労働のブラック企業リストに載らないように私どもも気にはしているんですが、なかなか

なんですよね。」 
「企業の方には、すでに過重労働対策の趣旨とするところはご理解いただいていると思うんです

が？」 
「ブラック企業リストってどういうふうに作られるんですか？」 
「いろいろな情報を総合判断しているようですね。」 
「皆さんが作られるんじゃないのですか？」 
「いろいろですね。」 
「弊社が全国の店舗で是正勧告を受けている件につきましては、できるだけ早急に改善を図るよ

う指示しています。」 
「それは結構ですね。」 
「ですが、ご案内のとおりの人手不足で、特に地方はきつくて、なかなか体制整備が進みません。」 
「えっ？」 
「いずれは、何とかして長時間労働を解消したいとは思っていますのでしばらく猶予をお願いし

たいと考えています。できれば、ブラック企業リストへの搭載もご猶予願えればと。」 
常松という男、何のてらいもなく話し始める。 
（「こういうキャラは、相手も警戒感を抱かず、すんなり懐に入ってしまうタイプか？組合交渉

とかなら、相手がこれ以上言っても仕方ないという不毛感を勝手に抱き、ふたを開けてみれば筋

書き通りってこともあるんだろうな。」） 
若井は、男をみつめながら一人合点している。 
会社には、多数派労組の「全 JO（全ジャパンアウトレット労働組合）」はあるが、最近企業の区

別なしに労働者を組織する合同労組が組織拡大に積極的に動いており、少数労組の「JO 労組（ジ

ャパンアウトレット労働組合）」を支援する活動で会社との間にトラブルがあったというネット

情報が流れている。 
株式会社ジャパンアウトレット（JOC）の本社は若井の通勤途上にあり、本社前で 
「会社は我々の要求を握り潰すな！」 
などと街宣カーが叫んでいたのをふと思い出す。 
（「街宣カーも糠に釘か？」） 
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若井は、常松という男に却って警戒感を覚える。 
 
「ところで、今日は、どのようなご用件でしょうか？」 
「ええ、御社の労働時間管理や健康管理などについてのお話をお聞きしたいということでお伺い

しました。」 
遥が二人に関係書類の提示を求める。 
「就業規則、時間外労働（36）協定（サブロク協定）、出勤簿、超過勤務関係書類、年休台帳、

賃金台帳、健康診断個人票、面接指導結果を拝見しますのでご準備ください。期間は、今年の 4
月からで結構です。」 
「台帳として打ち出していないものは、いかがいたしましょうか？」、 
「そうですね。残業が一番多いのはどの部署ですか？」 
「時期にもよりますが、大体恒常的に多いのは企画課です。」 
「確認できればそれでかまいません。取りあえず企画課の直近のものを 3 か月分ほど打ち出して

ください。」 
「3 か月分ですね。ただ今お持ちします。しばらくお待ちください。」 
20 分ほど経過したであろうか。関係書類を抱えて二人そろって入ってくる。 
「こちらが企画課の関係書類になります。」 
「拝見します。」 
若井は、提示された書類に一通り目を通し、遥が企画課の超過勤務関係書類をみる。五郎は企画

課の健康診断関係の書類を見ている。 
 
「残業は、多い人でひと月 60 時間となっていますが、地方店舗と比べると随分少ないですね？」 
遥が確認する。 
「ええ、36 協定の特別条項の範囲内になっているはずです。」 
常松は、『今更聞かなくても』と言わんばかりの口調である。 
「地方店舗では、100 時間を超える残業をしている人がいるようですが、本社企画課で 60 時間

に抑えられているのは、何か工夫されているのでしょうか？」 
「企画課長が効率的に仕事をこなすように徹底しているからではないでしょうか？」 
「36 協定の労側締結者は、組合になっていますね？」 
「ええ、全 JO の委員長です。」 
「全 JO は、本社で何割ぐらい加盟しているんでしょうか？」 
「6 割は加盟しています。」 
「それは、臨時職やパートも含めてですか？」 
「いえ、社員だけですが？」 
「そうですか、念のため、臨時職やパートを含めた全人員の過半数に達しているか確認をお願い

します。」 
「正確な数字が必要でしょうか？」 
「ええ、正確に！」 
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「わかりました。後ほど確認して報告するということでよろしいでしょうか？」 
「結構です。」 
 
「医師による面接指導とかはなされていないんでしょうか？」 
五郎が確認する。 
「ええ、私のようないわゆる成人病持ちはいますが、医者にわざわざ指導を受けなければならな

いような者はいません。」 
「それは。長時間過重労働になっている人はいないことを確認しているということですか？」 
「そうです。」 
遥は、労働時間に関するデータが書類上整理され、長時間労働の事実が認められない以上、衛生

管理体制、健康管理活動などについて細かく聞いても枝葉末節では仕方ないと思い、若井に視線

を向ける。 
（「今日は、このくらいで引きあげましょうか？」） 
若井も軽く頷く。 
 
「ところで、今日は何故いきなりのお見えになったのでしょうか？たれこみとか何かありました

ら率直にお話しいただいた方が私どもも善後策が直ちに講じられますのでその方がよろしいか

と思うのですが。」 
「全国のアウトレット各店ではかなりの長時間労働があるようですので、本社はどんな状況かと

いうことでお邪魔しました。」 
「何かご指摘をいただくようなことがありますでしょうか？」 
「書類を拝見した限りでは、特段、重大な法令違反はないようですね。」 
若井らは、丁寧な対応に礼を言い本社を後にする。 
 
「どうだった？」 
帰りを待っていた監督署長の園田が切り出す。 
「書類上は問題を認めません。残業時間は、最大で月 60 時間でした。その分の時間外手当の支

払いも月 45 時間までは 25％、それ以上は 30％増しで支払われています。休日労働は、月に 1
回となっており、その分の手当ても 35％増しで法定通り支払われています。」 
遥の報告に署長は苦い表情をしている。 
「飯塚恵里の手紙とは違うんだな？」 
「ええ、手紙には、妹の真理は、7 時には出勤、毎日終電帰りで休日も出勤し、この 6 か月間に

体調を壊した日を含め 3 日しか休めていないとありました。しかし、そんな実態は会社の書類か

らは浮かび上がってきません。」 
「手紙では、真理は上司の過大な指示に応えようとはしているものの、ほとんど睡眠がとれず毎

朝夢遊病者のように家を出ていくとあったな？」 
「ええ、手紙の内容が本当なら、時間外隠しの可能性がありますし、真理が精神障害で最悪の事

態になる恐れもあります。」 
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「書類上問題ないんじゃどうしようもないってことですか？長時間労働の証拠さえあれば労働

安全衛生法違反でも強力に指導できるのに。」 
五郎は、恵里の切羽詰まった SOS の手紙を思い出し、腹立たしさと焦燥感だけが募る。 
「会社は、もともと九州から出たもので全国的に大規模アウトレットモールを展開しています。

わが管内に本社を移したのはごく最近で、各地方店舗では違法な長時間労働が行われていて是正

勧告書が切られています。」 
遥の説明に、 
「端緒は何だ？」 
「ほとんどタレこみのようです。」 
「なぜ、本社のたれこみがなかったんでしょうか？」 
五郎の疑問ももっともである。 
「本社に勤務しているというプライドなんじゃないの？私は許せないけど。」 
「ところで、会社には、革新系の少数労組の JO 労組もあるんだよな？」 
と、署長。 
「ええ、そう聞いています。」 
「J0 労組は動いていないのか？」 
「そこの情報はまだです。」 
「まずは再監督に向けての準備に入るということでしょう。」 
副署長の岩淵の提案に 
「そんな悠長なことでいいんですか？」 
五郎は副署長の態度が優柔不断に思えて仕方がない。 
「内偵を始めます。それと、手紙をよこされた飯塚恵里さんに事情を聴いてみることにしましょ

う。」 
と、遥。 
「そうだな。姉の恵里の話が根も葉もないとは到底考えられん。周辺状況を固めてくれ。」  
「わかりました。段取ります。」 
「この案件は、過特（＊過重労働特別対策班）の案件になるかもしれん。本社ぐるみで虚偽文書

を作成しているとなると、根は深い。送検も視野に徹底調査せざるをえないかもしれん。」 
署長の第 6 感の確度は高い。 
 
署長室を出て五郎が若井にすり寄っていく 
「主任。」 
「なんだ？」 
「いえ、ちょっと。」 
「ちょっとなんだ？」 
「遥さん、先ほど許せないと言ってましたけど？」 
「ああ、あれか。」 
「あれって？」 
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「あれは３年前になるかな？遥は挙式直前の婚約者を玉突き事故で亡くしているんだ。」 
「交通事故ですか？」 
「ああ、大型トラックの運転手の過労によるいねむり運転の追突事故だった。」 
「それがどうして？」 
「ワンマン社長でな！申告もあって超過密勤務に是正勧告書を出していたんだが、是正状況を確

認しようとしていた矢先に起きてしまったんだ」 
「悔いが残りますね。」 
「それからかな？遥の仕事への冷徹さに拍車がかかったのは。」 
「だからぺんぺん草も生えないって噂があるんですね。」 
「その話知ってるのか？」 
法違反状態を根こそぎあぶりだしていく遥のやり方に、いつしか「宮内の通ったあとはペンペン

草も生えない」と同僚の仲間内では言われるようになっているという。 
「事実上の未亡人か？『天は二物を与えず！』なのかなあ？」 
五郎がふっとつぶやく。 
 
遥は、本省監督課で勤務した後、地元に帰ってきた入省 10 年目の女性監督官である。パソコン

と外国語にはめっぽう強く一つ一つの仕事にプロフェッショナルな雰囲気が漂う。 
外国人労働者の中間搾取事件では、中国人ブローカーの取調やブラジル人労働者の聴取りを通訳

を介することなく母国語で行って関係者を驚かせたことがある。 
それにも増して遥には知的でゾクッとさせられる雰囲気がある。 
8 頭身に潤いのある澄んだ眼。振り返えられると思わず息をのむ。  
アラビアンナイトを彷彿させる魅惑的な雰囲気に天性の上品な艶めかしさも漂う。 
二人きりで過ごせたら・・・といやおうなく妄想を掻き立てられる男もいるらしい。 
しかし、その知的な美しさはセンスのいい着こなしや冷徹な仕事への厳しさと相まってこのとこ

ろとみに近づきがたい雰囲気を醸し出している。 
若井の気がかりの一つでもある。 
いい縁があればいいがと折に触れて思う。 
一方で、若井は遥にもっと磨いてほしい仕事のセンスをどんな場面で身につけてくれるかと見守

っている。 
 
振り向く五郎。 
遥と視線が合う。 
「五郎ちゃん、内偵の段取りをして。」 
いきなり遥からの指示が下りる。 
「わかった？」 
「ええ。でも、相談させてもらっていいですか？」 
「いいけど、ちゃんと原案を作ってから持ってきてよ。」 
「はい。」 
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応えたものの五郎は立ち往生している。 
「『夜討ち朝駆け』っていうのよ。今夜からでもいいんだからね。」 
「は～い。考えま～す。」 
 
翌 10 月 6 日、JOC 企画課 
総務課の常松課長から状況を聞いた企画課長が吠えている。 
「昨日、監督署が来たらしいが書類を見て一言もなく帰って行ったらしいな。書類さえちゃんと

していれば、とやかく言われることはないってことだよ。」 
「うちの書類は、残業申請から決裁、その分の支払いまで完璧だってことだ。」 
企画課長は、してやったりの気分なのか、いつもより口が軽い。 
一方、企画課長の暴力的な業務指示に日夜さらされている山根は、パソコンの画面をみたまま、

平静を装っている。が、胸中はとても穏やかではない。 
腹立たしさと落胆とで我慢の限界を超えようとしている。 
（「監督署が入ったことで逆に課長のやり方にお墨付きをあげたようなものだわ。もうやってら

れないわ。」） 
山根は、監督署を恨めしく思う。 
（「経営者は監督署を嫌がっているとか、怖がっているとか聞いたことがあるのに、この体たら

くは何よ。」） 
山根は監督署への怒りさえ沸々と湧いてくる。 
飯塚真理は、次から次に下される業務命令、毎日毎日繰り返される企画課長の罵倒、相談相手の

いない孤独感、真理にとって監督署の立入の結果を耳にしたことで何かが弾ける。 
翌日、真理は出勤してきても生気がない。 
企画課長がいつものように怒鳴り散らすが、ただ、呆然としている。 
「何なんだ？やる気がないんだったらやめてしまえ。なんでこんなやつを企画課に配属したんだ。

お前なんかいらないから、この世からいなくなってしまえ。」 
真理を自席の前に立たせたまま、いつ終わるともわからない罵倒の嵐。 
周りは、皆自分に火の粉が飛んでこないように身をすくめ、仕事に集中しているふりを決め込ん

でいる。 
 
真理は、これまで自分の仕事を完遂しないことはなかった。どんなに企画課長になじられてもき

ちんと仕上てきた。仕事とはそういうものだと自らを律してやってきた。 
姉からも「少々のことがあっても頑張らなきゃ。」といわれ、姉にも弱音を吐くことはできなか

った。 
しかし、今、監督署の無力さを聞かされ、出口のない闇に引き込まれていくように感じている。

もう限界を過ぎ、ただ、両親の突然の死後姉妹二人で支えあって生きてきた誇りと自尊心だけで

耐えている。それは生きたいという意志ではなく、生きなければならないという使命感でしかな

い。 
両親の分まで生きる。 
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祖父母が支えてきてくれたこれまでの人生を無駄にできない、祖父母が亡くなった今、姉を天涯

孤独にはできないとの思いだけである。 
真理にとって入社時に膨らんでいた仕事に生きる意味などもはや何も感じなくなっている。 
 
午後、署に、電話で匿名の通報が寄せられる。 
通報者は、経営企画部に勤めているという。 
「昨日監督署が立ち入られた時、何の指摘もなく帰られたと聞きました。そんなはずはありませ

ん。来られた際に見られた書類は、時間外労働も休日労働も実態とは全く違うはずです。」 
といった内容である。 
電話を受けた遥は、若井や五郎、副署長の岩淵とともに署長室に入る。 
「やはりな。火のないところに煙は立たないだろう。」 
「電話の主は企画課ではないようですね。企画課長に対抗する勢力か？労組か？それとも個人的

な嫌悪感の持ち主でしょうか？」 
若井の言葉に、遥 
「企画課だけが課長の意向でそういう扱いをしているのか、会社全体が組織的に長時間過重労働

隠しをしているのか、それも一つあります。」 
「それじゃ内偵をするといったって大変ですよ。」 
五郎はまた一つ宿題が増えたと困惑顔である。 
「いずれにしても企画課においては、過労死基準に当たる長時間過重労働がなされている可能性

があります。まずは、そこに焦点を絞ってみたらどうでしょう。」 
「ああ、そうだな。」 
「それじゃ、まず手紙の主の恵里さんに連絡を取って詳しく話を聴いてみます。五郎ちゃん、内

偵のプログラムは？」 
遥に促されて五郎が自信無げに話し始める。 
「取っつきは、恵里から送られてきた恵里と真理のツーショットの写真がありますので、まずは

真理の出退勤時間を調査します。おそらく、他の企画課の社員も同じような時間帯に出退勤して

いるでしょうから、数日、面を押さえれば実態は明らかになるかと思います。時間帯は、午後 10
時から午前 0 時半までと午前 6 時から 8 時半までの二つの時間帯に本社の出入りをチェックして

みます。恒常的に長時間労働が行われているとすれば、週末とか週はじめとか絞らなくてもいい

と思いますので、本日からでも開始するということでどうでしょうか？」 
「どこから監視するの？」 
「斜め向かいにホテルがあります。その一室を借りてということでどうでしょう？」 
「そんな予算はないよ。」 
副署長の一蹴に 
「それじゃ、車中からにします。」 
「警察に駐車禁止でとがめられないか？」 
と副署長、 
「深夜、早朝ですから大丈夫でしょう。何かあったら警察には副署長の方でとりなしをお願いし
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ます。取りあえず、今夜から遥さんと私で始めます。」 
「わかった。それでいいだろ。」 
詰めたプログラムではなかったが、取りあえず始めることを署長は優先する。 
打ち合わせを終え、自席に戻る、遥、 
「五郎ちゃん、内偵プログラムはもっといろいろなことを想定して作り上げなきゃ駄目よ。思い

付きと想定とは違うのよ。わかる？」 
「はい。わかります。」 
「本当に？」 
「ええ。」 
「想定はいろんな事例をもとに起こりうる状況をシュミレーションしていずれの状況でも対応

できるようにしておくことよ。いい？それじゃ次の段階のプログラムも考えておきなさい。」 
「次のですか？」 
「そうよ。」 
「でも次の段階って？」 
「これからの流れをシュミレーションすれば自ずとわかるでしょ！いい？」 
「は～い、かしこまりました～。」 
一方、遥は恵里との日程調整に取りかかったが、その調整は意外に手間取った。 
恵里は、亡き父の会社の関係団体の職員として働いているが、5 日後に全国大会があり、それま

では、署に伺えないし、自宅に来られても時間が取れないという。 
結局、10 月 11 日に署に来てもらって詳しい事情を聴く段取りになる。 
 
その間、内偵作業は順調に進み、数日間で社員の出退勤の実態が次第に明らかになってきている。

終電近くに退社していく社員は、朝 8 時前には出勤してくる。休日も同じ時間帯に出勤している。 
おそらく恒常的に残業の多い部署なのであろう。 
総合受付カウンターの女性二人が朝 8 時に出勤し、午後 11 時に退社していくのにも驚かされる。 
 
「遥、五郎、今日の深夜内偵前に署長が食事に行こうといってる。7 時に出よう。支障ないか？」 
「大丈夫です。」 
「私も！」 
藍染の効いた暖簾にふくよかな文字で『おふくろ』 
引き戸に手をかけると不思議とその手が引き戸と同化して中に引き込まれるように導かれる。 
カウンター席 8 席の小さな店。テーブル席はない。 
が、狭さを感じさせず、しっくりとくる。 
カウンターには、手前と奥に一輪挿しの秋桜がしつらえてある。 
「お若い方をお連れになるの久しぶりかしら？」 
女将は五郎に視線を向けながら挨拶する。 
「ああ、そうだね。二人とも初めてかな？よろしく頼むよ。」 
「今日は？」 
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女将が料理の希望を聞こうとしたとき、引き戸がすーっと開く。 
「こんばんは！」 
局長である。 
「あら、お揃いね。うれしい偶然だわ！」 
「まあ、どうぞこちらへ。」 
署長がカウンターの椅子を引く。 
局長は、キャリア官僚である。学生時代はマドンナと慕われ、50 歳になるのに眼差しは美しく、

一回り以上若々しく見える。 
行政経験は、県に一時出向していたぐらいで、もっぱら本省で職業安定行政や国際労働関係の仕

事に携わってきており、人を惹きつける魅力と人脈の広さは計り知れない。 
署長が時々「局長のバランス感覚の良さ、人を見る目の視点の高さ、人間の品格をクンクンと嗅

ぎ分ける鋭さは動物的だ、人並み外れていていつも教えられる。」 
と話しているのを若井らは聞いている。 
「どういう感じにいたしましょう？」 
女将がやわらかに催促する 
「そうだね。僕はお銚子を 1 本もらおうか。局長も同じものをお付き合いいただくとして、3 人

はこの後仕事があるから、精のつくものを出してくれないか。」 
署長のリクエストに 
「お仕事大変ですね。では、お任せで、体に優しい和食で精がつくようにしますね。」 
女将は、若女将に視線を送る。 
メニューはない。お客の顔を見て、時折声をかけながら、いい頃合いに料理が出てくる。 
京野菜に鱧料理、時を置いて、丹波牛の和風おろしステーキが並ぶ。 
「どうだ？うまいか？」 
署長の問いかけに 
「初めてです。こんなの！」 
と五郎。 
「そうか。女将は京の老舗料亭で修業してるからな。半端じゃないよ。」 
「女性もできるんですか？」 
「そうですよ。」 
「もっとも若女将は、留学してフランスでシェフやってた腕前だけどね。」 
「え～っ！すごい！また来たいな。」 
「そうか、そりゃよかった。」 
 
「器、すごいですね。」 
遥は、出された料理の器をじっと見ている。 
「これは、柿右衛門の赤、こちらは、今右衛門の青、こちらは、太郎衛門。すごいですね。3 右

衛門揃い踏みの器で食事できるなんて！」 
遥が普段見せない表情をしている。らんらんと輝く瞳はますます美しい。 
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すかさず女将がカウンターにすっと差し出した器。 
「これは？」 
「何でしょう？」 
「ええとですねえ？」 
「ルーシーリーかしら。」 
局長が静かに答える。 
「ご名答！うれしいわ、こんなに器を見てくださるお客様方って！」 
女将は手放しで喜んでいる。 
「女将の料理が一級品だから、器も負けじと自己主張してるんだよな。」 
署長もなかなか隅におけない。 
 
ふと、あたりを見渡す五郎。 
カウンター席の真後ろにさりげなく吊るしてある洋画が目に入る。 
時々美術館に出かけ抽象画を楽しんでいるが、ピカソにはついていけないと思い込んでる五郎。 
「ジャクソンポロックじゃないですか？」 
「ええ、ポスターですけど実物大です。お好きですか？」 
と女将。 
「抽象画は好きです。でも・・・」 
「でも？」 
「ジャクソンポロックは、その時の気分でいろいろな感情が溢れてきて、好きなのかどうかさえ

よくわからないんです。」 
五郎は、静かに答える。 
「今日は、どんなに見えますか？」 
「何か闇にいろいろなものがうごめき、悶え打ってるような？」 
「そうか、五郎にはそのように見えるか！」 
署長は局長に視線を送りながら満足げである。 
局長もこくりと頷きつつ、ニューヨーク近代美術館（MOMA）を思い出し、懐かしんでいる。 
「私には、そうは見えないけど。」 
「それじゃ先輩は？」 
「いろんなものが絡み合い、だんだん大きく膨らんでいくようだわ。まるで宇宙が拡大するよう

に！」 
「そうか、遥にはそう見えるか。」 
これも署長は満足げである。 
食事を終え、 
「遥ちゃん、五郎ちゃん、またね！」 
局長に声をかけられ、3 人は、また署に帰る。 
 
道すがら 
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「不思議な人ですね。」 
と、遥。 
「ああ。」 
「一緒にいるといつの間にか親近感が溢れてくるんですよね。まるで、エイリアンですね。あの

人は！」 
遥は、局長の一挙手一投足が気になって仕方がない。 
上司なのか、友人なのか、家族なのかそのすべてであるようであり、いずれでもないようでもあ

る。 
それでいて、一緒にいる席はなぜか楽しい。 
局長といると、いろいろなことへの関心や勇気が湧いてくるように感じる。 
 
「署長さんの部下、お若いのになかなかのセンスですね。」 
女将は、うらやむようにほほ笑む。 
「いやいや、まだまだこれからだよ。今日は女将のおかげで、いい時間を過ごせたよ。それに局

長には、いいところに来ていただきました。局長の声を聴き、顔を見るだけで元気が出ることも

あるんです。」 
「あら、今日はいつになくお上手が多いこと。」 
女将は、上目づかいに笑みを浮かべる。 
若女将もにこりと視線を投げる。 
 
署に帰った若井に五郎 
「ジャクソンポロックの絵について、署長は私や遥先輩の言ったことに満足そうでしたね。」 
「ああ。」 
「どういうことなんでしょう？」 
「さあね、そのうち、わかるだろ。」 
若井は、粗削りだがこれだけ感度のいい五郎ならきっとその意味を自分の力でとらえられるだろ

うとあえて言葉を呑み込む。 
 
「主任、そろそろ時間ですよ。」 
五郎が声をかける。 
「ああ！」 
署長室の応接セットで一眠りしていた若井がゆっくり起き出す。 
若井も今日は深夜の内定に同行する。 
遥と五郎は、真理の出退勤がほぼ恵里からの手紙どおりであることを確認している。 
「朝 7 時から深夜 0 時まで、休日もなし、何か月もこんなんじゃ、もちませんよ。」 
五郎は想定以上の長時間勤務に唖然としている。 
「遥先輩が本省におられたころもこんな勤務状況だったんですか？」 
「そんな時期もあったわ。でも恒常的というわけではなかったし、それに・・・。」 
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「それに何ですか？」 
「上司が気遣ってくれたわ。」 
「そうなんですね。好きだったとか？その上司のこと？」 
「尊敬してたわ！でも、奥さんいたし。」 
「ふ～ん・・・！略奪愛にはならなかったんですね？」 
「映画のようにはいかないわよ！でも。」 
「でも？」 
「いや、何でもないわ。」 
 
10 月 10 日、日曜日、夕刻、遥が飯塚恵里に電話を入れる。 
翌日 11 日は恵里から事情を聴く約束をしていた。確認の電話と持参してもらいたい必要書類の

類を伝えるためである。 
何回か呼び出し音が鳴るが誰も出ない。嫌な胸騒ぎを覚える。3 回ほど掛けなおしたとき、男の

声で応答がある。 
「もしもし、飯塚さんのお宅でしょうか？」 
遥は、間違い電話を掛けたかと気遣いながら、先方の声を待つ。 
「そうです。どちらさまでしょうか？」 
先方の声は事務的であるが、聞き覚えがある。 
「監督署の者ですが。」 
「ああ、監督署さん。春日署の須崎です。通報があって今駆けつけたところです。若井主任はい

らっしゃいますか？」 
「ええ、います。代わりますから少々お待ちください。」 
今日は、若井も日曜出勤している。 
遥は、飯塚恵里の家に電話したら、警察の須崎係長がいて主任に代わってほしいと言ってると伝

える。 
「はい、若井ですが。」 
「須崎です。こちらのお嬢さんが亡くなっていてどうも自殺らしいんですが？」 
「自殺？」 
「ええ、お姉さんが帰宅してみると書置きがあったと。」 
「書置き？」 
「ええ、『お姉さん、ごめんなさい。父さんや母さんに会いたい』とだけ！」 
「お姉さんは？」 
「それが・・・妹は会社に殺されたというだけで要領を得ないのですよ。」 
「須崎さん、その話はこちらも情報を持っています。後で、情報交換しましょう。妹さんはどん

な状況でしょうか？」 
「ええ、風呂場でのリストカットです。お姉さんは泣くばかりで何を聞いても同じことを繰り返

すだけなんです。」 
「わかりました。それではまたあとで。」 
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電話を置いた若井が苦りきった表情で遥と五郎を一瞥する。 
「署長に。」 
受話器を取り上げ、 
「最悪の事態になりました。」 
若井が報告する。 
「飯塚真理さんが自殺しました。」。 
「なんだって？遅かったか・・・。関係者を集めてくれ。」 
遠方の者を除き、30 分で副署長、各方面主任が出勤してくる。 
署長室 
若井が報告する。 
五郎が副署長を睨みながら 
「もっと早く何か手を打つべきじゃなかったんですか？手紙の内容と臨検結果の内容が違うん

だったら、ガサ入れしてもよかったんじゃないですか？」 
「ガサは時期尚早だろう」 
副署長の言葉に、 
「それはこちらの論理でしょう？それで世間が納得できますか？情報提供はあったのに何のた

めの監督官かと誰だって思いますよ。」 
五郎は、手を打てないままに真理の自殺が起きてしまったことにやり場のない苛立ちを押さえき

れない。 
署長が決断する。 
「立件する。過特も動員して事件捜査だ。捜査本部を設置してもらおう。」 
「はい」 
「明日か明後日か、いずれマスコミが騒ぎだすだろう。主任は局の監督課長に報告して本省にあ

げてもらえ。地方店舗の違反もあるんじゃ本省も動かざるをえないだろう。マスコミ対応は局の

監督課長に一元的にやってもらった方がいい。署で対応せざるを得ないときは、副署長でやるよ

うに。」 
「深夜内偵は？」 
「続行だ！」 
 
午後 9 時、警察の須崎係長との打ち合わせに若井が遥と五郎を伴って赴く。 
恵里からの SOS の手紙が署長あてに届いていたこと。会社は、書類を偽造し労基法違反はない

ように見せている疑いがあることなどを話すと、須崎係長は、文書偽造は必要とあればこちらで

引き取り、対応しましょうという。 
「警察は自殺という処理になりますか？」 
「そうですね。司法解剖はしないといけないと思いますが？」 
「監督署は、労基法違反で捜査することになると思います。それも捜査期間がかなり絞られると

思いますので・・・。」 
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「ああ、わかりました。証拠書類のことですね。協力しましょう！」 
須崎係長は、証拠書類を監督署優先で扱うことを了解し、打ち合わせを終える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


