
脚本 そらち 

 

勝手にスピンアウト脚本 

『北の国から'81逃亡』（前編） 

 

【丸山橋】 

 川の音。 

 流れる川と人だかりのある橋。 

 『昭和56年５月』のテロップ入る。 

 川の中にうつ伏せで倒れている杵次。 

 走ってくる純と螢。 

友子「だあれ？」 

 川の中で杵次の様子をみる辰巳。 

辰巳「笠松のとっつあんだ。・・橋から落ちたンだべ」 

友子「息は？」 

 辰巳、呼吸を確かめる。 

辰巳「死んでる」 

 うつ伏せの杵次。 

 自転車。 

 割れた酒瓶。 

 驚いて走り去る純と螢。 

 サイレン音とともに橋に向かうパトカー。 

 現場検証をする警察官たち。 

 辰巳と友子に話を聞く富良野署刑事の山村（イメージ：蟹江敬

三）。 



山村「朝、何時ぐらいですか？」 

友子「７時半くらいだったと」 

山村「７時半ぐらい・・・」 

 手帳にメモを取る山村。 

 和夫とみずえ、車で登場し辰巳に話しかける。 

 辰巳、何か話しながら杵次の方を指さす。 

 その方向に歩く和夫。 

 車でかけつける五郎、純、螢。 

 引き上げられた仰向けの杵次。 

 捜査員がビニールシートをかける。 

 そこに近づく和夫と五郎。 

 和夫、杵次を拝んでビニールシートの上に上着をかける。 

 車で来て急ぎ降りてくる清吉と政子。 

 

【富良野警察署】 

 外観のフラッシュ。 

 

【署内事務室】 

 慌ただしく行き来する警察署員。 

 その中の刑事課長席で話す山村と鈴井（イメージ：伊藤四郎）。 

山村「いやいやそんなことはありません。これは殺しですよ。課長！」 

鈴井「山さん、何を根拠にそんなこといえるンかい？笠松さんは発

見される前の晩、５月 18 日の夜８時ごろ東麓郷の黒板五郎の家

を訪ねとる。18日の朝、長いこと飼っとった馬を売っちまったことを

悔やみ、えらいこと酔っ払って涙を流していたっていうでないの。土



砂降りン中、フラフラ自転車で帰っていったちゅうンだから、帰り道、

丸山橋から落ちて死んだ。事故死と考えるのが自然でないかい？

何がおかしいっていうの？」 

山村「課長、現場を見ておらンのですか？」 

鈴井「何いっとるの。俺はちゃんと見たぞ」 

山村「なら変なとこあったでしょう？」 

鈴井「いやあ・・・なんも」 

 間。 

山村「私が見るところ現場には不審な点が少なくとも３つあります」 

鈴井「・・・そんなかい？」 

山村「まず１つ目、自転車が川に落ちとるのがおかしい」 

鈴井「なんでよ？」 

山村「黒板五郎の証言では笠松さんはふらふらゆっくり自転車で

走って行ったそうだ。黒板の家から向かったとき、丸山橋は登り勾

配の先にある。だからスピードは出ているはずがない。したっ

け・・・課長、橋の欄干の高さ見ました？」 

鈴井「さあ、・・・どんくらいだったべか？」 

山村「笠松さんが倒れていた地点に一番近いところで 83センチ。

笠松さんがあの自転車に乗ったときの腰の高さより高い。笠松さん

の自転車に勢いはない。フラフラっと走っていて欄干ぶつかったら

どうなります？」 

鈴井「欄干にぶつかったら落っこちるべ？」 

山村「落っこちるとき、自転車は一緒に持ち上がっかい？」 

鈴井「・・・う～ん」 

山村「笠松さんが乗っていた自転車、ありゃ荷物を運ぶ重量運搬



車ちゅうて最近の軽快車と違って自転車ン中でも重いやつです」 

 山村、手帳を見る。 

山村「長寿自転車商会製造の重量運搬車。重さは・・・24キロある」 

鈴井「そったら重いンかい？」 

山村「こいつ持ち上げて落っこちンのは無理だべさ。自分だけ落ち

て欄干の向こうの川へ落っこちたっちゅうならわかる。・・・でも自転

車と一緒に飛び越えられっかい？いやいや持ち上げられんべ。まし

て酔っ払ってだ」 

鈴井「ほう！」 

山村「しかも！欄干に衝突痕がない。橋の右側の欄干を隈なく調べ

ましたがあの自転車がぶつかった跡がないし、自転車にも欄干に

ぶつかった形跡がない。どうやって傷も付けンで自転車が欄干飛

び越えられンのよ？」 

鈴井「そりゃ本当かい？」 

山村「課長、どう考えたって変な話だべさ」 

鈴井「ほお・・、そうかもしれンな。そんだけか？」 

山村「だから課長、３つあるって。まだ１個しか言ってないっしょ」 

鈴井「ならあと２つはなんなの？」 

山村「２つ目、橋と笠松さんの距離がおかしい。勢いなく橋から落

ちたなら真下に落ちとるはず。でも笠松さんは橋から４メートルも

離れたところに倒れとった。４メートルちゅうたら中学生の走り幅跳

びの平均だ。相当勢いがないとそんなに飛べん。これもおかしいべ

さ？」 

鈴井「したけどあれだ、土砂降りの雨で川が増水しとる。川に流さ

れたんでないかい？」 



山村「いやいや逆よ、逆！」 

鈴井「逆ってなにがよ？」 

山村「笠松さんが落ちとったのは上流側だ。流されんなら橋の下通

って逆っ側の方に流される。上流にはいかん」 

鈴井「そうか・・・」 

山村「うん」 

鈴井「それで？・・もう一つは？」 

山村「３つ目は笠松さんの額の深い傷」 

 山村、手帳を見る。 

山村「笠松さんの右の額に岩に打ち付けたような傷、ええ・・・縦方

向に4.2センチ、幅1.5センチ、深さ２ミリの傷がありました。しか

し死体のあった現場の川は流れが緩やかなトロで川底は砂地だァ。

落下が考えられる範囲を相当広めに見ても、頭を打ち付けて額に

深い傷を負うような岩なんかないンですよ」 

鈴井「おい、山さん・・・。そりゃ本当かい？」 

山村「間違いありません！」 

 間。見つめ合う二人。 

 鈴井。 

鈴井「（ニヤリ）いやいや気づかなかったもね。そうなンかい。山さ

ん流石だ。オラあんたには敵わんわ。しかしだ、じゃあいったい全体、

どうやって死んだというの？」 

山村「私の推理はこうです。・・・あの晩、土砂降りの雨の中、橋の

上で笠松さんを誰かが呼び止めた」 

 

【イメージ・丸山橋（夜）】 



 土砂降りの雨。 

 橋の上。 

 何者か（顔は陰で見えない）が呼び止める。 

 自転車を置いてふらふら近づく杵次。 

 腕をつかまれながら逃げようとする杵次。 

 何者か、無理矢理杵次を川原に連れて行く。 

山村の声「酩酊する笠松さんを捕まえ・・・、川原まで無理矢理連れ

て行き・・・、顔を川面に押しつけて窒息死させた・・・」 

 顔を川面に押しつけられジタバタする。 

 やがて動かなくなる杵次。 

山村の声「そして、転落を偽装するため川原に落ちていた石を拾っ

てきて笠松さんの額に傷を付け・・・」 

 死んでいる杵次の額に石を打ち付ける何者か。 

山村の声「自転車や酒瓶を川に投げ捨てたと考えるべきでしょう」 

 自転車を投げ落とし、一升瓶を川面にたたきつける何者か。 

 

【署内事務室】 

鈴井「しかし、いったい誰が、何のためにそったらことを・・・」 

山村「それを調べるのが我々の仕事でしょう。笠松さんは麓郷じゃ

とにかく評判が悪かった。だから敵が多い。まず疑うべきは、セオリ

ーからいけば？」 

鈴井「最終目撃者と第一発見者、黒板五郎と吉本辰巳か・・・。しか

し、彼らに動機はあるのかね？」 

 山村、懐から手帳を出して見る。 

山村「黒板と笠松さんは土地のことでもめていたという証言があり



ます。これは・・・、中畑木材社員の中川和っちゅう黒板と付き合い

のある若者の証言。それから・・・、え～、吉本は数日前に笠松さん

と殴り合いの喧嘩をしていたという目撃証言・・・、これはえ～、・・・

布礼別小の立石先生の証言が取れています」 

鈴井「先生か。そりゃ信憑性ありそだな。わかった。それじゃあ、そ

の線で調べてみてくれ。署長には私から話しておく。マスコミにはと

りあえずまあ、事件・事故両面で発表だな」 

 山村、行こうとする。 

 

 テーマ曲「北の国から〜遙かなる大地より」、イントロ静かに入る。 

 

鈴井「ああ、山さん、ちょっと待ってくれ。あんたに新しい相棒だ。こ

の前話したべ。警視庁から来た向井君だ」 

 向井（イメージ：平田満）、席を立って山村に会釈する。 

山村「ああ、東京から来るって聞いとったけど、あんた警視庁でな

んかやっちまったんかい？」 

向井「それが・・・、訳あって靴屋でゴミを漁っていて、探しモノが見

つからンでイライラして、で、タバコ吸ったです。そんとき捨てたタバ

コでボヤ騒ぎを起しちまって・・・」 

山村「なんだ、そんなことで左遷されたんかい？警視庁も肝っ玉小

さいなあ。まあいい、一緒にこい」 

 

 『北の国から'81逃亡』 

 タイトル流れて。 

 



【富良野市内のアパート】 

 外観。 

 窓から外が見える室内。二階らしい。 

 テレビニュースを見ている何者か（後ろ姿）。 

 テレビ画面のクローズアップ。 

 「富良野で老人水死、橋から転落か？」のテロップ。 

アナウンサーの声「19日朝７時30分頃、富良野市東布礼別地内

のポン布部川で、近くに住む農業、笠松杵次さん 69歳が、川の中

で死亡した状態で近隣住民により発見されました。捜査関係者の

話によると、笠松さんは前日夜、近隣の知人の家を訪ねたあと自転

車で帰路についており、その後何らかの事情により現場の橋から

転落した可能性があるようです」 

 何者か、固唾をのむ（喉元アップ）。 

アナウンサーの声「死因は水死と見られています。北海道警では現

場の状況に不審な点がないかを含め、事件と事故の両面から捜査

を進める方針です。・・・次のニュースです。・・・道内もいよいよ春

本番、中富良野町のファーム富田ではチューリップが見頃を迎え、

沢山の観光客で賑わ」 

 テレビを切る何者か（後ろ姿）。 

 

【黒板家・外】 

 畠仕事をしている五郎、純、螢。 

 パトカーが来るのを見つける螢。 

螢「父さん、・・・あれ！（パトカーを指さす）」 

純「あ、パトカーだ！」 



五郎「どうしたンだべか？」 

 山村と向井が降りて歩いてくる。 

 警察手帳を見せる山村。 

五郎「な、なにか？ご、ご用で、しょ、しょうか？」 

 五郎を見、こどもたちを見る山村。 

 五郎をじっと見る向井。 

山村「（小声で）ちょっとお子さんのいないところで」 

 家の陰に歩く五郎と山村、向井。 

 心配そうに見る純と螢。 

 

【家の陰】 

 おどおどしている五郎。 

山村の声「笠松さんとのことをちょっと詳しく聞かせてもらいたいん

ですわ」 

五郎「はあ、な、なんでしょう・・・」 

 山村。 

山村「黒板さん、あなた亡くなった笠松さんと、何か土地のことでも

めてたと聞いたんだけど、何があったの？」 

五郎「ああ、あれです。笠松のとっつあんがうちのこの土地は自分

のもんだちゅうてきたです。うちの親父が死ぬ間際に・・・、あ、オイ

ラそのころ東京におったもンで。面倒みられンで。・・・で、親父の死

に際を親友だった笠松のとっつあんが面倒見てくれたです。そんと

き、親父がとっつあんに借金したそうで、そのカタにこの土地はとっ

つあんのもンになったって言うてました」 

 山村。 



山村「・・ほお、それで土地は笠松さんのものに？」 

 五郎。 

五郎「あ、イヤ、でもそんな証文ないし・・、証人もおらんし・・、だか

ら中ちゃん、あ、中畑木材の社長でオイラの友達の中畑ちゅうもん

が、オイラが去年の10月に帰ってくるとき、いろいろ土地の権利な

んかも、ちゃんと調べてるから、そんな話はないっちゅうて説得して

くれて、・・・それでとっつあんは、なんも言わんようになったです。

はい」 

向井「そうすると、土地のトラブルは既にもう終わってたということ

ですか？」 

五郎「あい、そういうことです」 

山村「黒板さん、あなた最後に笠松さんを見たあと、何してました？」 

五郎「家で・・居間で寝っ転がって・・ラジオを聞いてたです」 

向井「お子さんも一緒に？」 

五郎「あい」 

山村「何の番組やってました？」 

五郎「たしか歌番組を。さ、榊原郁恵ちゃんの歌で純が、あ、うちの

息子が騒いでたです。あ、それがご近所で何か苦情でも？」 

山村「いやいや、そういうンじゃないの。大丈夫なんでもない、なん

でもない」 

 向井、純と螢のところに歩いていって。 

向井「ぼくたち、ちょっといいかな？話を聞かせてくれる？」 

 

【吉本家・玄関】 

 辰巳と話す山村と向井。 



向井「そうすると、吉本さんは笠松さんと殴り合いの喧嘩なんてし

たことはないってことですか？」 

辰巳「はい。とっつあん殴るなンて考えただけで恐ろしいわ」 

向井「どうしてですか？」 

辰巳「そんな・・・とっつあん殴ったりした日にゃ、ただじゃすまんも

ね。猟銃で撃たれるんでないかい？しかしまあ、そったら嘘、誰がい

ったの？」 

山村「そうですか。・・・わかりました」 

友子「あの、せっかくいれたンで、お茶飲んでいきませンか」 

山村「いやいやお気持ちだけ。我々はこれで失礼します」 

 出て行く二人。 

友子「何かあったンだべか？」 

辰巳「さあね・・・」 

 

【パトカー・車内】 

 運転する向井。 

 助手席の山村。 

向井「黒板五郎と子ども二人、それぞれ話を聞いたが矛盾がない。

吉本も本当のことをいっていると思いました」 

山村「そだな。俺もだ」 

向井「そうすると立石先生は何でそったらことをいったんだべか？」 

山村「新人、あんた道産子かい？」 

向井「はい。ようわかりましたね。流氷がくる北見枝幸の出身であ

ります。標準語でしゃべるのにわかりますか？」 

山村「ハハ、じゅうぶんなまっとるわ」 



向井「山村先輩には言われたくないべさ」 

山村「ハハハ。新人、俺のことは山さんと呼べ」 

 

【布礼別小学校】 

 外観フラッシュ。 

 

【布礼別小学校・廊下】 

 歩く山村と向井。 

 

【職員室内】 

 扉を開けて入ってくる向井。 

 職員とちょっと話をし、職員にお辞儀する。 

 

【廊下】 

 歩く山村と向井。 

向井「体育の授業中で体育館にいるそうです」 

山村「じゃ、終わるのを待つとするか」 

 

【体育館・入口】 

 授業を終えて談笑しながら出てくる子どもたちと立石。 

 立石、山村たちを見ると笑顔が消える。 

山村「先生、先日はどうも！」 

立石「こちらこそ。今日はどうされました？」 

山村「ちょっとお聞きしたいのですが、この前先生、笠松杵次さんと

吉本辰巳さんが、たしか小野田旅館の前で殴り合いの喧嘩をして



いるのを見たとお話されてましたね。それはいつのことでしたか？」 

立石「あれは確か・・、笠松さんが亡くなって見つかった日の３日ほ

ど前の夜、７時ごろだったと思います。あの日は私、テストの答案の

答え合わせで残業した帰りの車でした」 

山村「３日前というと 16 日土曜日の夜７時頃ですね。じつはその

吉本さん、全く身に覚えがないというのですが、なぜでしょうね？」 

立石「あれ？そんなはずは・・・。薄暗かったから見間違えたのか

な・・・。ちょっとわかりません」 

向井「すると人違いだったかもしれないと？」 

立石「はい・・・。吉本さんが違うというのなら、じゃああれば誰だっ

たのかなあ」 

向井「その際、他に目撃者はいましたか？」 

立石「さあ・・・」 

山村「ちなみに先生、笠松さんが亡くなった前の日、18日の夜９時

ごろ、何をされていましたか？」 

立石「あの日は仕事で残業をして、８時ぐらいに学校を出て、早々

に家に帰りました」 

山村「どなたか残業を一緒にしていた先生は？」 

立石「いや、独りでした」 

山村「家では何を？」 

立石「読書・・かな？本を読むのが趣味なので。・・・え、ちょっと待

ってください。私を疑っているのですか？」 

山村「いやいやそんなはずないですよ。ただ、こういうことを一つず

つ確認していくのが我々の仕事なンです。ひとつ御協力いただけま

せンか？」 



立石「（不機嫌に）まあいいですけど」 

山村「恐れ入りますが先生のご住所を教えていただけますか？」 

立石「富良野市朝日町４丁目40番地です」 

山村「こちらは一戸建てですか？」 

立石「いやアパートです」 

山村「じゃあアパートの名前とか、部屋番号とかは？」 

立石「寿荘206号室」 

山村「ご家族もそちらに？」 

立石「いや独りです」 

山村「単身赴任ですか？」 

立石「（怒って）独身です！何か悪いですか！？」 

山村「いやいやそんなそんな。・・・そうするとその日の晩飯は何

を？誰かにお会いになりましたか？」 

立石「（イライラ）晩飯はだいたいコンビニの弁当です。その日もそ

うでしたから誰にも会ってません。どこまで調べるンですか？これ

は任意ですよね。もう次の授業がありますので、この辺にしてくださ

い。失礼します！」 

 怒って去って行く立石。 

 それを見ている山村と向井。 

 

【職員室内・教員席】 

 別の女性教員に聞き込みをする二人。 

教員「立石先生は趣味でボクシングをやられているはずです。確か

週三回だか休まず通ってると自慢してました。月水金とかだったか

な？」 



山村「ボクシングジム？鉄工所もやっとる成田さんとこかな？」 

教員「ああ、たぶんそこです」 

向井「そうすると、５月18日は月曜日。立石先生はボクシングに行

っているはずですね」 

教員「ええ、たぶん。・・『休まず』ってことが何よりの自慢みたいで

すから。正直私、あんまり興味ないンですけどね」 

 

【職員室内・教頭席】 

教頭「退勤管理票はこちらです。残業をしたときは私に申告するこ

とになっていて、事務員がここに記録します。ただ、教員の残業手

当は運用上定額で決まっているので、真面目に申告する先生はあ

まりいないので、実際の残業が必ずここに書かれているとは限りま

せん」 

山村「なるほど。ちょっと拝見させてください。ここが今月の記録で

すね？」」 

教頭「はい。そうです。結構ですよ。そちらでゆっくり御覧になってく

ださい」 

 ソファーに案内され帳簿を見る二人。 

 それを心配げに遠目に見ている立石。 

 

【車内】 

山村「立石に 18 日の残業の記録はない。もちろん未申告の可能

性もあるが・・」 

向井「そうですね。しかし、立石はボクシングのことを隠しています。

そこが引っかかります」 



山村「うん。・・明らかに匂うんだよな」 

向井「山さん、そうですね。あいつ余りに沢山の嘘をつきすぎてま

すよ」 

山村「よし、洗うぞ！ボクシングと喧嘩だ」 

 

【ボクシングジム】 

 新吉を話す山村と向井。 

新吉「会長の成田ですが何か？」 

向井「おたくのジムにこの人が通っとるね？」 

 立石の写真を見せる。 

新吉「ああ、え～と立石先生ね。布礼別小の。はい、通っとるですよ」 

向井「この立石先生、ジムがやっとる月曜日、水曜日、金曜日、休ま

ず通っとるみたいですね」 

新吉「そうね。だいたい来とると思いますけど、それが何か？・・あ、

うちは週４回、土曜日もやっとるしね！」 

向井「ああ、そうでしたか。それで、練習生さんの出欠ってのは記録

しとるもんですか？」 

新吉「うちはそういうことは絶対にせんの。ボクシングっちゅうのは

テメエの情熱が一番大事だ！だから練習生が自発的に死ぬほど努

力するのが筋だ！だからうちのジムではそったら管理みたいなこと

は絶対にせんのですよ。（ボルテージ上がる）だからね！ワシが一

番いいたいのは、ボクシングってのテメエの情熱をトコトン燃やし

て！燃やし尽くすっちゅうね、この燃え上がる魂の」 

山村「（遮って）なるほどなるほど！そうですか！わかりました。それ

じゃあ単刀直入に聞きますがね。５月 18日の月曜日、立石先生は



このジムに来てましたか？」 

新吉「もう４日も前のことかい。ワシ、昨日より前のことは憶えとら

んのですわ。他の練習生もいるしね。すまンけど、そういうのワシ苦

手なの。・・・いやその、苦手っちゅうよりは、やっぱりボクシングちゅ

うのはこの・・今の瞬間をね、（ボルテージまた上がる）テメエの魂

を燃やしてだ。トコトン燃え上がらんといかんからね！だから昨日の

ことなんか」 

山村「（遮って）そうですか！それじゃあ・・・、誰か憶えてそうな人、

いませんか？」 

新吉「そうね・・・、必ず休まんで通ってるのは・・・、北村の草太、あ

いつだらわかるかな？」 

 

【牧場】 

 車で登場する二人。 

 ネコを押している草太、気がついてかけてくる。 

草太「ああ、この前の富良野高の柔道の！・・あの刑事さん！」 

山村「おう！北村草太くん、元気かい？」 

草太「はい・・・まあ」 

山村「その後ワルさしとらんだろうねえ？ええ？」 

草太「（ヘラヘラ笑って）いやいや、それはもちろん。もうしませんよ。

ホント、ケンカなんて野蛮なこと。（急に真剣な顔で）刑事さん・・・

もしかして、・・つららが見つかったンかい？」 

山村「いや、・・今日はそのことじゃないんだ。・・この人知っとるか

い？」 

 立石の写真を見せる。 



草太「ああ、知っとる。えっと、・・誰だっけ？ああ、あの～、ほら、あ

の～、布礼別の、・・本校の・・・、あ、立石先生でしょう？そうだ立石

先生！・・なに立石先生がどしたの？」 

山村「ちょっとね、あんたが通っているボクシングジム、成田ジムね。

あそこにあんた休まず通っとると聞いたもンで」 

草太「ああ、オラはジムが開いてる月曜、水曜、金曜、土曜の夜６時

から９時までぜ～んぶ、休まんでずっと練習しとる。そりゃなんでか

っていったらナ、オラこんど試合するから！オラ札幌で試合やるンだ。

ああ、刑事さん、試合観に来んかい？４回戦だけどな。オラあんたと

喧嘩しとったときより強くなっとるぞオ。ぜったい観に来てくれ！ハ

ハハハ！」 

山村「わかった、考えとく。・・・それで聞きたいんだが・・・、立石先

生もジムには休まず？」 

草太「うん、だいたい顔を出しとる。でも先生はだいたい６時に来て

７時には帰るンだ。空知軒が８時で終わっちまうからって」 

山村「空知軒？ラーメン屋かい？」 

草太「そうだ。朝日町にあるべさ」 

 山村、メモを取りながら。 

山村「おお、そうか。ソラ・チ・ケン、アサ・ヒ・チョウと。それでだ、５

月の 18 日、４日前だ。今週の月曜日、立石先生はジムに来とった

かい？」 

草太「ああ、笠松のとっつあんの通夜の前の日だからオラよく憶え

とる。あの晩、立石先生が珍しくこねえで、オラ新吉っつあんと二人

っきりで、マンツーマンのスパーリング。20ラウンドもやって死にそ

うだったンだ。試合は４回戦だっちゅうのに、ま～あ、えれえ目にあ



った。したっけおとついの水曜日、立石先生きたんで、月曜はどうし

てこねかったンだ？ってオラ聞いたンだ。先生は珍しく残業だとか

いっとったわ。残業なンて初めて聞いたし、ホントかどうか知らんけ

どな、うん・・・」 

 

【小野田旅館】 

 主人に聞き込みをする二人。 

主人「土曜日に？さあ、笠松のとっつあんが喧嘩したなンて聞いた

ことないねえ。それどころか、みんな話すのもイヤだっちゅうて、寄り

つかンもねえ（奥さんに）」 

奥さん「そだねえ。聞いたことないねえ」 

主人「だいたい話する前に逃げるンでないかい？」 

 

【麓郷駐在所前】 

 駐在に聞く二人。 

駐在「聞いたことないもねえ」 

 

【ルルルルフラノ・玄関】 

 Ｍさんに話を聞く二人。 

Ｍさん「土曜日？さあ、喧嘩の声なんで聞いたことあらしまへん」 

山村「そうですか。あれ？お姉さん関西の御出身？」 

Ｍさん「え？ようわかりなはったなあ」 

 

【静念寺・門前】 

 住職に話を聞く二人。 



住職「さあ、そんな話はわしゃあ聞かんのお」 

 うなずく向井。 

 

【コンビニ】 

 聞き込みをする二人。 

向井「憶えてないし、18日の防犯ビデオはもう消えてる？！」 

 すまなそうな店員。 

 

【富良野市内・路上】 

 街を歩く二人。 

 住民に話しかける山村。 

 住民、指さす。 

住民「たぶんあれでないですか？」 

 

【アパート前】 

山村「これが寿荘か」 

 

【寿荘・205号室】 

 住民に聞き込みをする二人。 

 

【寿荘・106号室】 

 ノックする向井。 

 留守のようである。 

 

【空知軒】 



 聞き込みする二人。 

 応対する主人と女性店員。 

主人「ああ、立石先生ね。あの先生は必ず毎晩、夜の７時頃から８

時の閉店までお見えだけど、あの日は何故か来なかったね。な、ひ

ろ子ちゃん、今日は立石先生来ないねってしゃべったもね」 

店員「そうそう。あの先生、毎晩来ちゃ長居するもンだから『悪いけ

ど帰ってくんない？』っていうことがよくあるンですよね。・・あの月

曜日は２歳の娘が熱出しちゃって、保育園行かせらんないで、４歳

の息子に面倒みさして心配だったから、あの先生来なくて助かった

ァって思ったの。だからよく憶えてますもね」 

向井「つまり、毎日欠かさず通っているのに 18 日の夜に限って空

知軒に来なかったってわけですね」 

主人「そうです。間違いないです」 

 顔を見合わせ、うなずく山村と向井。 

 

                （つづく） 


