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発刊の辞

2011 年 3 月 11 日、正にこの全国交流誌の編集が大詰めを迎えていた時、東日本大震災

が起こりました。

被災されたみなさまには、まず心よりお見舞い申し上げますと共に、犠牲になられた

方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。

被害に会われた当事者の方には、ホルモン剤の入手や入浴など、当事者ならではのご苦

労をされている方も多いかと思います。どうか、一日も早く復旧復興が進み、少しでも安

心な毎日が戻りますことを、心より祈念申し上げます。

この大震災の発生によって、GID 学会および全国交流会も開催が延期され、また全国交

流誌の発刊も延期されることになりましたが、ここに無事発刊できる運びとなりました。

開催にご努力いただいた関係者のみなさまおよび原稿をお寄せいただいた各団体、著者の

皆様に感謝申し上げます。

全国交流誌は、毎回 GID 学会の開催に合わせて、開催地の当事者団体が編集を行い、作

成されてきました。今回は、私ども「一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる

人々の会」が編集・発刊を担当させていただきました。そして、第 1 号が「TS と TG を支

える人々の会（TNJ）」より発刊されてから、ちょうど 10 年になります。

時代の変化と共に毎回工夫が成されてきておりますが、掲載する当事者団体の数も減り

つつあったことから、今回は、従来の当事者団体だけでなく、新たに個人投稿も受け付け

る事に致しました。

個人投稿の内容も、プロの作家の方にも寄稿いただけるなど充実した内容になっており、

新たな魅力が出たのではないかと自負しております。また、表紙イラストを書いてくださ

った Y.Matsuda さん、装丁を引き受けてくださった高橋春彦さん、編集を一手に引き受け

てくださった鈴木秀乃さん、協賛いただいた企業・団体の方々、そして多大なるご協力を

いただいた、長谷川純子さんにも感謝申し上げます。みなさんのお力で、とても素晴らし

い冊子ができあがりました。どうかみなさん、お楽しみいただければ幸いです。

最近、性同一性障害という言葉が広く浸透し、戸籍の性別変更者数も 2000 名を越え、ま

た治療のプロセスやアプローチの方法なども広く知れ渡ってきたこともあり、GID のコモ

ディティ化が進んで来ているように感じます。

当事者にとってはかなり住みやすい世の中にはなってきているようには思いますが、ま

だまだ差別や偏見は残っていますし、健康保険の適用、特例法の再改正、子供の当事者の

問題、地方での対応など、課題は多く残されています。

当事者活動も、次第に下火になって来ているような印象も受けておりますが、当会も一

般社団法人となり、また新たなコンセプトの団体も設立されるなど、新しい息吹も感じら

れます。

これからも、当事者が普通に暮らせる社会が実現するまで、前進を止めることはできま

せん。どうか、今後もご協力をお願いできれば幸いです。

そして、この伝統が今後も受け継がれ、毎年新たな交流誌が生まれることを願ってやみ

ません。

一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会

代表 山本 蘭
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＜当事者団体編＞
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GID全国交流誌 掲載団体

＜全国＞

一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と

共に生きる人々の会
〒 141-0031
住所 東京都品川区西五反田 2 丁目 6-3 東洋ビル

Tel. 03-3492-6071
HP http://gid.jp
mail info-center@gid.jp

＜北海道＞

COMらっど
〒 085-0014
住所 釧路市末広町 3-1

釧路市民活動センターわっと気付

HP http://happytown.orahoo.com/comrade/
mail comrade.e@hotmail.co.jp

WITH US 私たちとともに 性同一性障害
mail junemayo@msn.com

＜東北・東京＞

性と人権ネットワーク ESTO（ESTO）
〒 010-8691
住所 郵便事業(株)秋田支店 私書箱 32 号 ESTO
Tel. 080-6049-8843
HP http://estonet.info
mail esto@estonet.info

＜東京＞

TSと TGを支える人々の会（TNJ）
HP http://www.tnjapan.com/
mail mail@tnjapan.com

Japan Ftm&FtX gender association（MaX.）
〒 135-0061
住所 東京都江東区豊洲 1-3-1 ML122 MaX.事務局

HP http://www.ftmftx.jp
mail max_info@ftmftx.jp

＜静岡＞

GIDしずおか
〒 420-8799
住所 静岡市中央郵便局 私書箱 203 号

HP http://gidszk.org/

＜愛知＞

TTSファミリー
〒 460-0012
住所 名古屋市中区千代田 3-31-22-3C
HP http://tunagu.gr.jp
mail tts-net-admin@tunagu.gr.jp

GID Proud
HP http://gidproud.proudlife.org
mail info.gid@proudlife.org

＜関西＞

関西クィア映画際
Tel. 080-3820-2731
HP. http://kansai-qff.org/
mail info@kansai-qff.org

G-FRONT関西
〒 532-0011
住所 大阪市淀川区西中島 5-8-29

チサンマンション第 3 新大阪 712
Tel. 06-6302-6124
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~gfront/
mail gfront@muh.biglobe.ne.jp

T-junction
HP http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Sirius/9479/

index.html
mail gotjunction@msn.com

まんまるの会
mail info@kanmaru.org

＜和歌山＞

チーム紀伊水道
〒 640-8303
住所 和歌山市鳴神 1083-11-112
HP http://kii.coron.jp
mail kii.suidouh@gmail.com

＜岡山＞

岡山大学病院ジェンダークリニック

受診者と家族の会（OUGC）
HP http://ougccircle.blog27.fc2.com/
mail ougccircle@yahoo.co.jp

＜ネットコミュニティ＞

FTM支援センター
mail ftm_shiencenter@yahoo.co.jp

4



一般社団法人 gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会

一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会は、北海道から沖縄まで全国で 900 名の会員が

所属する当事者団体です。

私たち性同一性障害の当事者が、差別や偏見を受けることなく、普通にくらしていけるよう、様々な社会活

動や啓発活動と、当事者支援活動を行っています。

本部は東京にあり、関西、東海、北陸、九州・中国、沖縄、南東北に支部があります。

当会は、「性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる社会を目指す会」として 2003 年 1 月 3 日に設

立されました。以来 8 年余、任意団体として活動してまいりましたが、2011 年 2 月 4 日、法人登記を行い

「一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会」となりました。

社団法人となったことにより、活動のより一層の活性化が求められ、またそれに応じた社会的責任も増すこ

とになります。今後もみなさまの期待に応えられるよう努力を続け、また、公益認定を取り、公益社団法人

となるべく活動に邁進して参ります。

この社団法人化に伴い、会の名称も変更いたしました。

従来の名称は、対社会活動的なイメージが強かったのですが、実際には当事者サポートも活動の大きなウェ

イトを占めており、また当事者のみならず、その家族や関係者の方々、 ひいては社会全体の利益となるよう

な活動をめざしたいという願いが込められています。

gid.jp の今後の活動に、どうかご期待ください。

gid.jp 体制

理事 山本 蘭（代表）、上野柚季恵（副代表）、松永千秋（理事）、飯塚裕人（理事）

監事 梅宮れいか

顧問 山内俊雄 （埼玉医科大学 学長、日本精神神経学会 監事）

原科孝雄 （埼玉医科大学名誉教授）

二宮周平 （立命館大学 法科大学院 教授、ジェンダー法学会 理事・事務局長）

中塚幹也 （岡山大学大学院 保健学研究科 教授）

難波祐三郎（岡山大学 形成外科 准教授）

松本洋輔（岡山大学 精神神経科 助教）

山口 悟（ナグモクリニック GID センター長）

会員数 約 900 名

支部 東京支部、関西支部、東海支部、北陸支部、九州・中国支部、沖縄支部、南東北支部
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本部機能

gid.jp 本部では、各省庁、国会など政府に対する要望やその対応、日本精神神経学会、GID 学会、当事者団

体など関連団体への対応、性同一性障害に関するアンケートなどの各種調査、および全国にまたがる問題を

総括的に取り扱っています。

昨年度は、1 月に法務省・厚労省・文科省・総務省・外務省の各省庁に対し要望書を提出し、その成果の一

つとして、文科省より 4 月 23 日に「児童生徒が抱える問題に対しての今日行く相談の徹底について」と題

した通知が出され、これによって「性同一性障害のある児童生徒に係る対応について児童生徒の信条に十分

配慮した対応を行うよう」求めることができました。

また、6 月 11 日には厚労省の各担当官と面会する機会を持ち、特に健康保険の適用について一定の言質を

得ることができました。（ただし、これについてはその後、後退してしまいましたが。。。）

今後も、これら法務・厚生・労働・文部・総務・外務など各分野につき、専門的に働き掛けていくと同時に、

法務相談や労働相談など、幅広く全国の当事者に対応できる体制を作って参ります。

家族交流会

家族交流会は、当事者のご両親、ご兄弟、配偶者などご家族のための交流会です。昨年度は、本部生活局が

開催いたしました。

ご家族の方が、当事者をどう受け入れたらよいのか、どうのように対応すれば良いのかなど、ご家族ならで

はの悩みや視点を話合っています。

尚、家族交流会には原則当事者だけの参加はできず、ご家族同伴をお願いしております。

ご家族に受け入れてもらえない、カムアウトはこれからという当事者の方には、ぜひご家族に方へ参加をお

誘いしてみてください。

2010 年度は、3 度の交流会を行いました。

2010 年 5 月 9 日 性同一性障害当事者のご家族の方の交流会

講演 あべめんたるクリニック院長 阿部輝夫先生

2010 年 9 月 23 日 良好な家族関係を築くヒント

当事者のご家族の方のお話し

2011 年 1 月 29 日 それぞれの想いを語る家族のかたち

5 月 9 日に行われた 阿部先生の講演
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gid.jp 東京支部のご紹介

東京支部は関東地区を担当し、歴史のある支部でもあり全国から

多くの方々が集う支部です。

歴史があると聞いて、固い雰囲気と思う方もいると思いますが、

明るい雰囲気の支部です。

支部長は、根木彩乃（MtF で昨年の 8 月に就任）

支部では、偶数月を基準に交流会を行っています。

交流会は、講師をお招きしての講演をはじめとし、さまざまな交流会を行い多くの方が参加して盛況な交流

会となっています。

治療を始めようとする方や、自分が GID なのか迷っている方なども参加していただいておりますし、当事

者を持つ親や教職員の方も参加していらっしゃいます。

交流会では、多くの諸先輩方も参加しておりますので、多くの情報交換も行っています。

初めての方も安心して参加していただけます。

昨年、2010 年度には 6 回の交流会を行いました。

2 月 ヤスミクリニック医院長 木村知史先生をお招きして、ヤスミクリニックにおける性同一性障害関

連医療につての講演

4 月 労働局と合同で、WILL62 代表取締役 大久保直子様をお招きして、私達 GID の就職、職場環境

を良くする為のエトセトラについての講演

6 月 フォーラム 17th in 東京

埼玉医大 SRS 再開記念 埼玉医大 塚田功先生、百澤明先生をお招きして、埼玉医大における性

同一性障害医療についての講演

8 月 当事者同士が語り合う交流会

10 月 日野病院副院長 松永千秋先生をお招きして、性同一性障害の概念と診療の実際についての講演

12 月 当事者同士が語り合えるクリスマス会を行いました。

6 月に開催された埼玉医科大フォーラムで

講演される塚田先生
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関西支部では交流会を中心に、季節ごとにレクリエーショ
ンなどのイベントを開催しています。昨年度、春には野
外でバーベキュー、年末にはクリスマスパーティーを開
きました。　交流会は皆様が思う存分、話していただけ
るよう、毎回十分に時間をとっています。また、年に1度、
先生方をお招きした大きなフォーラムを開催し、性同一
性障害に関わる諸問題について勉強をし、皆様と一緒
に考える機会としています。

今年度も、昨年に引き続き、偶数月の第1土曜に定期的
に交流会を開催してまいります。また、春のバーベキュー
や冬のクリスマス会、あるいは秋にも野外のイベントを予
定しています。大きなフォーラムも開催いたします。その
他の小さなイベントも随時開催の予定です。　参加して良
かった、楽しかったと感じていただけることをモットーに、
今年も関西支部はおおらかに活動をいたします。近隣在
住の方も遠方の方も、ぜひ一度ご参加を。

関西支部スタッフ

関西支部の活動について

ゆきえ
今年から関西支部支部長を務めさせていただいて
います。うっかりミスの多いわたしを、スタッフ全員
が助けてくれて、関西支部は安泰。

まりな
いつも楽しいおしゃべりで、交流会を盛り立ててくれ
る「まりな」さんは関西支部の副支部長をお願いし
ています。

税所
重い荷物を持ってくれる「税所」君、交流会の受付
と関西支部の会計をお任せしています。

あやか
とても気が利く「あやか」さん、交流会の準備には欠か
せません。懇親会ではとっても面白くなるんです。

かよこ
定番のミニスカ・サンタさんがお似合いの「かよこ」
さん。忙しいのにいつもお手伝いをしてくれてます。

まさみ
ちょっとおっとりな印象の「まさみ」さんはいつも遠い
ところから来てくれて、色々と頑張ってくれています。

のりこ
スタッフで一番若い「のりこ」さんは、いつも裏方で
頑張ってくれています。

成田
交流会では、いつもひっそりと裏方に徹してくださる「成
田」さんも、遠くから来ていただいています。

金森
穏やかで、頼りがいのある「金森」さん、昨年までは
受け付けと会計を担当してくださいました。

まい
関西支部設立時から昨年まで支部長を努めてくださっ
た「まい」さん、素敵なお姉さんです。ご苦労さまでし
た。これからもよろしく。

関西支部は、わたしたち10人のスタッフで運営しています。どうそよろしくお願い申し上げます。

注）アイコンは、本人とは関係ありません。

関西支部のご紹介関西支部のご紹介

クリスマス会に皆様で囲んだオードブルの一部。
左上にはケーキも見えています。
オードブルを食べながら、ゲームやトークで和気あい
あいと楽しく過ごしました。

関西支部は東京支部と並ぶ、gid.jpの中核的な地方組織として活動を行っています。独特
の地域性から、交流会などの活動は常に和やかで笑いが絶えません。当事者の方々や、
ご家族、その他運営にご理解のある方々も多数参加いただき、様々なイベントを通して、
性同一性障害の当事者が少しでも暮らし易い世の中になるように頑張っています。世話人
一同、交流会などのイベントのお世話をさせていただきながら、参加くださる皆様の穏やか
な、お顔を拝見できることを楽しみにしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西支部支部長　上野 柚季恵　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副支部長　　　　　倉嶋 麻理奈
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gid.jp gid.jp 東海支部東海支部

gid.jp東海支部は、2008年1月の設立準備交流会を経て、同年4月に東海支局として発足致し
ました。それから3年間活動して参りましたが、本年、会の社団法人化に伴い、東海支部として
新出発致しました！
東海地域のGID当事者、性別に違和感を抱く方々のお役に立てるよう、世話人一同団結して、
よりよい催しを開いて参りますので、どうか宜しくお願い致します。

- 2010年度交流会報告 -
2月…交流会　～これからの私たちの課題～　－省庁要望から考える－
　　　　　　　　　　　体験談「流れに身を委ねてみたら男だった」　gid.jp東海支局世話人 鶴見 要
  　　　　　　　　　  「gid.jpの政府要望書についての報告」 gid.jp代表　山本 蘭

        東海支局総会

4月…交流会　～ 「性同一性障害の新しい治療論」にむけて ～ 
　　　　　　　　　　　講演　 医療法人正和会 日野病院 副院長 松永 千秋様 

　　　　お花見

5月…交流会　～ 人間関係をどう築く？ 一緒に考えよう！身近な人との関わり方 ～
                        体験談その１「パートナーとの関わりについて」 gid.jp東海支局世話人 横山 悠里
                        体験談その２「ネットゲームとトランスセクシュアル」 gid.jp東海支局世話人 水野 ひばり 

8月…ミニ交流会　～ 夏のミニ交流会 自分を語ろう～ 

9月…ミニ交流会　～ 初秋のミニ交流会 ～

11月…交流会　～ みんなの声がききたくて ～ 

12月…交流会　～ 忘年会で盛りあがろう！ ～
　　　　　　　　　　　　1部　カラオケ　　　2部　もつ鍋

- 2011年度事業計画 -
交流会を軸に、レクリエーションなど毎月なんらかの形で集まる機会を作っていきます。
以下、2011年1月現在で開催した、または予定している催しです。

1月…交流会　～新春ゲーム大会～
　　　　　　　　　　　GIDすごろく　他
2月…交流会　～ 性別移行をめぐって、生き方を考える ～ 
　　　　　　　　　　　講演　「この10年を振り返って」　性社会史研究者 三橋 順子様 
4月…交流会　（詳細は未定）
　　　　お花見

その他、本部局からの指導の下、地方自治体の実態調査、医療機関リスティングなどの取り組みを積極的に行
います。
その際、会員の皆様、交流会にご参加いただいた皆様には、任意で、直接地方自治体へ出向いてもらったり、医
療やトランスに関するアンケートへのご協力をお願い致します。
毎回の交流会で、こういった動きの報告をしていきます。

- スタッフから一言 -
世話人　てっちゃん

FTMとしては、まだまだこれからの僕ですが、
落ち込んだときには、面白いことを言って
笑わせてくれる頼もしい仲間たちと
がんばっていきたいと思います。

副支部長　ともみ
「諸行無常の　世の内を　あるがままに　なるがままに 」

私の生きる指針です。よろしくお願いします。

世話人　夏希
You must sow befour you can neap. 

（蒔かぬ種は生えない） 
新生東海支部と共に… 

世話人　やっさん
違和感、嫌悪感、気付かないフリ。
でも、今自分に問い掛け中です。

宜しくお願いします。

世話人　児島寿紀
FTMです。ココロの性別で社会にデビューして

約10年がたちました。
5年前に戸籍の性別を変更し、現在に至ります。 

当事者ですが、TG、TSに関しては
ほとんど勉強してこなかったので、

この機会に一緒に学ばせていただき、
お役にたてる自分になりたいと思っております。 

どうぞよろしくお願い致します。

世話人　純多
就職活動中です。１日も早く就職決めたいです。

目標は戸籍の性別変更です。 
よろしくお願いします。

世話人　夢子
優しさとは 

　困人に手を差し伸べる事は優しさと 
　思ってる。でもその手を引いたなら、 

　再び困り　自力の力を奪い取る。 
　優しいだけの思いやりは 

　暴力と変わらない。 
　君は優しく人を潰す。 

　本当に優しさを贈りたいなら、 
　嫌われる覚悟がいるんだ。 

福祉を目指し、本当の人間になる為、 
　毎日を　自己研鑽しています。

支部長　鶴見要
諸先輩から教えていただいた事を生かしながら、世話人のみんな、また参加者の皆様と共に、

明るく交流会を開催していきますので、宜しくお願い致します。
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★ gid.jp 北 陸 支 部 ★

北陸支部は、発足して 4 年目を迎えます。

2010 年度の活動としては、以下のようなものを行いました。

● 1 月交流会「当事者の体験談」

● 5 月「北陸の医療事情」

これまでは、金沢（石川）、小松（石川）、高岡（富山）で交流会を開催してきましたが、

このときは、福井県で初の交流会の開催となりました。

● 10 月「北陸支部の今後について」

まずは参加者の自己紹介をおこない、それから、「北陸支部の今後について」

どのようなものを期待、希望するか、について参加者全員で話し合いました。

交流会の内容については、

著名人の講演を聞きたい、治療を完了し、戸籍変更まで終えた方の体験談を聞きたい、

たのしいレクリエーションを企画して参加者同士の親睦をもっとはかりたい、

などが希望としてあがりました。

また、困っていることや、今後解決していきたいことについては、

仕事がなかなかみつからない、生命保険についての疑問を解決したい、

これからの治療や、保険証の性別変更や職場でのカミングアウトのすすめかたについて知りた

い、などがあがりました。

今年度は、GID にかかわっておられる北陸在住の医師を講師に講演会をおこなう予定です。

また、当事者が親睦をふかめることができるレクリエーションを企画し、

「アットホームなほっとできる交流会」を目指していきたいと思っています。

まだ、北陸交流会に参加しておられない当事者のみなさん！

以前参加したけど、また行ってみようかなと考えている方も！

ぜひ、顔をあわせて、それぞれが前向きにすすむ方向を見出していきましょう。

そして、これからの交流会についての要望や意見をどんどんお寄せください。
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九州・中国支部

九州・中国支部は 2009 年に発足した発足 2 年目の支部

（当初は支局）です。

活動範囲は今のところ広島から福岡までですが、今後は

そのほかの県にも活動を広げて以降と考えています （‘11 年 1 月熊本交流会実施）

2010 年の活動実績としては、6 回の交流会を、広島と福岡で交互に開催しています。

交流会とあわせて、少しでも当事者の方、ご家族・関係者の皆様により多くの情報を

との考えから以下のような講演会を実施しています。

また支部として、九州の GID 診療では第一人者の熊本の池田クリニック、池田稔先生に

支部顧問としてご協力を頂いています。

＜ 2010年の活動実績＞

1 月 福岡開催 性同一性障害の治療開始から戸籍変更までの話 （山本 蘭）

3 月 広島開催 中国地方における性同一性障害医療

岡山大学 中塚 幹也先生講演

5 月 福岡開催 性同一性障害をめぐる諸事情と精神療法

はりまメンタルクリニック院長 針間 克己先生講演

7 月 広島開催 性別移行を、少しでも楽にするために （山本 蘭）

9 月 福岡開催 ナグモクリニックにおける GID 治療   福岡編

（ナグモクリニック名古屋院 院長／ GID センター長山口 悟 先生講演）

11 月 広島開催 広島フォーラム 【岡山大学における性同一性障害医療の全貌 part2】
岡山大学大学院 形成外科 准教授 難波祐三郎 先生講演

岡山大学大学 精神科神経科 助教 松本洋輔 先生講演

岡山大学大学院 形成外科 佐野成一 先生講演

フォーラム風景

＜九州・中国支部 支部長から一言メッセージ＞

はじめまして、九州・中国支部長の清水由佳です。

九州・中国支部はスタッフ全員合わせて 6 名の小人数で運営しています。しかしそんな小人数に

もかかわらず活動実績にあるように交流会とあわせて各種講演会を数多く開催しています。2011
年度は、ミニ交流会やお茶会のような、みんなが気楽に参加できる行事を取り入れて行きたいと

思っていますので、ぜひ参加していただければと思います。
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◆ 沖縄支部 ◆  

支部長  比嘉 淑貴   

副支部長 仲村 哉紀   

 

2010 年 8 月 gid.jp 沖縄支部が開設されました。 

今まで GID に関して著名な方の講演を拝聴できるのは、大都市圏がほとんどで、地方である沖縄においては、 

なかなかそういった機会に恵まれてきませんでした。 

GID についての認知度を高めるためにも、どうにか地元沖縄で大都市圏と同等の講演会が開催できないか。 

また、そうした活動によって、沖縄の当事者、ご家族、教育関係者等に、気軽にコンタクトがとれる場として、

存在を知っていただきたい。そういった数名の GID 当事者の想いから、沖縄支部が開設されました。 

現在では、12 名の世話人と、県内で GID 診療において尽力されている 

山本クリニック 山本 和儀 先生 

クリニックおもろまち 宮島 英一 先生 

の両先生方には支部顧問としてご協力いただいております。 

まだまだ始動したばかりの沖縄支部ですが、今後、定期的に交流会・講演会を実施して参りたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 

◆ 2010 年 活動実績 

・11 月 ビーチパーティー 交流会 

・12 月 虎井まさ衛氏 講演会 

 

◆ 沖縄支部 世話人からのメッセージ 

・ゆいまーる（助け合い）精神で団結力バッチグーです！！ 

・昨年出来たばかりの沖縄支部ですが、回を増す毎に徐々に参加人数が増えていて、全体から個人同士に至るま

でいろいろな話が出来る様になってきていると思います。これから、沖縄に一人で悩む当事者を出さない様、リ

アルな友人を作れる場として更に充実した支部にしていこうと思います。 

・どんな環境でも当事者が一生懸命に明るく堂々と生きて頑張っていれば、どんな小さなことでも道は少しずつ

本当に少しずつでも開けていけるのではないかと思っています。過去は変えられません。現在をどう生きるか、

未来をどうつくっていくかがそれぞれの人に与えら

れた道という名の人生で、せっかく生きているなら楽

しみたいと思っています。自分自身に問いかけること

があります。すべてのものに意味があって、これまで、

出会ってきたすべての人は奇跡の中の巡り合わせで、

これからも繋がっていくのだと思うと本当に感謝を

忘れてはいけないと自分に言い聞かせるようにして

います。 

まだまだ未熟ではありますが、沖縄の GID の理解が

ある社会が築ければと思います。 
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joinus@gid.jp

gid.jp

141-0031 2 6-3 2F
03-3492-6071

e-mail info-center@gid.jp
e-mail info-tokyo@gid.jp
e-mail info-kansai@gid.jp
e-mail info-tokai@gid.jp
e-mail info-hokuriku@gid.jp

e-mail info-westjapan@gid.jp
e-mail info-okinawa@gid.jp
e-mail info-southtohoku@gid.jp

e-mail joinus@gid.jp

URL http://gid.jp

 

 

 

 

ｚ 

→南東北 

→→支部 
＊メンバー＊ 

支部長 大谷 静香 

副支部長 中嶋 明 

世話人 千葉 幸恵 

  ＊みなさん初めまして！南東北支部は

2010 年末に発足したばかりで、まだ何も

実績がなく、メンバーも現在３人のみです。

これから東北でもメンバーが増えるよう、

活動していけたらと思います。拠点は映画

「フラガール」の舞台にもなった福島県  

いわき市です。まだ右も左もわかりません

が、どうぞよろしくお願いします！＊＊＊ 

塩屋埼灯台 
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COMらっど こむらっと

～北海道で活動する性同一性障害に関わる自助支援団体～

このたび、3月 11日に東北海道大震災にて被災にあわれた皆様へお見舞い申し上げます。

被災地の復興を心よりお祈りいたします。

私達は、2006 年 4 月 10 日に設立した北海道で活動する性同一性障害に関わる自助支援団

体です。

COM らっどという団体名は、comrade から由来し、同志という意味があり、設立当時流行

流行していた COM という言葉とらっどをひらがなにし、皆様に親しみやすい名称としまし

た。

現在、会員は、十勝・釧路・網走・札幌・沖縄を含め、15 名です。主に地域を中心とし

た性同一性障害の理解促進に努め、性同一性障害者が地元で自然に生活できることを目指

し活動しております。

【2010 年活動報告】

1月 9日…釧路・帯広にある精神科へ、性同一性障害の治療意識調査を依頼。

1 月 30 日…札幌市内で行われた「ＧＩＤ（性同一性障害）雪の日の集い」に小幡直輝理事

がゲストスピーカーとして参加。同イベントに工藤理恵参加。

3 月 20 日…札幌医科大学で行われた GID（性同一性障害）学会 第 12 回研究大会に、工藤

理恵理事発表。一般演題「地方の当事者支援団体における今後の活動展開」

3月 21 日…GID（性同一性障害）学会 第 12 回研究大会、工藤理恵理事参加。

4月 1日…COM らっど役員改選…代表小幡直輝・副代表・理事二人・幹事就任。事務局は理

事 工藤理恵就任。

5 月 15 日…札幌で若年者の性同一性障害の対応を考える、教員向け学習会に、工藤理恵参

加。

6月 18 日…サン・リフレ函館で行われた虎井まさ衛さんの講演会に、工藤理恵参加。

6月 19 日…サン・リフレ函館で行われた虎井まさ衛さんの講演会に、工藤理恵参加。

7月 19 日…ＣＯＭらっどからのお知らせ№1 発行。

8月 7日…虎井まさ衛氏を囲んでの懇親会を札幌市内で開催。

8月 29 日…虎井まさ衛氏を囲んでの懇親会を釧路市内で開催。

9 月 18 日…札幌医科大学で行われた、札幌医科大学附属病院 GID クリニック担当で、北海

道文教大学教授 池田官司さんと土肥いつきさんの講演会に、工藤理恵理事参加。

9月 19 日…さっぽろ自由学校 「遊」主催による土肥いつきさん講演会に、工藤理恵理事参

加。
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9 月 4 日…釧路市民活動センターわっとで行われる第六回わっと生誕祭に、市民活動団体パ

ネル展示に COM らっど参加。

10 月 2 日…かでる 2.7 で、性と人権ネットワーク ESTO 代表 真木柾鷹氏を講師に、財団

法人秋山記念生命科学振興財団社会貢献活動助成事業 性同一性障害 札幌講演会を開催。

スタッフ 4 名参加。

10 月 15 日…網走市立第二中学校ＰＴＡ主催『性同一性障害を知っていますか』講師虎井ま

さ衛氏の講演会に、工藤理恵他 2 名が参加。

11 月 1 日…帯広柏葉高校にて行われた「平成 22 年度 帯広柏葉高校ＰＴＡ文化講演会 性

同一性障害から見える社会」に、FM-JAGA 栗谷昌宏氏とともに、小幡直輝代表講演。

工藤理恵他 3 名が参加。

11 月 13 日…ESTO 主催による■秋田県地域自殺対策緊急強化事業（人材養成事業）性的少

数者の自殺防止プロジェクト『Bridge of Heart２－地域社会で支える手を育てるために

－』に、工藤理恵理事参加。

11 月 22 日…COM らっどからのお知らせ№2発行。

12 月 23 日…性と人権ネットワークＥＳＴＯの協賛団体となる。

※その他、卒業論文・講演会開催の援助協力などを行っております。

【財団法人秋山記念生命科学振興財団社会貢献活動助成事業 性同一性障害 札幌講演会

報告】

助成金を受ける事になり、以前から、北海道での講演をと思っていた ESTOの真木柾鷹

さんに講師をお願いしたら、快く承諾をいただきました。

写真入り(小幡直輝代表の写真ですが)で、HP に事前告知の記事が掲載されたのが「BNN

プラス北海道 365」というサイトで以下のアドレスから見る事ができます。

http://www.hokkaido-365.com/news/2010/09/post-1303.html

当日の参加者は３４名（うちスタッフ４名）、アンケート回収１５枚です。

アンケート結果は、COM らっどの HP やブログに UP されていますので、詳しくは、そちら

をご覧ください。

【2011年の活動予定】

引き続き、北海道内の精神科、婦人科、泌尿器科などへ、性同一性障害に関する治療意

識調査を行います。

小幡直輝代表が、2月 3日、十勝管内士幌町で招かれ、高校生向けと一般向けに講演し

ました。
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6月 4・ 5日、ゲートシティ大崎で行われる GID学会へ参加予定です。

釧路他 1か所で、GID個人相談会を予定しています。

【その他】

COMらっどイベントに関して、関係団体様に、ご協力ご支援をいただいております。

釧路市民活動センターわっと様、十勝毎日新聞社様、FM－jaga 様、BNN プラス北海道 365

様、FTM 日本様、財団法人秋山記念生命科学振興財団様、網走市立第二中学校ＰＴＡ様、帯

広柏葉高校ＰＴＡ様、十勝管内士幌町様、講演いただいた真木柾鷹様、財団法人秋山記念

生命科学振興財団社会貢献活動助成事業 性同一性障害 札幌講演会に協賛、後援をいただ

いた、

性と人権ネットワーク ＥＳＴＯ様、札幌市様、札幌市教育委員会様、北海道様、北海道

教育委員会様、北海道新聞社様、札幌医科大学様、ありがとうございます。

【寄付金のお願い】

COMらっどは、助成金ほか、皆様の善意で運営されています。

皆様の善意をお待ちしております。

北海道労働金庫釧路支店 普通口座 4263919

名義 ＣＯＭらっど 理事 工藤理恵

ゆうちょ銀行 記号 19280 番号 6382661 名義 ＣＯＭらっど

※ ふりがなは、こむらっとでお願いいたします。

【お問い合わせ先】

〒085-0014 釧路市末広町３－１ 釧路市民活動センターわっと気付

(3月 28日より釧路市民活動センターわっと移転にともない住所が変わりました。)

COMらっど 事務局 工藤理恵

Eメール comrade.e@hotmail.co.jp

HP http://happytown.orahoo.com/comrade/ （PC）

HP http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/comrade/ （携帯）

ブログ http://blog.canpan.info/comrade

代表 小幡直輝 Eメール info@daichi-co.info
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WITH US
私たちともに
性同一性障害

WITH US は、当事者が社会の中で、気兼ね

なく生活出来る明日が来る日を信じてます。

会のメンバーは当事者だけでなく、一般の方

々もサポーターとして参加されてます。

当事者と一般の方々が、共（友）に笑い、

泣き、そして喜びを分かち合いながら活動す

る。それが WITH US です。

WITH US 私たちとともに
～性同一性障害～

【お問い合わせ】
担当／日野 由美

メールアドレス junemayo@msn.com

北海道庁・札幌医大・札幌市等に要望を提出、当事者の環境改善

を働きかけ、道内主要都市・札幌医大・北大等で講演会・交流会・

学習会を実施、今年度から未成年当事者交流会を始めていきます

2003 年から
当事者活動を

始めてきました。
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性と人権ネットワークＥＳＴＯ 

Sexualities and Human Rights Network ESTO 

発足 1998.10.25 
 

『セクシュアリティの尊重とジェンダーの平等を目指して』 
 

ESTO は、1998 年に秋田で発足し、性同一性障害／トランスジェンダー、性分化疾患／インターセックス、

同性愛／レズビアン・ゲイ、両性愛／バイセクシュアル、アセクシュアルなどの人達を対象としたサポートと、 

すべての人がその性の在り様に関わらず存在(Est)を尊重(Esteem)されることを願い、人と情報の交流による 

ネットワークづくりを目指している全国を対象とした NPO(非営利組織)です。 

"多様な性"についての理解を進めるため、交流会・講演会・ワークショップの開催、E-MAIL・電話・面談 

による相談、メールレターの発行、行政への要望書の提出などを行っています。 
 

☆ 虹を渡るカタツムリ ☆ 

虹は多様性を、雌雄同体のカタツムリは、性の自己決定・自己選択権と 

自分らしさを求める気持ちを表しています。  Arts ｂｙ  MOMOZO 

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

登録種別 

１．正 会 員 会の運営や企画に参加が出来る個人 議決権：あり  年会費 3,000 円

２．賛助会員 事業推進に援助を行う個人／新規入会者 議決権：なし  年会費 1,000 円

３．賛助団体 事業の推進に援助を行う団体 議決権：なし 年会費 2,000 円

入会方法 

・年会費は、郵便振替、銀行口座の振込、金額分の切手などでお願いいたします。 

・登録種別と〒、ご住所、お名前（通称名も可）、電話番号、 E-MAIL FAX などを 

お知らせください。 

・年会費のみで入会金はありません。 

入金方法 

①郵便振替 02210－8－74727 加入者名「ＥＳＴＯ」 

②ゆうちょ銀行（八六八店）普通預金 868－1237226 加入者名「ＥＳＴＯ」 

③みずほ銀行（秋田支店） 普通預金 720－1939075 加入者名「ＥＳＴＯ」 

④郵送（切手・図書カード・ギフト券など） 

〒010-8691 郵便事業(株) 秋田支店 私書箱 32 号 ＥＳＴＯ 宛 

正会員 

◎真木柾鷹（代表：秋田） ◎石田 仁（副代表：愛知） ◎森沢さち子（理事：大阪） 

●谷口洋幸（監事：東京） ○桑原 猛（埼玉） ○木之本知世（宮城） 

○荘島幸子（埼玉） ○渡辺一路（千葉） ○きいち（東京） ○内海章友（宮城） 

○ばん（東京） ○啓介（東京） ○いつき（京都） ○裕子（東京） 

〒010-8691 郵便事業(株)秋田支店 私書箱 32 号 ＥＳＴＯ 

E-MAIL esto@estonet.info  FAX（186）050-1450-6768 

TEL (186）080-6049-8843（電話相談・イベント受付用） 

電話相談：平日 20:00～22:00  土日祝 13:00～22:00  

※着信専用のため、留守電のときはお掛け直しください。 
WEB サイト http://estonet.info リニューアルしました！

携帯サイト http://hp.kutikomi.net/esto/ 
親子交流会サイト http://hp.kutikomi.net/esto-oyako/
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最新情報は WEB サイトをご確認ください → http://estonet.info 

年 日程 地域 内 容 

2
010

年 

10 月 16 日(土） 宮城 

（財）せんだい男女共同参画財団助成事業 

セクシュアリティの尊重とジェンダーの平等を考える講演会 

「二人で生きる、独りでも生きる－平等なパートナーシップ制度のレシピ－」 

10 月 17 日(日） 宮城 仙台親子交流会 

10 月 30 日（土） 秋田 

秋田県地域自殺対策緊急強化事業（人材養成事業） 

性的少数者の自殺防止プロジェクト 

『Bridge of Heart２－地域社会で支える手を育てるために－』 

11 月 13 日（土） 秋田 

秋田県地域自殺対策緊急強化事業（人材養成事業） 

性的少数者の自殺防止プロジェクト 

『Bridge of Heart２－地域社会で支える手を育てるために－』 

11 月 27 日（土） 秋田 
元気なふるさと秋田づくり活動支援事業補助金  

学習会「男らしくより、女らしくより、私らしく生きるために」 

12 月 4 日（土） 秋田 

秋田県地域自殺対策緊急強化事業（人材養成事業） 

性的少数者の自殺防止プロジェクト 

『Bridge of Heart２－地域社会で支える手を育てるために－』 

12 月 12 日（日） 東京 総会／忘年会 

2
011

年 

2 月 5 日（土） 栃木 S-PEC 講演会（共催）『性別違和をもつ人々の実態調査の報告』 

2 月 26 日（土） 秋田 秋田交流会 『学校で教えて欲しいセクシュアリティ』  

4 月 16 日（土） 宮城 仙台交流会 『災害とセクシュアリティ－それぞれの課題－』 

4 月 17 日（日） 宮城 仙台親子交流会 ※都合により中止 

5 月未定 東京 東京親子交流会／東京交流会 ※GID 学会参加のため中止 

7 月未定 東京 役員会／納涼会 

8 月未定 秋田 秋田交流会 

9 月未定 東京 東京親子交流会／東京交流会 

 

 

 

 

 

イベント参加希望者は、申込事項をご連絡ください 

[1] ESTO 会員＆過去に参加された方 [2] 新規参加者 

1)お名前（通称名 OK） 

2)E-MAIL 

3)TEL（緊急時の連絡用） 

4)同行者の名前と人数 

5)参加希望イベント名 

＊携帯、E-MAIL の変更は、必ずお知らせ下さいね！

1)お名前（通称名 OK） 

2)E-MAIL 

3)TEL（会場を MAIL か電話で通知） 

4)セクシュアリティや参加理由 

5)年齢（ユースのみ申告） 

6)同行者の名前と人数 

7)参加希望イベント名 

他団体用のイベントカレンダーには、インターネット上で公開されているセクシュアルマイノリティ関係

団体のイベントを掲載しています。公開可能なイベントや番組等をご紹介させていただきますので、ご案内

をお待ちしています！ 
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TNJ Trans-Net Japan; TS TG  

http://www.tnjapan.com/ 

 :  mail@tnjapan.com 

※ 催し物のご案内をご希望の方は、ご連絡用のEメールアドレス、お立場（当事者か否かなど）
を添えて、上記連絡先までその旨お知らせください。 

※ 郵便物についてはスタッフが日常的に確認できる状態にありませんので、ご連絡の際にはE
メールをお使いください。特にセキュリティの観点から、一般的な郵送物や匿名アンケート
回答以外のご連絡（秘匿性の高い個人的な連絡など）は、必ずEメールをご利用くださいま
すようお願いいたします。その他、イベントのチラシや出版物などのご送付については、E
メールでご一報ください。折り返し、郵送先をご連絡いたします（メールボックスでの受取
となります）。 

TNJ では、会員制は今のところとっていません（会員限定のサービスや、代表制による運営
は行なっていません）。催しにはどなたでもご参加いただけます。ただし、参加資格限定の催し
は、その該当者のみに限らせていただきます。希望される方については、名簿に記録してご案
内を差し上げていますが、これは会員登録ではありません。これまでの催しへの参加者は、一
般公開時を含め 1200 人にのぼっています。 
また、ほかの参加者のプライバシーを守っていただくことが条件です。営利目的でのご参加

や、他人に迷惑をかける言動をする方には、退場をお願いすることがあります。 

TNJ Trans-Net Japan; TS TG
 

1996

 

2004 1 100
2007
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TNJ は有志による任意団体でボランティアによって運営されています。 
TNJ には８名の運営メンバーがいます。全員がそれぞれ職業を持ち、今のところ専従者はお

りません。現在、運営メンバー以外の継続的なスタッフ制度は設けていませんがチラシや資料
の印刷、封入、催しの会場設営・受付、そのほか特定のプロジェクトなどについては随時、有
志の方々に、ボランティアでご協力いただいています。 
収入は、カンパと、そのときどきの催しへの参加費、資料集などの販売収入で賄われていま

す。支出の多くは、催しのチラシを郵送する際の郵送費、チラシ代、会場費、講師謝金などが
占めています。今のところ、会員制ではないため会費は頂いておりません。 

 
＊ 会で話し手を引き受けてくださった方々、支援者、参加者の方々に深く感謝しています。 
＊ 「支える人々の会」という名称から当事者でない人々が当事者を支援する集まりと思われがち

ですが、運営メンバーは殆どが当事者です。当会は、問題を共有する当事者同士が（もたれ
あうのではなく）たがいを支えあい、必要に応じて専門家の協力も得ながら、エンパワーメ
ントしていくことをモットーにしています。「支える人々の会」という名前には、当事者を含
む参加者全員が「支える人々」であり、「支えられる人々」だという気持ちを込めています。
参加、欠席、活動への協力は各々の自由意思です。また、各人のアイデアが生かせる場であ
りたいと願っています。 

※メンバー同士の対等な横の関係を願い、代表者は置かないようにしています。 

 104  2004  9  18    
 105  2004  9  20  GID  

 
 106  2004  10  31    

 
 107  2004  12  5   

 
 108  2004  12  19   
 109  2005  1  23  1  
 110  2005  4  3   
 111  2005  11  27   

 " "   
 112  2005  12  18   
 113  2006  4  2   

 
※ 第1回からこれまでの催しの一覧は、ホームページに掲載しています。 
※ 2007年～2010年は催しを行なっていませんが、必要に応じ随時開催の予定です。 
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MaX.ネットラジオ配信開始！！
6/23(木)午後11時(23時) ～　毎月第4木曜日
FtMとFtXのためのMaX.radio -you & yuu-　パーソナリティ：伊井悠里(FtX)
配信はlivedoorの「ねとらじ」を使用しますので、リスナー希望の方は、livedoorのねとらじサイト
http://ladio.net/ からlivedoor公式ねとらじアプリケーション「Dolphin（ドルフィン）」をダウンロード
してください。（無料）
自動録音機能もついてますので、聞き逃しそうな人や、忙しい人は録音して後から聞くのもお薦めで
す。macの方は、「Now eadline X」 http://hp.vector.co.jp/authors/VA023856/Now_Headline_X/ 
をダウンロードしてください。

MaX.ネットラジオ配信開始！！
6/23(木)午後11時(23時) ～　毎月第4木曜日

MaX.では当事者団体の垣根を越えたコラボレーションや協賛、ジョイントを推奨しています。

MaXと共同で何かをやってみたい団体様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

詳細はホームページ http://www.ftmftx.jp/ をご覧ください。

※10月までは2 ～ 3か月に1回、それ以降は月イチ開催予定。

※現在、毎回第三日曜日の夜を計画中。

DJナイトイベントを都内で月イチ定期開催

※非会員は閲覧のみ自由。会員登録は2段階方式だから

　　通りすがりや匿名でのなりすましもなく安心して参加できます。

ホームページは全国FtM&FtX向けで、
無料会員登録制の相談掲示板サイト

第2回『MaX.』
DJナイトイベント開催決定!!
Date/Jul.10,2011（sun） in TOKYO
詳細はホームページ http://www.ftmftx.jp/ をご覧ください。

※10月までは2 ～ 3か月に1回、それ以降は月イチ開催予定。

※現在、毎回第三日曜日の夜を計画中。

DJナイトイベントを都内で月イチ定期開催

※非会員は閲覧のみ自由。会員登録は2段階方式だから

　　通りすがりや匿名でのなりすましもなく安心して参加できます。

ホームページは全国FtM&FtX向けで、
無料会員登録制の相談掲示板サイト

Max.公式ホームページ　http://www.ftmftx.jp/（掲示板無料会員登録受付中）
　　　max_info@ftmftx.jp　　Max.代表　水野瑛太（みずのえいた）
〒135-0061 東京都江東区豊洲1-3-1 ML122 MaX.事務局
Max.公式ブログ　http://ameblo.jp/ftmftx-max/
Max.公式ツイッター　http://twitter.com/MaX_ftmftx

第2回『MaX.』
DJナイトイベント開催決定!!
Date/Jul.10,2011（sun） in TOKYO

FtMとFtXのためのMaX.radio -you & yuu-　パーソナリティ：伊井悠里(FtX)
配信はlivedoorの「ねとらじ」を使用しますので、リスナー希望の方は、livedoorのねとらじサイト
http://ladio.net/ からlivedoor公式ねとらじアプリケーション「Dolphin（ドルフィン）」をダウンロード
してください。（無料）
自動録音機能もついてますので、聞き逃しそうな人や、忙しい人は録音して後から聞くのもお薦めで
す。macの方は、「Now eadline X」 http://hp.vector.co.jp/authors/VA023856/Now_Headline_X/ 
をダウンロードしてください。
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そ
ら

イベントスタッフ、MaX.ガールズ&ボーイズ
クリエイタースタッフ募集中!!

『cutie』・・・キューティとは、『MaX.』が主催するイベントにお

いて、初めての方でも、お一人様でも、気兼ねなくご参加頂ける

ようゲストの皆様を、おもてなしする役割と、『MaX.』の対外的

なイベントのＰＲ活動を担当する専属のイメージガールズのこと

である。

当組織は営利目的の団体ではございませんが、活動

に際しては様々な面で費用がかかってしまうのも事実

です。当事者のために質の高い内容で、かつ継続的に

場の提供を行うためには、少しでも当事者への負担を

軽くしたいのが現状です。

そこで、ＧＩＤに対して無償や低価格で講演やセミナー

のご依頼を請けてくださる医療関係者様や有識者様、

あるいはスポンサーとしてサイトに広告掲載のご協力

をして頂けるＧＩＤ関連企業様や店舗様等、を募集し

ております。ぜひ当組織の今後の活動に、ご賛同頂け

れば幸いです。

当組織は営利目的の団体ではございませんが、活動

に際しては様々な面で費用がかかってしまうのも事実

です。当事者のために質の高い内容で、かつ継続的に

場の提供を行うためには、少しでも当事者への負担を

軽くしたいのが現状です。

そこで、ＧＩＤに対して無償や低価格で講演やセミナー

のご依頼を請けてくださる医療関係者様や有識者様、

あるいはスポンサーとしてサイトに広告掲載のご協力

をして頂けるＧＩＤ関連企業様や店舗様等、を募集し

ております。ぜひ当組織の今後の活動に、ご賛同頂け

れば幸いです。

ガールズは、当組織のＰＲスタッフも兼ねていま
すので、20代の純女、もしくは20代の容姿に自信
のあるＭtＦのみです。 
※彼氏がいる方は、こういう活動に理解のある方
でお願いします。
ボーイズも同じくＰＲスタッフを兼ねているた
め、容姿に自信のあるＦtＭ＆ＦtＸのみです。 
webスタッフとwebエンジニア、およびＤＪス
タッフは性別や属性は問いません。スキルがある
方を求めています。イベントのお手伝いがしたい
方も受付スタッフやフロアスタッフを募集してい
ますので、詳細はメールかホームページからお問
い合わせください。

ガールズは、当組織のＰＲスタッフも兼ねていま
すので、20代の純女、もしくは20代の容姿に自信
のあるＭtＦのみです。 
※彼氏がいる方は、こういう活動に理解のある方
でお願いします。
ボーイズも同じくＰＲスタッフを兼ねているた
め、容姿に自信のあるＦtＭ＆ＦtＸのみです。 
webスタッフとwebエンジニア、およびＤＪス
タッフは性別や属性は問いません。スキルがある
方を求めています。イベントのお手伝いがしたい
方も受付スタッフやフロアスタッフを募集してい
ますので、詳細はメールかホームページからお問
い合わせください。

活動出資・イベント協賛・サイト広
告主として応援くださる企業様、セ
クマイ向け店舗様、団体様、医療関
係者＆有識者様、大募集！

活動出資・イベント協賛・サイト広
告主として応援くださる企業様、セ
クマイ向け店舗様、団体様、医療関
係者＆有識者様、大募集！

ご興味がありましたら、こちらもお気軽にホーム
ページかメールにてお問い合わせください。
ご興味がありましたら、こちらもお気軽にホーム
ページかメールにてお問い合わせください。

http://seitenkan.web.fc2.com/
株式会社GID 様

MaX.提携企業様

http://seitenkan.web.fc2.com/
株式会社GID 様

MaX.提携企業様

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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第一回GID＆性別違和に関する精神医療レクチャー
開催日　2011年6月19日(日)　開始13:30　(開場 13:15)　 終了18:00

ご予約はこちらからお願い致します。 ご予約専用フォーム http://form1.fc2.com/form/?id=657306
※事前予約は不要ですが、予約して頂くと参加費がお安くなります。

-精神科を受診することの大切さや重要性について-
※今回は、性自認をして間もない方、知識の浅いご家族や学校の先生・会社関係者の方から、身体治療を迷っておられる
方、また、精神科の受診に対して抵抗を感じている方や、精神科に通う意義を見いだせない方を対象に、基本的な知識を
ベースに「身体の治療を望まないFtMやFtXに対する精神科の役割とは？」等についてお話して頂きます。

1. 受診しようか迷ったときはどうすればよいか？
2. 周りに話せないとき、一人で受診しても良いか？
3. 男になりたいのと、GIDは違うのか？
4. 精神科を受診しなかったらどうなる？
5. 身体の治療は望まないから精神科は必要ない？
6. 性自認って何ですか？
7. 自分は障害者ですか？

★親にカムできず、病院にも行けなくて悩んでいる
　中高校生の一人での参加も大歓迎！！
★結婚・出産してから自認して悩んでいるFtMやFtXもOK！
★ご家族のみ、パートナーのみの参加も可！
★身体の治療が進んだ方や終わった方でも改めて
　精神医療について学びたい方は、ぜひご参加ください！

都営新宿線「神保町駅」徒歩2分、半蔵門線「九段下駅」徒歩4分

Max.公式ホームページ　http://www.ftmftx.jp/（掲示板無料会員登録受付中）
　　　max_info@ftmftx.jp　　Max.代表　水野瑛太（みずのえいた）
〒135-0061 東京都江東区豊洲1-3-1 ML122 MaX.事務局
Max.公式ブログ　http://ameblo.jp/ftmftx-max/
Max.公式ツイッター　http://twitter.com/MaX_ftmftx

講演会参加費　￥1,000 (予約)　￥1,500 (当日)
※高校生以下　無料
懇親会費(別途) ￥3,000  ※20歳以下 ￥2,500
講演内容の一部は主にFtM＆FtX向けとなっておりますが、今回は共通項も多くありますのでMtFやMtXの方とそのご家
族もご参加できます。多くの方は、すでに当事者として十分な知識をお持ちの方ばかりかとは思いますが、まだまだ迷い
の多い方もいらっしゃると思いますので、当日はそういった皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

都営新宿線東京メトロ半蔵門線

高橋ビルヂング 4F

都
営
三
田
線

靖国通り靖国通り

城南信用金庫
九段支店
城南信用金庫
九段支店

芳賀書店
本店
芳賀書店
本店

学校法人
日本工業大学　
学校法人
日本工業大学　 岩

波
ホ
ー
ル

岩
波
ホ
ー
ル

廣文館書店

セレクトイン
キムラヤ

ローソン

集英社集英社

A2A2

A1

A3A3

A7

A5専大前
神保町

開場　13：15～
開演　13：30～
開会の挨拶　13：30～13：35
講演　13：35～15：10
休憩　15：10～15：20
質疑応答　15：20～16：10
休憩　16：10～16：20
グループディスカッション　16：20～17：50
閉会の挨拶　17：50～17：55
片付け　17：55～
終了　18：00
講演会後に別会場へ移動して懇親会を行います。

懇親会　18：30～20：30
懇親会のみの参加もOK！

タイムスケジュール

会場：高橋ビルヂング
東京都千代田区神田神保町3丁目2 4階
TEL.03-3239-0811 ※場所の問い合わせのみ可

講師：針間克己 様
はりまメンタルクリニック院長
ホームページ：http://www.harimamental.com/

日本精神神経学会 性同一性障害に関する委員会委員
日本性科学会幹事長
GID学会理事

1990年 東京大学医学部医学科卒業 
1990年 東京大学医学部付属病院
　　　  精神神経科入局 
1992年 東京大学医学部大学院進学 
1996年 東京大学医学部大学院卒業 
1997年 東京家庭裁判所医務室勤務 
2005年 東京武蔵野病院勤務 
2008年 はりまメンタルクリニック開院
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Ｇ Ｉ Ｄ し ず お か の ご案内 
 

私たち GID しずおかは静岡県中部地区を中心に活動をしている自助グループ

です。  

会員は当事者と支援者で構成されています。当事者の内訳は MTF と FTM が

約半々です。  

活動内容としては、月１回、定例会を開催しております。  

奇数月は第４水曜日、偶数月は第４土曜日の夜７時から静岡市で行っていま

す。  

他には、年１回フォーラムを開催しています。  

講師の方に来ていただき、講演をしていただいております。  

その後、講師の方をはさんでの懇親会を行っています。  

他には静岡県の医療機関にアンケートを送ったりして  

GID の治療をしていただけるかどうかリサーチをしております。  

当事者会も不定期で行っています。 

 今後の計画として、県内の中学、高校の教員を対象に、GID についての出前

講座を実施していきたいと考えています。 

 

 お問い合わせ  〒420-8799  静岡市中央郵便局 

私書箱２０３号 

Web: http://gidszk.org/ 
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望む性別で生きること。

それは決して恥ずかしいことじゃない。

それは人間が幸せに生きるための大切な権利だよ。

誰だって幸せになっていい。

偽りの仮面をかぶりつづける必要なんて、もうないさ。

ＢｅＰｒｏｕｄ！ 誇りを持って、さあ飛び立とう！

私たち「ＧＩＤ Ｐｒｏｕｄ」は、性同一性障害や

性別違和をかかえる当事者と、性同一性障害を理解

したいと思う非当事者とが一緒に交流するコミュニ

ティ・サークルです。名古屋を中心に活動していま

す。

当事者も理解者も他のセクシュアル・マイノリティ

も、誰でも参加できるセクシュアル・フリーな会。

みんなが一緒になって語りあい、医療や制度など正

確な知識も身につけていくことで、１０代、２０代

の若い当事者が、自分の人生を前向きに生きていく

力になれば、と思います。ＮＰＯとして、ＧＩＤに

ついての市民啓発活動や要望活動、将来的には当事

者がよりよく暮らしていくための福祉的事業にも取

り組んでいきます。

当事者・理解者と社会をつなぐ私たちの活動が、

多様な性を認めあえる社会に近づくことを願ってい

ます。
懇親会でのワンシーン。ＦｔＭの
方たちが働く名古屋のお好み焼屋
さん「嬉嬉屋」にて（2010年12月）

http://gidproud.proudlife.org/
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+゜★どんな活動するの？★゜+

月１回、第３土曜日に定例会を行っています。毎回、ＧＩＤについての医療、就

職、制度、教育など、テーマを決めて話し合います。医療や行政など、専門家の方

に来てもらうこともあります。「明るく楽しく」をモットーに、毎回、ゲームやレ

クリエーションの時間をとって工夫してるから、堅苦しいのが苦手な人もＯＫ！知

識がなくても、口べた・人見知りでも、安心して参加できますよ。終わった後は、

もちろん楽しい懇親会！友達たくさんできるかな？

定例会の他にも、他のＬＧＢＴ企画に参加したり、一般向けの講演会などを開催

していきます。

■定例日 毎月第３土曜日

■場所 名古屋市内の施設

■参加費 一般３００円（無収入など経済的にお困りの方は免除も

あります）

高校生以下無料

■参加申込 info.gid@proudlife.org まで申し込みを

の「Ｐ・Ｒ・Ｏ・Ｕ・Ｄ」には

こんな意味が込められています

「Ｐ」…Positive（積極的）

「Ｒ」…Realize（理解する）

「Ｏ」…Open（開かれた）

「Ｕ」…Unique（個性的な）

「Ｄ」…Diversity（多様性）

参加してみて・・・

マジメな話とか難しい話が苦手だから「どんな会かな？」

と思ったけど、みんな明るい人ばっかりだし、なぜかい

きなりゲームしたりと予想以上に面白かった！！バカや

れて真剣に、そして熱く語り合える仲間と出会える！

こんな会、いままで見たことなかったけど、自分が探

していた場所をやっと見つけられました！！
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+゜★これまでの活動★゜+

２０１０年の8月から毎月、定例会と合宿を行っています。

■８月２１日 第１回 『GIDのこれから』

■９月１８日 第２回 『性同一性障害と教育について考える1』

■１０月１６日 第３回 『性同一性障害と教育について考える2』

□１１月２０日 クイア学会に合わせて合宿企画を2in20と共同主催

■１２月１８日 第４回 『クリスマス会』

■１月１５日 第５回 『仕事・就職について考える１』

■２月１９日 第６回 『仕事・就職について考える２』

■３月１９日 第７回 『GID・セクマイと災害』

■４月１６日 第８回 『クッキング交流会』

第3回定例会では、GIDの児

童の治療を進めるべきかに

ついてディベートしました。

第4回定例会で使ったすごろ

くは、スタッフの手作り！と

ても盛り上がりました。
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+゜★役員紹介★゜+

■代表 安間優希（ゆきさん・ＭｔＦ）

■副代表 さあちゃん（理解者・Ａｌｌｙ）

■会計 よしや（ＦｔＭ）

お問い合わせは

E-mail：info.gid@proudlife.org HP：http://gidproud.proudlife.org/

ｏGID Proud 副代表 さあちゃんのblogｏ

http://ameblo.jp/diamante-saa/

+゜★入会するには？★゜+

ＧＩＤ Ｐｒｏｕｄの趣旨に賛同していただける方は、どなたでも入会

することができます。

年会費は２０００円（高校生以下無料。免除もあり）、入会金はあり

ません。入会すると会員用メーリングリストに登録できます。会のお知

らせがいち早く届き、会員同士の情報交換ができます。

定例会は、どなたでも参加できますが、ＧＩＤ Ｐｒｏｕｄの会員とし

て、会に主体的に関わりたい！という方は、ぜひ入会してください。

入会を希望される方は、下記の入会フォームに従って、メールでお申

し込みを。

【 件 名 】入会希望

【 宛 先 】info.gid@proudlife.org

【記入項目】○氏名（通称名可）

○登録希望メールアドレス

○属性（FtM、MtFなど答えられる範囲で）

○職業（任意。ただし会費の関係上、高校生以

下の方は明記を）

○入会理由（会・会員と面識のない方は、簡単

で結構ですが、冷やかし等でないことがわか

るようにお書きください）
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WEB　http://kansai-qff.org/
MAIL　info@kansai-qff.org
TEL　080-3820-2731（留守電に伝言です）
FAX　020-4624-4707（D-FAX）

　関西クィア映画祭は、「クィア」をキーワードに、
性に関わる暮らしや生き方をテーマにした映画を
上映する西日本最大の映画祭です。昨年2010年
9月には、大阪ヘップホールと京都大学西部講堂で、
世界12ヶ国の56作品を集めて第5回映画祭を開
催し、約1000人の方のご来場を頂きました。
　当映画祭は、メジャーからマイナーまで、幅広く様々
な傾向のプログラムを用意しているのが特徴です。例
えば、世界各地の映画祭での受賞歴もある大作から草
の根のラディカルなインディペンダント映画まで。気
楽に楽しめる作品から社会派の運動系まで。淡い恋愛
ものから濃いフェティッシュ系まで。同性愛をテーマ
にした作品だけでなく、トランスジェンダーやバイセ
クシュアル、インターセックスなどをテーマにした作
品も、日本でおそらくもっとも多く上映してきました。

今年もやりた
い！

関西クィア映
画祭今年もやりた
い！

関西クィア映
画祭今年もやりた
い！

関西クィア映
画祭

　今年も映画祭をしたい！という思いで、1月に実行委
員会が発足しました。映画祭を主体的に担う意志のあ
る方であれば、どなたでも会議にご参加いただけます。
　また、実行委員会には出席できないけれど、字幕の
作成や翻訳、デザインなどの実務ならできる！という
方も、大募集中です。　また、今年の映画祭で上映す
る作品の応募も受け付けています。
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クィア/ Queerってなぁに？
　クィアとは「奇妙な」「変な」という意味の英語。レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジ
ェンダー（LGBT）など、性の領域で「ふつう」ではないと考えられているあり方への蔑称でもあります。
差別的なクィアという言葉を逆手にとって敢えて使うことで、 LGBTに限らず様々な少数派を肯定し、
「普通ではない生き方」をポジティブに捉え直す意図があります。

スタッフを募集しています
　関西クィア映画祭は実行委員会形式で運営され、全ての作業は原則として無報酬のスタッフやボランテ
ィアによって担われています。現在、次回の映画祭を一緒に創るためのスタッフを募集しています。性別
や性的指向を問いません。
　例えば、以下のような作業があります。特に、がっつりと映画祭に関わりたいという方を大募集です。
他にも、ミニ企画当日のスタッフや限定された範囲での関わり方も可能ですので、「こんな事をしてみた
い」という希望をお伝え下さい。
　あなたの「思い」を形にしよう！
■翻訳
海外作品の日本語への翻訳をします。英語・朝鮮語・中国語・スペイン語・ドイツ語、いろんな言葉が
あります！語学スキルのある人大歓迎！！
■字幕作成
日本語字幕を作成する業務です。パソコンが必要ですが、やりがいがあります。
■パンフレット/イラスト
パンフレット作成、フライヤー作成などのスキルのある人大歓迎！！
デザイナーの卵大募集！
■広報
映画祭のフライヤー配布作業や、雑誌などプレスとの対応。未経験歓迎！！
■運営スタッフ
一年を通して映画祭作りに関わり、１から映画祭を作り運営していきます。
やる気があってがっつり関わりたい人なら未経験でも大歓迎！！

映画祭開催日程は
決まり次第

サイトに載せます

サイト
http://
kansai-qff.org/

春に
ミニ上映会
します

メール
info@kansai-
qff.org

電話
080-3820-2731
(留守電に伝言です)

関　西
クィア
映画祭

映画祭の趣旨（2010年度版）
●性とそれに関わる暮らしや生き方をテーマにした映像作品を集めて上映することで、レズビアン・ゲイ・バイ
セクシュアル・トランスジェンダー（LGBT）など様々な性的少数者が、自身の周りや地域社会の中にも一緒に
生きているという事実を、多くの人に知ってもらう。
●性とライフスタイルの多様性を実感し、必ずしも「普通」「典型的」である必要はないと知ることで、性的少
数者に限らず全ての人が、自分らしい一歩を踏み出して生きる力を得られる映画祭にする。
●幅広い様々な方向性の作品を多数上映することで、初めての人でも気軽に参加して楽しめる敷居の低い映画祭
にすると同時に、毎回より深い発見と感動を伝えることができるようにする。
●性的少数者のコミュニティー内部にも様々な力関係や差別があることを踏まえ、性的少数者のコミュニティー
や運動の中でも不可視化されやすいテーマも、積極的に取り上げる。また、フェミニズム/女性解放運動や民族差
別に反対する運動、障害者運動などの、先行する社会的な取り組みを踏まえ、複眼的なアプローチを行うよう努
力する。
●性別や性指向を問わず誰でも参加できる場を創ることで、性的少数者を含む全ての人が、他者と出会い、自身
のあり方を問い返すことができる機会を提供し、性別や性的指向を超えた共感とつながりを創りだす。
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日本語字幕をお貸しします。上映会を開いてみませんか？
関西クィア映画祭では、独自に作成した日本語字幕を貸し出しています。
お貸しできる作品は過去の蓄積のおかげでかなりの数になりました。
トランスジェンダーをテーマにした作品も多数揃えています。
作品リストや貸し出しの仕組み、条件など詳しくはサイトを
ご覧下さい。　http://kansai-qff.org/jimaku/

これまでに字幕を貸し出したところの例
　・香川レインボー映画祭（2008・2009）
　・仙台短篇映画祭（2009）
　・2in20 nagoya　（名古屋大学）
　・教養ゼミナール12ユニバーサル社会へのいざない（立命館大学）
　・連連影展～フェミニスト・アクティブドキュメンタリー・ビデオフェスタ（FAV）
　・志學館大学学園祭（2010）

貸し出し可能な作品のごく一部を、紹介します。

100% Woman
（Karen Duthie, Diana Wilson/59分/2004/カ
ナダ）

　トランスしてから６年目となるミシェルは、
有望なマウンテンバイク選手でもある。
　友達と両親に励まされ、州、カナダ選手権
の競争にも参加し、精一杯戦うミシェルだが、
ほかの女性選手から、女性としての参加を認
めるべきではないと抗議が続く。一人のトラ
ンス女性の成長を背景に、100％女性とはい
ったい何なのかを問いかけるドキュメンタリー。

　トランスしても、前からのカノジョとうまくやっていけるの？男としてパスすると、
レズビアン・コミュニティの一員でなくなるの？トランスして黒人男性になった時に
受ける人種差別の方がひどいの？などなど、疑問を抱きつつ、３人のFtMが自分の言
葉でトランスの道を語る。その話を通して、ホルモンを飲んだり、手術を受けたりし
て身体をかえることで、いかに生活の全てが変わるかを描くドキュメンタリー映画。 
　FtM本人、パートナー、友人の生の声をはじめ、トランス男性にまつわる複雑な社
会的事情を学術的、クィア・コミュニティ的に考える。 

男子であること （Boy I Am / Sam Feder and Julie Hollar / 70分 / 　　
　2006 / 米国 / 英語）

（F Scott Fitzgerald Slept 
Here / JULES ROSSKAM 
/25分 /2007/米国 /英語）
海辺の町で繰り広げられる
FtMのポールとゲイのゴード
ンとの友情。お互い傷つけあ
いながらも成長する姿を描く
ほのぼのするドラマ。

フィッツジェラルド、ここに眠る

何でも聞いてみよう 
（No Dumb Questions / 監督 Melissa Regan /24分
/2001年/米国/英語）※字幕の権利は京都★ヘンナニジイロ祭

「おじちゃん」から「おばちゃん」になったビル/バ
ルバラについて、3人の姪っ子(チェルシー11歳、オ
リビア9歳、アビー6歳)が、色んなことを聞いたり、
思ったことを素直に話します。3人の子供たちが初め
て出会う、トランスジェンダー。次々とあびせられ
る質問に、大人達はどう答える? 
　違う人になっちゃったの?会うの怖くないかな?でも、
それは優しくて、大好きな人。子供たちの両親や、
家族の、それぞれの感情もーもちろんバルバラのも
ー素直に語られる、素敵なドキュメンタリー。

映画祭開催日程は
決まり次第

サイトに載せます

サイト
http://
kansai-qff.org/

春に
ミニ上映会
します

メール
info@kansai-
qff.org

電話
080-3820-2731
(留守電に伝言です)

関　西
クィア
映画祭
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（Sonia Slutsky / 80分 / 2004 / カナダ・米国 /英語） 

男装して、ジェンダーを揺さぶるショーを北米各地で開
く「ドラァグ・キング」の６人組みを撮影したドキュメ
ンタリー。 
「見た目女子」の枠を超えて、歌、ダンス、詩でオトコ
を遊ぶという自己表現を好む理由は出演者（キング）そ
れぞれだが、これはまさに政治とアートの融合？ 
大都市から、今にも危険な目に遭いそうな田舎町に至る
ツアーをしつつ、キング同士の葛藤や人間関係も見えて
くる。ツアーの途中、家族や恋人との再会などで、プラ
イベートも覗く。女子を誘惑し、ゲイを迷わせるキング
たちに、観ているアナタも反応をせずにはいられない！？ 

ドラァグ・キング北米ツアー

　バイセクシュアル女性のレベッカは、スタントの仕事や素敵な友人、そして男性の
恋人と女性の恋人の両方を持っている。でも何かが足りないと感じている。
　ある日ペルーからレベッカに送られてきたアルバムには、彼女の両親と、ずっと前
に死んだ兄の写真があったが、レベッカは写っていなかった。しかしその後レベッ
カは、実は自身の幼年期が、両親と医者によって創りあげられた嘘によって塗り固め
られていたことを知る。
　「BOTH」は、監督自身を初め、インターセックスの状態に生まれた当事者達の
経験を元に創られた。LGBTのそれとは異なる、インターセックスの状態に生まれた
人が置かれる状況や抱える困難さを当事者の視点から描いている。

BOTH（監督 Lisset Barcellos /86分/2005年/米国・ペルー/英語・スペイン語）

　パレスチナ人のセリムとアラブ系ユダヤ教徒のエズラは、エルサレムに住むゲイカップル。
しかし、セリムは西岸地区に強制送還され、エズラと一緒にエルサレムで暮らすことがで
きない。 
　レズビアンカップルであるエディトとサミラは、占領に反対するデモに参加している。
しかし移民イスラエル人であるエディトにとっての祝日｢イスラエル独立記念日｣は、パレ
スチナ人のサミラにとっては、イスラエルによる侵略が開始された悲劇の日だった。 
　各個人の置かれる政治的背景が大きく異なっている2組の同性カップルを通して、｢個人
と個人｣｢個人と社会｣の、複雑な距離感を描くドキュメンタリー。

0メートルの隔たり（Elle Flanders /89分 /2005 /カナダ /英語/ヘブライ語）

「男子トイレ/女子トイレ」に入る時に何のためら
いも屈辱も感じず、「男女分け」されたトイレを暴
力を恐れずに使えるあなたに送る、ドキュメンタリー。
トランスジェンダーの立場から、All Genderトイレ
（全性別トイレ）を提案している。

トイレの
レッスン
（Toilet Training/
タラ・マテイクと
シルビア・リビエ
ラ法律プロジェク
ト/30分/2003/米
国/英語）

「自分のことをフツウだと思って
いる奴がおかしい。世間の目なん
か気にしない方が絶対に幸せだよ」
MtFの妻を持ち、FtMのマゾ奴隷
を飼う屈強なFtMはそう語った。
彼ら三人は田舎でオープンなヘン
タイ暮らしを満喫している。また、
セックスワーカーの女とマゾヒス
トなFtMのカップルは自分達の関
係を「ヘンタイの共犯者」と言い
表す。家族、HIV、性暴力、生ま
れ持った外性器の是非など、FtM
にまつわる様々な性の問題が、多
数の出演者によって赤裸々に語ら
れる痛快ドキュメンタリー。

イナフ・マン
（Luke Woodward/61分/ 2005/
米国/ 英語）

ドライブスルー
（Jed Rosenthal Bell/4分
/2004/米国/英語）

FtMゲイの痛快ショートアニメ。

床屋のトコさん
（Uncle Bar at Barbershop/Kwon Jong-kwan/22分
/2000/韓国/韓国語）

80年代初期のソウル郊外。小さな床屋を営むトコさん
は、胸に想いを秘めたまま、今日も人々の髪を切る。

映画祭プレ企画！
　次回の映画祭までの期間中に、
ミニ上映会を数回開催予定です。
見損ねた作品、もう一度みたい作品、
チャンスをお見逃しなく！詳しく
はサイトで。

映画祭開催日程は
決まり次第

サイトに載せます

サイト
http://
kansai-qff.org/

春に
ミニ上映会
します

メール
info@kansai-
qff.org

電話
080-3820-2731
(留守電に伝言です)

関　西
クィア
映画祭
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まんまるの会
私たちの憩いの場

2011

参加資格【安心して参加できるためのルール】
　参加資格は、「①関西医大ＧＩＤクリニックの受診者　②これから関西医大ＧＩＤクリニックを受
診しようと思われている方　③未成年などの事情でＧＩＤクリニックに通うかどうか迷っておられる
方　④①～③のパートナー、ご家族　⑤ＧＩＤクリニックの関係者、および医療従事者　⑥「まんま
るの会」に参加したことのある受診者が責任を持って紹介できる方」となっています。

まんまるの会とは
　「まんまるの会」とは、関西医科大学附属滝井病院ＧＩＤクリニックの受診者の会です。
　当会は、受診者の交流と憩いの場を求めてスタートしました。
　初めて来られる方にも安心して参加していただけるよう会則を設けてます。
　そして、どこの集まりよりも雰囲気のよさには定評の素敵な会なんです。いろんな方と会い、悩み
を当会で発散させましょう。

２０１１年１月

問い合わせ
お問い合わせは、こちらで受け付けています。

まんまるの会窓口（世話人）
info@kanmaru.org

こんなことしてます
　２か月に１回、例会を開催しています。
　毎回30名を超える参加があり、とてもアットホームな集まりです。
　関西医大に受診した後、参加してもらえるような日時・場所を設定しています。
　例会は「バレンタイン・新年会」から始まり、「花見＆バーベキュー」、「クリスマス・忘年会」など
年間を通して、企画が盛りだくさん！！
　開始時刻の参加者は数名ですが、徐々にちらほらと集まり始めます。
　受診後ということもあり、早くからいる方もいれば仕事帰りに来られる方もいます。
　各々の雑談から始まり、ある程度参加者が揃うと自己紹介と近況報告をします。オチをつけるこ
とがお約束の関西のノリも魅力のひとつかな。
　参加者同士のコミュニケーションを大切にしておりますので、参加者全員でおしゃべりしながら買
出しもしてるんです。

　だから、ストレス発散できます！！
　これを目標に毎日が楽しくなる！？

基本、飲み食いありの〝だべり場〟

kanmaru.orgkanmaru.orgkanmaru.orgkanmaru.orgkanmaru.orgkanmaru.org
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セクシャルマイノリティと

セクシャルマイノリティを理解する人たちのグループ

当家家4

１eb１eb１eb１eb

http水//kii.coron.jp/

http水//kii.coron.jp/i/

P C

モバイル

mixiコミュ http水//mixi.jp/view_community.

pl?id=度5534市度

道PEN道PEN道PEN道PEN 費IX費IX費IX費IX

5局局5局局5局局5局局

メ ー ル

郵 便

kii.suidoh@gmai.com

日4局-83局3

市局83-市市-市市度
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岡山大学病院ジェンダークリニック 

受診者と家族の会 
 

はじめまして 

岡山大学病院ジェンダークリニック受診者と家族の会です。 

わたしたちの会は、その名前のとおり岡山大学病院ジェンダークリニックの受診

者を中心とした自助グループです。 

2010 年 6 月から活動を開始しました。 

茶話会 

わたしたちの会では、茶話会を 2 ヶ月に 1 回、土曜日か日曜日の午後に岡山市

内で開催しています。 

岡山大学病院を受診中の方や以前に受診されていた方だけでなく、これから受診

を考えられている方や、他院を受診中の方、受診されていた方、受診を考えられて

いる方など、自分の性別に違和感を抱いている方でしたらどなたでも参加を歓迎して

います。また、家族、友人の参加も歓迎しています。 

毎回 20～30 人の当事者が参加しており、それぞれの思いを語り合う場となっ

ています。どうぞ、一度、参加してみてください。 

お問合せ先 

わたしたちの会の詳細については会のブログをご覧ください。 

  /moc.2cf.72golb.elcriccguo//:ptth （ブログ） 

また、お問合せは、e-mail で。ougccircle@yahoo.co.jp  （e-mail） 

スタッフ 

わたしたちの会は、2011 年１月現在、6 名（MTF4 名、FTM2 名）のスタッ

フで運営しています。しゅか、とうま、なおこ、みずほ、やすたか、ゆうか  

（五十音順） 

 

48



☆★　FTM支援センター　★☆
　2005年12月、ソーシャルネットワークサービス「mixi」（http://www.mixi.jp）にて、
発足したコミュニティ。主にFTM 同士での、セルフヘルプグループ。
※ セルフヘルプグループとは……同じ悩みや問題を持つ人が集まり、体験の分かち合いを通
してその状況に関する情報等を得ること、又当事者自身の内側から湧き出る力・持ってい
る能力に気づき（エンパワメント）、自己実現に向けて悩みや問題から開放される手段を
自らが獲得していくことを目的とするグループを言います。

　本来のセルフヘルプグループは、当事者同士が集まることが前提となっておりますが、
現在ネット上での活動としております。
　コミュニティ内にて、当事者自身の悩みを投稿することにより、お互いに共有し合い、
問題を分かち合っていきます。又、FTM として自らの生き方を選択し（自分探しの
お手伝い）、どのように社会参加をしていくかということを一緒に考えていける場所
としての役割を担えるコミュニティを目指しております。ご相談等があれば、事前
にメッセージにて相談を受けた上、直接お会いしてお話を伺う機会を設けておりま
すので、ご連絡を頂ければと思います。

運営メンバー
　2006年2月に初めての定例会を行い、そのメンバーが中心となって活動中。
　サポートして下さるメンバーには、当事者、当事者でもある医学生・看護士・福
祉専門職・ナベシャツ縫製会社の方々がおられます。当事者の各専門性や経験を生
かし、心のケアを含め「トータルケア」を目指し活動しています。

〈サポートをして下さるメンバー募集中〉
　守秘義務については、各職業倫理観のもと守られています。
　サポートについては、あくまでも精神的・身体的な治療の過程の中で不安に思っ
ていること、又は実生活中における困りごとまでしか対応できません。

メンバー
　2011年1月現在、メンバーは登録上86名ですが、ミクシィ上にてFTMであること
を明言していない等の事情で入会できないメンバーが10数名ほどいます（総勢100
名程度？）。
　承認制で非公開の形を取っており、管理人がプロフィールの確認を行い、当事者
と名乗らない限りは入会させないシステムをとっています。
泫： 精神疾患があると思われる当事者においては、対応が出来かねる場合がありますので、

改めて主治医へ相談するようお伝えし、メンバーから外す場合があります。
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管　理　人
なつみ ★ (*'-^*)ゞ……社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・介護支援専門員

の資格を持ち、介護保険制度の指導・監査業務に従事。平成23年4月より、
社会福祉学研究科博士前期課程入学。

問い合わせ先： ミクシィ内にて、メッセージ。またはftm_shiencenter@yahoo.co.jpまで

管理人及びコミュニティの主な活動・トピック作成
・GID 学会に参加。
・どうなる！？　これからの性同一性障害医療の参加。
・オフ会の開催（活動拠点：東京）
・ 当事者と術後の当事者の仲介を行い、身体に残る傷を実際に見てもらい、また手
術に関することを話してもらう機会を提供しています。そのことを通して、オペ
に対する不安や術後の生活を知ることで、自分の人生の選択について向き合える
のではないかという考えのもとサポートを行っています。

・民間の医療保険についてのレポート
・公費負担についてのレポート
・確定申告についてのレポート
・内摘についてのレポート（術式とリスクについて）
・gid.jpの講演に参加　
・ ホルモン療法の禁忌あるいは避けるべき症例・ホルモン療法中の検査について抜
粋した記事をレポート

・2009年３月にESTO の活動に参加。
・大学院の修士論文のアンケート等にも協力しています。

関連コミュニティ

☆★　FTM　☆★
このコミュニティは、FTM同士が仲間を作る場所。
1人で悩むことなく、お互い遊んだりできるような……
そんな関係が築けるコミュニティを目指しています。
2011年1月現在、登録上のメンバーは340名。
承認制なし、誰でも入会可能にしています。

このサークルはソーシャルネットワークサービスmixi（http://www.
mixi.jp/）内のコミュニティのため、登録していない方は参加できません。
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SRS 事 始 め

原科 孝雄

はじめに

最近では特別珍しくない GID に関する報道が始めて

大々的になされたのは 1995 年のことであった。埼玉医

科大学の倫理委員会で FTM の性転換手術の是非が審議

されていることが報道され、多くの問い合わせで埼玉医

大の電話交換台がパンクするほどの騒ぎであった（当時

は性別適合手術という言葉は無かった）。わずかに 16 年

前の出来事であるが、当時の事情を知らない若い人たち

に、なぜ形成外科医の私が SRS を始め、いかにして

GID のことが世に知られるようになってきたかを説明す

る。

倫理委員会への申請書

申請番号 22 「性転換治療の臨床的研究」

主任研究者：原科孝雄（総合医療センター 形成外

科）

分担研究者：木下勝之（同、産婦人科）、内島 豊

（同、泌尿器科）、鍋田恭孝（防衛医大、精神科）

研究の概要：性転換治療は本邦では全くタブー視

されている問題である。これらの患者は肉体の性

と、頭脳の中のそれとの相違に苦しみ、自殺にま

で追いやられる場合もある。そして闇で行われる

手術を受けたり、海外での治療を求めるなど、暗

黒時代とも言える状況にある。諸外国、特に欧米

諸国ではこの治療が合法化され、健康保険の対象

にさえなっている国もある。この治療を医学的に

系統づけ、これらの患者の福祉に役立つことを目

的に、女性－男性の性転換をおこなう。

対象症例：代表症例 2 例

なぜこの問題がそれまで

議論されなかったのか？

この問題が長い間タブー視されてきた理由は、ブル

ーボーイ事件と呼ばれる不幸なできごとによる。1969
年、ある産婦人科医が性転換手術を行ったことに対し、

懲役 2 年、執行猶予 3 年、罰金 40 万円の重い判決を受

けた。しかし当時性転換手術を禁止、規制する法律が

あったわけではない。警察、検察は、男娼（差別用語

ではあるが、いわゆるオカマ、ブルーボーイ）の睾丸

摘出術を行っていたその医師を検挙すべく、優生保護

法（現在は母体保護法）第 28 条、「何人も、この法律

の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にする事

を目的として手術、又はレントゲン照射を行ってはな

らない」を準用した。しかし判決では決して性転換手

術を全面的に否定したのではなく、しかるべき手順を

もって行えば許されるものとしていた。その医師は大

量の麻薬の横流しにもかかわっており、両者を合わせ

た刑が上述のようにきびしいものとなった。その結果

世間では判決内容をよく知らないままに、性転換手術

は大変な重罪であると誤って認識され、タブー視され

るようになった。それ以来医師はこの問題を避けて通

り、医療、法的サポートを必要とする当事者にとって

『暗黒時代』が続き、ただ声なき声をあげて、救いを

求め続けていた。

なぜ形成外科医である私が性転換手術を？

形成外科医である私の専門はマイクロサージャリー

であった。その技術で 26 歳、新婚男性の交通事故で失

ったペニスを再建したところ、子供ができ、そのこと

がテレビ、週刊誌に大きく報道された。

再建陰茎で子供ができたことを報じた新聞記事

（夕刊フジ）。この記事が私をジェンダーの道に導いた。
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それを知った 20 代後半の FTM 患者がペニスの形成

を希望して来院したのは 1992 年のことであった。当時

の多くの医師と同様に私も性転換症（性同一性障害）

についてはまったく無知であった。しかしその患者は

どこから見ても男性なのに、衣服を脱げばその体は完

全に女性で、しかもどうしても自分は気持ちの上では

男としか思えない、女の声がいやで焼き鳥の金串をの

どに突っ込んで声を低くしたとの告白に驚愕し、その

ことについて学ぶことを約束した。彼が残していった

当時でも珍しかった本、『性は変えられるか？』（穴田

秀雄著）には上記ブルーボーイ事件や、欧米諸国にお

いて 30 年以上前から行われていた性転換症の治療につ

いて詳細に解説されてあった。そして性転換手術もし

かるべき手順を踏んで行われれば正当な医療行為とみ

なされるだろうと記されていた。

なにごとにも後手後手のわが国において、医療面で

もこのように開かれてない部分があることに対し生来

の反骨精神を掻き立てられ、それでは自分がその治療

を始めようと決心した。

治療への準備期間

全くのゼロから性同一性障害の治療を始めるに

当たり、まず当事者の意見を聞くこととした。当時ま

だおおやけに顔を出していなかった虎井まさ衛氏（の

ちにミニコミ誌― FTM 日本―を発行）には彼の紹介記

事が掲載されていた雑誌社を通じて連絡をつけた。虎

井氏の世話で彼を含め計 5 名の当事者と私の自宅で会

ったのは 1994 年のことであった。倫理申請書にある

『暗黒時代』は、その時の虎井氏の言葉であった。

性同一性障害に関する文献がまだ少なかったので

1994 年にオランダで行われた GID の学会に参加した。

閉鎖的なその学会の存在を知ったのは、前述のペニス

再建法を英文で発表してあったのでそれを見た学会主

催者が、Harashina なる日本人形成外科医も GID 治療に

携わっているのではと考えて学会案内を送ってくれた

もので非常にラッキーであった。この学会場では

Human rights ―人権―なる言葉がさかんに飛び交ってい

て、性同一性障害は医療の面以上に人権、福祉の問題

に深くかかわっていることを初めて強く認識した。ま

たこの学会には精神科医、形成外科医など医療関係者、

法律、福祉関係者の他に当事者が多数参加していたの

が印象的であった。のちに私が第 1 回性同一性障害研

究会（1999 年）を主催した時にはそれを参考として当

事者に参加を呼び掛け、今日までその伝統が受け継が

れている。

初めて FTM 患者に会ってから 3 年、十分に準備がで

きたと考えられた 1995 年 5 月に埼玉医科大学倫理委員

会へ FTM2 例の性転換手術の承認を求めて申請した。

しかし当時はそのようなことを言い出したらとんだ物

笑いの種になるのではと半分恐れての決断であった。

FTM の尿道延長、ミニペニス形成術を高松亜子医師と

行っている。

申請翌日に精神科教授である倫理委員長に偶然会っ

たところ、『からだの性とこころの性が違うなんて面白

いことがあるんですね。』と言われた。当時は精神科医

でさえ性同一性障害についてそれほど無知であった。

このことがリークしたのは、毎年行われている全国

医科大学の倫理委員会委員長の会においての報告―埼

玉医大で FTM に対する性転換手術の是非を議論してい

るーを共同通信社の記者がかぎつけ、それを全国の新

聞社に発信したために全国一斉に記事となり、大きな

波紋を描いた。これだけ注目を浴びた理由は、①タブ

ー視されていた性転換手術を医科大学で行おうとして

いたこと、②人権の時代でマスコミが飛びつくネタで

あったこと、③ MTF の存在は世によく知られていたが、

FTM, すなわち女性から男性への性転換はほとんど知ら

れていなかったこと、などによると考えられる。

このニュースが流れた後に私は沢山の手紙を頂いた。

そのほとんどすべてが FTM の人たちからであった。彼

らは、自分は女性の体であることはよくわかっているが、

どうしても気持ちの上では男性としか思えない、こんな

ことを考える人間は世界に俺一人しかいないんじゃない

か、俺は精神病か、それとも変態か、と悩んでいたとこ

ろ、新聞記事を見て自分と同じような人がいるんだ、決

して俺一人ではないんだとわかっただけですっかり気持

ちが楽になったと異口同音に書いてきた。当事者本人が、

自分が何者であるかわからなかったほど FTM という存

在は知られていなかったのである。

申請から 1 年後の 1996 年 7 月、埼玉医科大学倫理委

員会は性転換手術を正当な医療行為と認める見解を答

申した。そこに提示された付帯条件に対応するため、

1996 年 9 月、埼玉医科大学でジェンダークリニック

委員会が結成された。

1997 年 5 月、日本精神神経学会が性同一性障害の診

断と治療のガイドライン「性同一性障害に関する答申

と提言」を発表した。
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第 1例目手術

1998 年 10 月 16 日、埼玉医科大学総合医療センター

（川越市）で医療行為としておおやけに認められた国

内初の性別適合手術（FTM）が行われた。第 1 例目は

奇しくも 1992 年にペニスの形成を希望して来院し、私

にジェンダーへの道を開いたその FTM 患者であった。

この時にも報道は過熱し、われわれ手術チーム 3 名が

手術室に向かう廊下には数十台のカメラの砲列が待ち

かまえていた。そして当日夜 7 時の NHK テレビのトッ

プニュースとしてその画像が流されたほどの扱いであ

った。

その後

1999 年 3 月には第 1 回性同一性障害研究会（GID 研

究会）が開催された。（2006 年から学会に昇格。）

2003 年 7 月、「性同一性障害者の性別の取り扱いの特

例に関する法律」、いわゆる特例法が公布された。

2004 年 7 月、上記特例法が施行され、当事者の戸籍

上の性別変更が実際に行われ始めた。

なぜスムースにことが運んだか？

性同一性障害に関して始めて大きく報道されたのが

1995 年、第 1 例目の SRS が行われたのが 1998 年、そ

れから 5 年後の 2003 年には特例法が制定された。西欧

先進諸国よりは大はばに遅れたとはいえ、すべて後手

後手に回りなかなか物事が決まらないわが国において、

しかも誤解、偏見の対象になりやすい性にかかわる事

柄―性同一性障害―に関する法律がかくも素早く制定

された理由としては、1）人権の時代、2）マスコミの

後押し、3）日本人の気質、の三つが挙げられる。この

ことが人権に深くかかわりをもつと感じたマスコミは

大挙して厚生省、法務省に押し掛けて問題の早期解決

を迫った。諸外国では人種、宗教、思想、職業、性的

嗜好などのゆえに一方的、かつ不条理な暴力犯罪の攻

撃対象とされることがあり、これを hate crime（憎悪犯

罪）という。同性愛者、性同一性障害者などの性的少

数者もそのターゲットとされ、単に性同一性障害者な

るがゆえに殺された事件があり、それが映画化された

（Boys, Don't Cry）。これらの人たちを治療する側の医

師さえも攻撃対象になり得るが、穏やかな日本人の気

質ゆえか、この問題に対する厳しい反対意見を投げか

けられたことは皆無であった。また日本人がマスコミ

の論調にたやすく誘導される点もプラスに働いたこと

は否めない。

おわりに

性同一性障害について声を上げたのは決して私が最

初ではない。ブルーボーイ事件裁判の鑑定人であった

高橋進、その弟子の塚田攻や、針間克己、阿部輝夫ら

の精神科医、法律家の石原明、大島俊之らがそれぞれ

の立場で当事者を診たり、それに関わる外国事情など

を紹介していた。しかし医学や法律関係の書籍、雑誌

に、『こういう人がいる、このように人権が侵害されて

いる。』と書いても世間の目を引くことはなかった。そ

れまでタブー視されていた性転換手術を外科医が行う

と言い出したのでマスコミが飛びついた。その後も倫

理委員会の答申、日本精神神経科学会のガイドライン

策定、第 1 例目の手術、特例法の制定ならびにその施

行など、それぞれのイベントごとに大々的に報道され、

この問題に対する世の理解度を高めた。これらの報道

以前には、性転換は『趣味でやっている。』、『商売のた

め。』などが一般の認識であった。それが報道以降には

『かわいそうな病気の人』（虎井氏言）に変化してきた。

そしてあるアンケートでは、GID を知っている－

85.2 ％、なんとなく聞いたことがある－ 14.3 ％、合わ

せて 99.5 ％の人が認知していた(毎日新聞、2009 年 9 月

3 日)。それより 14 年前の 1995 年に倫理委員会へ申請

した時には精神科教授でさえ全く無知であったことと

比較して雲泥の差と言うべきであろう。

もしも私が行動を起こさなかったとしてもこの人権

の時代にいつまでもこの問題が放置されていたことは

あり得ない。しかし私のアクションが問題解決への道

を少しでも早め、それによって悩み、苦しむ人たちに

わずかでも光明を与え、暗黒時代からの脱出の手助け

が出来たのは無上の喜びで、医師冥利に尽きる。

原科 孝雄

埼玉医科大学総合医療センター形成外科 前教授

drtakaoh@j01.itscom.net

※編集者注

本文中、現在使用されていない用語が含まれておりますが、

作者の意向を尊重し原文のママを記載いたしました。
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79歳の決意「早く生まれすぎましたが」

谷合 規子

「残り少ない人生ですが、やっぱり、私は自分の心に合

わせて、本来の女性として生きていくことに決めました。

何も好きこのんで男の姿形で、生まれてきたわけではあ

りません。今のこの気持ちはどうにも抑えられないんで

す。これは、わがままではないでしょう？」

2010 年の暮れも押し詰まったある日、約束したイタリ

アン・レストランに現れた立川章子は、この 3 年余り、

逡巡してきたときの様子とは、すっかり変わっていて、

下半身にメスを入れ、心身ともに、女性になるという硬

い決意が言葉の隅々にあふれていた。

立川章子は 1931 年 9 月生まれの 79 歳。心と体の性

が一致しない性同一性障害（GID gender identity disorder）
を抱えている。 初の出会いの頃と比べたら、顔つき、

肌、言葉やしぐさには、女性のシグナルが十分感じられ

るが、本人にははなはだ失礼で残酷かもしれないが、率

直に言って、女性とも男性ともつかない。もっと正直に

いえば、スカートや細めのパンプスを脱ぎ、ネックレス

をはずして、化粧を落としたら、やはり男性にしか映ら

ないだろう。

自分を偽らずに、心の性に正直に従ったところで、

長年まとってきた異性の肉体が、本来の性に移行するに

は相当の時間が必要になる。同じ GID でも若い人ほど

偽りの期間は短く、環境への順能力が大きいから、肉体

の移行に、時間はかからないが、年を経るにつれてそれ

はむずかしくなってくる。喜寿を過ぎた章子が女の肉体

を取り戻すのは、そう簡単ではなさそうだ。

どんな人でも、毎日つきあい続ける自分の姿が変化

する様子を客観視することは非常にむずかしい。第三者

が観察して、果たして性の移行は出来ているのか、中途

半端で、正体がばれてしまう（リードされる）のではな

いかということは、性同一性障害の当事者がもっとも恐

れていることの一つだ。

章子は 3 年前の 2007 年 12 月、76 歳のとき、二人の

専門医の診断をとりつけて、念願のホルモン療法を開始

した。U ターンはありえない性の移行のための身体的治

療については、医師も慎重で、精神神経学会は「性同一

性障害に関する診療と治療のガイドライン」を設け、治

療の開始には、セカンドオピニオンまで求めている。身

体検査、染色体検査、ホルモン値検査はもとより、章子

の場合は、高齢を理由に認知症のテストも課された。

これらに加えて、ガイドラインに沿って、性別違和

感が持続しているか、望む性での実生活をすでに経験し

ているかなどが確認され、必要に応じて家族への説明も

なされる。

立川章子と初めて出会ったのは、ホルモン療法を開始

する前のことで、現「一般社団法人 gid.jp 日本性同一性

障害と共に生きる人々の会」（当時の ‘ 性同一性障害を

かかえる人々が普通に暮らせる社会をめざす会「gid.jp」
’）が主催する交流会の席上だった。会場は山手線の駅

近くの公共施設で、便利な場所にあったが、興味本位のメ

ディアにさらされるのを防ぐため、ネットの案内は厳重な

管理がされている。筆者は同会の了解を得て、取材目的で

参加していた。

この日の参加者は、全国から集まった 20 代から 40
代の人々が 30 人足らずで、女性装の男性、男性風の女

性、男女どちらとも不明な人が目立つ。男性風の女性は気

にならないが、女性の衣装を着て化粧をした男性の姿とい

うのは、風俗店の怪しげで享楽的な匂いがすでにすりこま

れていて、一瞬たじろぐが、これとは似て非で、50 平

米ほどの室内に漂う空気には、はりつめたものがあった。

口の字形に机が並べられた会場で、全員が顔を見ながら、

自己紹介をするが、本名を名乗る人はまずいない。

彼らは日頃、別な顔で生活しているが、それとは切り

離された世界で、似たような仲間に囲まれ、しかも匿名の

存在になって、ようやく心の内の真実を絞り出しているか

のように見受けられた。既成の言葉では表現できない心情

を、ある人は慎重に探し出し、参加者をうなずかせていた

し、ある人はそれができずに、口ごもった。

一般的に、匿名性の高い人間のコミュニケーション

は、責任の所在を無くし、無機質、空疎で、時に犯罪の温

床にさえなるが、ここでは、仮面の下に隠された心の奥底

で、絆を確認し合えるのだろう。沈黙でさえ共鳴しあえる

マイノリティ同士の独特で、不思議な、しかも濃密な関係

が生まれていた。ネイティブ（生まれた時から）の性で生

きてきた筆者にとっては、まさに未知の世界であり、厳粛

な空間であった。

世間ではありふれたネイティブは、ここでは、異質な

感じで浮き上がるが、筆者と同じように浮いた男性が部屋

の片隅に座っていた。関係者の家族か、元官民どこかの相

談員かと思いめぐらしていると、順番が来て、彼はスク

ｯと立ちあがった。

「半年ほど前に会員になった MTF（male to female 体

は男性で、心は女性の性同一性障害の人）の立川章子で

す。75 歳になりますが、わたし、この世に生まれるの

が早過ぎました。わたしの若いころには、性同一性障害

や、GID という言葉も概念もなく、周囲の人たちには、

単なる変わりものとして映っていたようです」。声もイ

ントネーションも普通の男だが、マイクの持ち方がシナ

を作っているようで、いかにも女っぽい。芸術家風に長
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く伸ばした髪、肩幅は狭く、やせ形で、身長は 170 セン

チを超えている。

「生まれた時から、男の子として育てられましたが、遊

び相手は女の子ばかりで、子どもの頃はお手玉、あやと

り、おはじきなどが好きでした。病弱で泣き虫のわたし

を、男の子として育てるべきか、女の子として育てたほ

うが良いのではないかと母は悩んだようで、4 歳の時、

上野湯島に開業したドイツ人の医師の下に連れて行かれ

ました」

そこで、性器の診察とともに、ロールシャッハの心

理テストを受けた。

「インターセックス（半陰陽）ではありません。精

神・心は女性ですが、生物学的な身体は男性です。今後

徐々に男性化が進むので、男の子として育てるように」

この医師の言葉を、章子は母親と並んで、しかと聞

いたのを今でも思い出すという。それから 70 年以上、

章子は男性としての人生を歩んできた。

「わたしが女の子のようにふるまうことを、良しと

しなかった父も母もすでにこの世にはいません。もう両

親に従う必要もありません」

ひとしきり、身の上話をしてから、章子は着席し、

マイクを隣の人に回した。

出された名刺には、歌舞伎役者のように厚化粧で、

かつらをつけ、面長の美女の写真がプリントされている。

もう一つの章子だという。思わず見比べ見ると、顔の輪

郭から確かに同一人物だ。

この年で、女になりたい!?同年輩の人々が性ホルモン

の減少を自覚し、生活習慣病に悩まされ、健康に自信を

失い、老いを実感しているというのに！

本来の性を取り戻したいという GID の願望に、年齢

制限はないのだろうか？結婚しているというが、家族と

はどんな関係を築いていきたいのか？

男で生きた章子の半生

彼女自身が回顧する半生である。

幼少時から、病気がちでひ弱な男の子だった。小学

校時代はいじめられてばかりで、学校に行くのがいやで

たまらなかった。中学校は兄に続いて、慶応義塾の普通

部に合格する。

不忍池に近い上野黒門町で 17 代も続いた老舗を継い

だ父は、趣味で歌舞伎を研究し、講演を依頼されること

もあった。講師を務めながら、実際に女形の衣装を着せ

たり、化粧をすることもあった。それを傍らで見ていて、

子ども心にその美しさに魅せられ、自分もそんな化粧を

したいと思った。同じく名門出の母親の育児は厳格で、

強く、たくましく、正しく生きよと、常に言い聞かせて

二人の息子を育てた。章子が母親の女物の着物にひかれ

て、ひそかに手を入れたのを察知し、厳しく叱ったのも、

湯島のドイツ人医師の言葉が頭にあったはずだ。

終戦を前にした 3 月 10 日の東京大空襲では、一晩中

逃げまどい、家は焼け出されて、千葉の館山に疎開した。

地元の中学生と一緒に、迫撃砲陣地を整備する作業で、

モッコ担ぎをさせられるが、ままならず、「東京もんは

弱い」と、毎日、みんなにいじめられた。殴られれば、

なぐられっぱなしで、喧嘩をやり返すこともできなかっ

た。

終戦で東京に戻り、慶応に再入学。高校から新制大

学に切り替わり、得意な電気技術を生かし、慶応義塾大

学工学部電気科に入学した。体を鍛えるために、水泳部

に入ったが、同級生からパンツの中のものが貧弱だとか

らかわれ、いじめられた。

大学を卒業する前年、肺結核を病んだ。戦争で全て

を失い、経済的に留年は許されなかったので、やむをえ

ず中退する。間もなく、文化放送局の開局にともない、

電気技術を買われて、音楽プロデューサーのアシスタン

トとして従事することになり、その後、大手レコード会

社に就職する。ディレクターとして、売れっ子の有名歌

手を担当し、年末の紅白歌合戦は、舞台の袖で、忙しく

飛びまわった。日本人を魅了した数々のヒット曲は、‘

彼’のレコード・ミキシングの腕から生まれたという自

負心が今でもある。おのずと、芸能人とも交友関係は広

く、華やかな若き時代を謳歌した。

かつての職場についてふれる時、また同じ慶応大学

の経済学部を出て大成した著名な兄について語る時、章

子は慎重に声をひそめて、ヒット曲の曲名や有名歌手の

名前、兄の仕事の内容などについて触れるのをためらっ

た。これまで社会とのかかわりの中で、築いてきたいわ

ば、誇らしい過去の自分と、苦悶する MTF の自分がつ

ながるのを恐れ、兄を始めとして身内に迷惑をかけては

いけないという配慮が先にたっていた。

だが、それも 初のころだけで、インタビューを重

ねるにつれ、そんな気配は次々に消え、やがてなんでも

話すので、なんでも書いて良いと、積極的に微細な身の

うえ話を語り始めるようになった。

20 代、30 代は、仕事も順調で、恋人もできたが、性

器が小さいと馬鹿にされ、自信を失っていた。それでも、

社会的に成功している男に寄せられる見合い話は 36 回

を数えた。好きな人もいたが、肉体的に自信がないので

断り続け、ようやく結婚する気になったのは、40 歳に

なっていた。自分で見つけた相手は 15 歳年下で、ドレ

メを出て、婦人服を作りながら、夜は水商売のアルバイ

トをして、けなげに働く小柄な女性だった。好条件の縁

談をみんな断ったあげくにと、母親は怒り心頭に発した

が、相手の女性の持つデザナーとしてのセンスを見抜き、

結婚してなんとかサポートしてやりたいと心が動いた。

同時に、若い彼女なら夫の性的な弱点に気付かないかも

しれないと考えた。

妻はニュー・ハーフの衣装も作っていたせいか、結

婚前から夫の好む女性のファッションにポジティブな反

応を示し、夫の女装や化粧を、二人だけの秘密と言う条

件で、許してくれていた。この寛大な判断は、職業上の

関心もさることながら、夫に対する愛情に裏打ちされて
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いたものにちがいない。

実際、章子はインタビューの時、妻から借りてきた

というペンダントを首から下げていたり、タートルネッ

クの粋なセーターを、妻に選んでもらったと自慢をした

こともあった。

寒い夜、肩までかかった銀髪に、妻から借りてきた

黒いカシミヤのオーバーコートを羽織って登場した時

は、遠目に見ると、日本人離れしたホッソリとしたシル

エットが、フランス映画に登場する女性のようで、息を

のんだ。小柄な妻のロングコートだったに違いないが、

コートの下の細い脚がいっそう際立って見えた。

家では一人きりのチャンスを見計らって、女性の衣

装を着て、セルフタイマーのカメラの前に立ったりした。

割烹着姿のこともあったし、胸が大きくあいた派手なド

レスを着ることもあった。化粧品はなかったので、鏡に

向かって、白粉や口紅の替わりに絵具を使って、絵筆を

動かしている時間は、心が満たされ、至福の時でもあっ

た。

もちろん、会社や親類縁者、近隣でも、こんなこと

は一切知られないようにして、章子は二つの顔で生きて

きた。

夫婦関係は淡泊で、娘を授かったのは、章子が 50 歳

になっていた。妻に子どもを産む年齢の限界だからとせ

がまれ、その目的でなんとか努力した結果、幸運にも妊

娠したのだった。穏やかな性格の章子は、パートナーと、

けんかをすることもなく、平和な家庭を営んできた。

国内初の SRS「普通の人でも手術が

出来る！」

1998 年 10 月、埼玉医科大学教授で、形成外科医・原

科孝雄が日本で初めての性別適合手術（ SRS sex
reassignment surgery）を公けに行い、大きな社会ニュー

スになる。心と体の性が一致しない性同一性障害の患者

に、心の方を変えようと試みてきた従来の治療法では、

患者を救うことができない。肉体にメスを入れて、体の

方を心に合わせるしかないという当時の日本では画期的

な医学的判断を、マスコミは真面目に伝えた。この結論

を導き出すための埼玉医科大学倫理委員会、日本精神神

経学会の労作業は、原科孝雄が診察室で、「わたしは男

なんだから、先生の神の手で、ペニスをつけて欲しい」

と懇願する FTM（female to male 体は女性で心は男性の

性同一性障害当事者）のただならぬ声に、心を動かされ

たことから始まっている。

章子はこのニュースを報じる新聞やテレビを食い入

るように見た。すでに 67 歳で、サラリーマン生活を無

事終わらせ、アルバイトで電子機器の組み立てに従事し

ていた。それまでも、カルーセル麻紀やピーターなどの

芸能人を直接知ってはいたが、彼らの様な特殊な芸能人

や水商売の人でなくても、「普通の人が普通に生きるた

めに、性転換ができる！日本にも、わたしたちの夜明け

がようやく来た！」と実感した。

このころから日本の GID をとりまく情勢は、大きく

動き始める。

2001 年 10 月から翌年 3 月まで報じられたテレビ番組

「3 年 B 組・金八先生」で、上戸彩が GID の中学生を

演じ、茶の間の話題になったのもその一つ。脚本家の小

山内美江子が、アメリカで性転換手術を受けてきた FTM
の虎井まさ衛の実体験をもとに書いたもので、今でも、

このドラマで性同一性障害を初めて知ったという人は多

い。

GID の患者が医学的に、訴えの正当性を認められ、

晴れて肉体の性を変え、心身ともに、望む方の性で生き

て行く道はできても、彼らの戸籍変更は認められない。

住民票や健康保険証などの公文書類は生まれた時のまま

の性で記載されているので、彼らは正職にもつけず、パ

スポートも持てず、気軽に病院にも行けないなど、社会

生活で不当な不利益をこうむっていた。

当時、地方議員をしていた筆者は、性同一性障害に

悩む地域の FTM の当事者から相談を受け、初めて事態

の深刻さを知ることになる。しかしながら、一地方自治

体だけでは解決のしようがない難問だ。2002 年の始め、

所属する公明党の男女平等・人権プロジェクト・メンバ

ーに問題をなげかけたところ、参議院議員の浜四津敏子

はすでに事態を承知していた。参議院議員の松あきら、

小金井市議の鈴木洋子ら国会と地方議会の議員 10 人で

構成されたプロジェクトで、定期的に議論を重ね、当事

者の声に耳を傾けた。そのうちの一人、虎井まさ衛から、

自民党の一部国会議員とも、すでに勉強会を持ったと聞

き、時期到来を感じる。

この年の 11 月 10 日には、東京・小金井で「戸籍の

訂正 地方自治体や当事者ができること」をテーマに GID
のフォーラムが開かれ、すでに交友関係を持っていた近

くに住む MTF の当事者と一緒に参加した。

この時の討論で、地方自治体に望む彼らの要望を聞

き、まず筆者自身の出来るところから行動を開始しよう

と決意する。

小金井フォーラムの様子
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「自殺用のカミソリを捨てて！」

と法律の先駆者

フォーラムのあと、近くのレストランを借り切って、

夕食会が開かれ、ここで神戸学院大学法学部教授・大島

俊之（当時 55 歳）に会う。彼は性同一性障害を法律の

サイドから、日本でただ一人、研究してきた学者である。

1980 年の 4 月、大阪府立大学に民法担当の専任講師と

して赴任し、図書館でフランスの判例集を読んでいる時、

性同一性障害の存在と、彼らの自殺率が高いことを知る。

大島は学生時代に読んだ「哲学の根本的な使命は、

自殺を防止することである」というカミュの言葉を思い

出し、「性同一性障害者の人々の自殺を防止することは、

民法学者の使命」と思い至る。同時に、性同一性障害を

めぐる法律を研究することは、人間の根源である「性」

に触れることであり、彼の研究心を十分に満たす魅力的

なテーマだとも考えた。

1982 年には、諸外国の例も紹介しながら、各種の法

学研究会で研究発表をしているが、医者や当時者など関

係者に注目されることはなかった。

前述した日本精神神経学会の「性同一性障害に関す

る診療と治療のガイドライン」を作成するための前段と

して、埼玉医科大学倫理委員会の「『性転換治療の臨床

的研究』に関する審議経過と答申」と、日本精神神経学

会の「性同一性障害に関する答申と提言」が 1996 年に

発表され、末尾には法律関係の参考文献があげられてい

るが、10 年以上も前に発表された大島論文には全くふ

れていなかった。

つまり、性同一性障害について、同じ日本国内で、

大島俊之と埼玉医大はそれぞれが点のままで、先駆者と

して、とりくんでいたわけで、インターネットの発達し

た現在では、信じられない話だが、やがて、アメリカで

外科手術を受けてきた前述の虎井まさ衛が両者を線で結

ぶ役割をする。

夕食会で、大島俊之は、筆者の差し出した名刺に、

新座市市議会議員の肩書と政党名を見だすと、即座に聞

いてきた。

「性を変更することは、宗教によってはタブーだけ

ど、公明党の支持母体・創価学会は、宗教上の教義とし

て、否定することはないの？」

突然の問いに、一瞬面食らったが、「いえ、そのよう

な戒律は全くありません」。

確信を持って断言すると、彼は心底安堵したように、

「良かった！さもなきゃ、国会の見通しは暗いからねぇ」

と、人懐こい顔を向けてきた。

これは、国会で「性同一性障害者の性別の取り扱い

の特例に関する法律」が制定される 8 カ月ほど前のこと

になる。

創造主の神が、男と女を創る時、ちょっとミスをし

てしまったというのでは、神の絶対性が崩れてしまう。

そんな理由で、かつては性別適合手術を認めなかったキ

リスト教の教会も、欧米の進んだ人権感覚に押されたの

か、今ではそれも許されている。大島の質問にはそんな

背景が感じられたが、宗教は人々を苦しみから救済し、

より善き生への顕現を目指す精神の大地のようなもので

ある。

宗教哲学者でインドの詩人・タゴールが、「釈尊は人

間自身の中にある力を明らかになさり、恩恵とか幸福と

言ったものを天から求めようとせず、人間の内部から引

き出そうとなさった。かくのごとく尊敬の念をもって、

親愛の心をもって、人間の内にある智慧、力、熱意とい

ったものを釈尊は大いに讃美なさり、人間とは惨めな、

運命に左右される、つまらない存在ではないことを宣言

なさった」（タゴール著作集第 7 巻より「仏陀」奈良毅

訳 第三文明社刊）と釈尊について、考察する言葉があ

るが、創価学会は、この釈尊の悟達を原点とする仏法を

掲げた人間主義の団体である。GID の存在や性の変更を、

教義で否定したり、束縛をすることはありえない。公明

党はその団体に推薦された政党である。

大島俊之は、大きなかばんの中から自身の著書「性

同一性障害と法」（日本評論社）を取り出し、筆者に贈

呈してくれた。この年に出版されたばかりの高価な専門

書だった。あとがきで、彼はこう結んでいる。

「しかし、わたしは、わが国司法の将来に失望して

いません。近い将来、正義は必ず実現します。正義の女

神が微笑むその日まで、わたしは、あなたを決して見捨

てません。その日が来るまで、あなたに生きていて欲し

い。自殺用のカミソリを捨ててください！」

当事者の大半が自殺未遂を経験していることは、イ

ンタビューを重ねるほどに、実感する凄惨な事実だ。た

だでさえ、不安定で悩みごとの多い思春期の原因不明の

自殺者は、周囲の者から、いじめ、学業不振、失恋など

と、その理由を憶測で片付けられてしまいがちだが、真

相を誰からも悟られず、一人悩み苦しんだ若い GID の

命が洋の東西を問わず、はかなく消えていることは、想

像に難くない。

彼らの命を救いたいと願う大島の熱い心に、共感す

る。宗教が人を幸せにすることを目的とするならば、医

学も法律も政治も、人が幸せに生きられるための手段で

ある。

国会で「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に

関する法律」が制定されたのは、このあと 8 カ月ほどの

ことになる。

「特例法」は日本史の新たな 1ページ

パーティのあとの 2002 年の 12 月議会で、埼玉県新

座市と、東京都小金井市は、性同一性障害を有する者へ

の配慮として、印鑑証明書を始めとして、自治体が管理

する公文書の性別記載を可能な限り撤廃することを決め

た。我が国の地方議会では、初めてのことで、各新聞の

地方版も好意的な報道をしてくれた。この時、日本で GID
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の啓発活動をけん引してきた虎井まさ衛が、議会を傍聴

するために新座までかけつけ、休憩時間に地元の FTM
の当事者とともに、答弁側の市長、副市長（当時は助役）、

教育長に、状況説明をしてもらえたのは、行政側の理解

の大きな力になった。

同じ議会で、筆者が国に対して、「性同一性障害を抱え

る人々が普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見

書」を提出したのも、地方議会としては初めてのことで、

意見書の中には①戸籍の訂正を認めるように。②治療や

手術にかかる費用の保険適用をせよ。③公文書の男女記

載を可能な限り撤廃すること。④関係の専門職の人に性

同一性障害を理解するための研修をすること。⑤性教育

では、性同一性障害を含む性的少数者の理解のための指

導をすることと、かなり欲張った 5 項目を書きこんだ。

これらは 9 年たった今でも、すっかり解決しているとい

うものは、一つもない。議場では内容の説明にかなりの

時間を要したが、ブーイングの声もなく、当時としては、

おそらく初耳の議員も多かったにちがいないが、一人の

議員を除き、会派を問わず 27 人の議員の賛同を得るこ

とができた。

提案に際しては、埼玉医科大学の当時倫理委員会委

員長・山内俊雄著の「性転換手術は許されるのか」（明

石書店刊）に記された真摯な議論の過程や、日本精神学

会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライ

ン」、さきの大島俊之の著書「性同一性障害と法」から

得た知識が、有力な応援団になってくれたことはいうま

でもない。この意見書については、その後、政党や会派

に関係なく、全国各地の地方議会から問い合わせが続き、

性同一性障害が、我が国の新たな人権問題として燎原の

火のように広がっていくことを実感した。同時に、HP

で知りえたのか、筆者へ届いたメールの数もかつてない

ことで、潜在する GID 関係者の多さに驚いた。

国会では、これら地方からの発信を背景に浜四津敏

子、松あきららが、GID についてすでに理解を示してい

る与野党の議員間の調整に走り回り、のちの法務大臣・

南野知恵子を中心に議員立法を目指し、翌 2003 年の 7
月 16 日、「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関

する法律」（以下、特例法）が制定されることとなった。

執行は一年後の 2004 年 7 月で、施行 3 年後を目処とし

て、必要があれば、見直されると、付則にはあった。

これにより、性同一性障害を有する者が、① 20 歳以

上であること②現に婚姻していないこと。③現に子がい

ないこと。④生殖線がないこと。⑤他の性の性器に近似

する外観を備えていることの 5 項目を満たせば、戸籍の

変更が可能になった。

衆参の委員会で採決の様子を傍聴したが、賑やかな

質疑、討論が飛び交う地方議会と違って、国会では誰一

人、発言する議員もなく、予定調和と秩序に守られて、

静かに厳かに、全会一致で法案は通り、成立した。性同

一性障害の者が戸籍に記載された男女の性を変更するこ

とが、日本の歴史で初めて可能になった瞬間でもあった。

法律学者大島俊之が著書のあとがきに「正義は必ず実現

します」と記してから、1 年 1 カ月あとのことになる。

GID に苦しむ当事者の訴えを、心ある医者、学者、

政治家が、それぞれの立場から共感し、信念を持って、

仕事を進めた結実で、神代の昔から存在したはずの GID
の人々が、肉体的にも、法律的にも呪縛から逃れるよう

になった我が国の歴史的な第一歩だった。

しかしながら、この法律の誕生を、複雑な心境で受

け止めた当事者もいた。性別変更の 5 項目の条件のうち、

③の現に子がいないことといういわゆる「子なし条件」

があるため、子どものいる GID にとっては、子どもが

先に死ぬようなことでもなければ、一生涯、性別変更が

できない絶望的な法律だったからだ。

すでに子をもうけている GID とそうでない GID とで

は、天国と地獄ほど違いのある骨子案が示された時点か

ら、当事者間には対立が生じていた。この年の始めに立

ちあがった‘性同一性障害をかかえる人々が普通に暮ら

せる社会をめざす会「gid.jp」’（現「一般社団法人gid.

jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会」）の会員に

も、子のいるメンバー、いないメンバーがいて、両者の

対立は会のまとめ役でもある代表の山本蘭にとっても他

人事ではなかった。

弁護士出身の参議院議員・浜四津敏子は頭を抱えな

がらも、いわば日本国の根幹をなす法律、戸籍法につい

ては法制局側のガードが堅く、これをいじることの難し

さは、想像以上のものだと洩らす。GID の当事者がそれ

ぞれの立場の声を、政治家に生でぶつけていくばかりで

は、ただでさえ、理解者が少ない議員たちに慎重論がた

かまり、マスコミに興味本位でとりあげられたりしたら、

世論が思わぬ方向に進む可能性も十分ある。不十分では

あっても法律の制定を急ぐべきか、納得できる法案に煮
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詰まるまで、時間を待つべきか、関係者は二者択一を迫

られた。

「一条の光。まず法律を産むこと」

たとえ制限がつけられても、ここで一条の光を逃す

わけにはいかない。「法律は新たに産みだすときの苦労

より、見直しの方がずっと楽だから」と国会議員受け売

りの説明が、関係者の間を合意形成のために飛びまわっ

た。この特例法は、ふりかえってみれば、骨子案ができ

てから二カ月あまりの速さで成立しているが、背景には、

一日も早く戸籍を変えたい、チャンスを逃すなとい当事

者の切実な願いと妥協とが秘められている。

その後、この特例法の「子なし条件」は、山本蘭ら

の強い働きかけにより、施行後 4 年の 2008 年 6 月に、

改正されることになるが、その内容は ‘現に子がいな

いこと’が‘現に未成年の子がいないこと’になっただ

けだった。このとき、山本蘭らは、国会内で記者会見を

開き、用意してきた声明文を読み上げた。

――― 本日、「性同一性障害者の性別の取り扱いに

関する特例の法律」が改正され、第 3 条第 1 項第 3 号「現

に子がないこと」が「現に未成年の子がないこと」に改

正されました。

まずは、改正にご尽力くださった議員のみなさま、関係

者の方々に、深く御礼申し上げます。

性同一性障害特例法が 2003 年 7 月に成立して 5 年。私

たちは当初よりこの「現に子がないこと」要件に反対し、

改正を訴えて参りました。

今回、その改正が実現したわけですが、条文の全文削除

とはならず、「未成年の子がいないこと」になってしま

い、手放しで喜べる状況にはなりませんでした。

もちろん、今までは、子どもがいれば生涯性別変更がで

きなかったわけですから、前進であることは確かですが、

一歩とはいえず、半歩前進というところです。

この条文では、未成年の子を持つ当事者が残されてしま

います。中には、十数年待つ必要がある当時者もいます。

実際には、子どもが小さなほど親のかかわりが必要であ

り、そのためにも性別変更が必要であったのです。

そもそも、性同一性障害特例法は、当事者が置かれてい

る厳しい状況を救済するために生まれたものです。にも

かかわらず、性別変更できない人は、その厳しい状況に

取り残されているわけであり、それを放置して良いわけ

がありません。

さらに、この要件が設けられた理由として、「親が性別

変更すれば子が混乱する」「社会秩序が乱れる」などが

挙げられていますが、これは性別移行と戸籍上の性別変

更の混同による誤りで、実際はそのような混乱は生じま

せん。

さらに、「家族から慎重な対応を求める意見」があった

とのことですが、これらはいずれも性同一性障害に対す

る誤った認識によるものです。

現に子がいないことを全文削除しても、問題はないので

す。幸いにも、今回見直し条項が付加されることになり

ました。

私たちはそれを糧にとし、本条文の完全撤廃をめざし、

今後も活動を続けてまいります。

戸籍の性別変更が実現すれば、性同一性障害の全ての問

題が解決するわけではありません。

戸籍には性別を変更した事実が生涯残ってしまうため、

性別変更の事実が第三者に漏れてしまう可能性がありま

すい、婚姻や養子縁組にも支障を生じています。

それ以前に、特例法によって性別変更のためには性別適

合手術を受けることが前提となっているのに、それを受

けられる施設が国内では非常に限られてしまっていると

いう現状があります。さらには、精神領域以外の治療に

健康保険は適用されていません。

また、治療を円滑に進めるためには生活の安定が不可欠

であるのに、雇用差別をはじめとして社会環境はまだま

だ受け入れが進んでいません。

このようにまだまだ多くの問題が残っています。

私たちは、当事者をとりまく環境が少しでも改善される

よう今後も努力を続けてまいります。国会議員のみなさ

まおよびマスコミの皆さまにも引き続きこの問題に関し

てご助力を賜りたくお願い申し上げます。

性同一性障害をかかえる人々が、

普通にくらせる社会をめざす会

代表 山本 蘭

特例法改正記者会見の様子 左より松あきら参議院議員、

浜四津敏子参議院議員（当時）、山本 蘭 gid.jp 代表
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山本蘭に続いて、現に未成年の子を持ち、育ててい

る当事者が自らの親子の日常の様子を例にあげて、改正

されたのちも、救済されない実情を訴えた。マスコミは

これらを報道したが、それから 2 年 8 カ月後の今も、特

例法はそのままになっている。ちなみに 2010 年末、法

律施行後 6 年半の間に、戸籍の性別変更を行った件数は

2,238 人を数えている。

話を戻そう。定年退職をして、時間的なゆとりが出

てきた立川章子は、これらの報道をつぶさに見聞きする

機会が増え、それまで抱え込んできた得体のしれないマ

グマが実は、医学的に‘性同一性障害’と名付けられた

症状であることを確信する。子どものころから折にふれ

て顔を出し、そのつど強い理性で抑えてきた性別違和の

感情が、女の体になりたいという明確な願望に変わり、

それが日々鮮明になってきて、やがて瞬時も脳裏から離

れなくなってきた。偽りの自分をどうしたら乗り越えら

れるか、苦しみ、悶え、眠れない夜が続き、すでに放置

できる状態ではなくなり、近くの精神科医にかけこんだ。

そこで、「この鬱状態は性同一性障害によるものなので、

埼玉医科大学への紹介状を書いてほしい」と自ら症状の

診断を下し、同大学病院の精神科医・塚田攻のカウンセ

リングを受けられるようになった。このとき、章子は 75
歳だった。

同時に家族にもカミングアウト（性同一性障害を打

ち明けること）をした。妻は夫の化粧や女性装には抵抗

を示さなかったにもかかわらず、性同一性障害という言

葉には、否定的な態度で、耳を傾けない。25歳のひとり

娘も「お嫁にいけなくなるじゃない！」と反発する。

兄は長男として、亡き両親からも、弟家族をよろし

くと頼まれているので、放ってはおけない。章子が 4 歳

の時受けた専門医の診断を知っているはずだが、いまさ

ら本物の女になりたいという章子の話など、とうてい受

け入れる様子はない。「第一に家族を泣かすようなこと

をしてはいけない。次に、人は内面を磨くことが大事で、

外見を重視して、体を変えるなんてとんでもない」と、

強い言葉で忠告してきた。

心に合わせて、姿形を変えるという発想の治療法は

兄には論外だった。そんなことをいう医者に会わせろと、

章子のカウンセリング治療に同行し、精神科医・塚田攻

の説明を求めた。章子は廊下に出されて待った。兄は塚

田と二人きりになり、20 分くらいたって、診察室の外

に出てきた。攻撃的な顔は無表情になり、無言だった。

この時から、章子が女性の姿に変わっていくことについ

ては、意見されなくなったような気がする。それだけに、

家族を大切にするという忠告については、守らなければ

ならないと思った。

家庭内で孤立し、一人ひそかに苦しみ続ける章子にと

って、パソコンは 適な相談相手だ。ちなみに彼女はパ

ソコン教室でサポーターをするほどのスキルの持ち主で

もある。世界中の情報を入手できる上、無声のため、同

居の者に気兼ねがない。通信相手には、性別を完璧に隠

せるし、顔を見ながらでは話しにくい性に関する話題も

容易にできる。章子が ‘ 性同一性障害をかかえる人々が

普通に暮らせる社会をめざす会「gid.jp」’ をネットで探

し出し、代表の山本蘭と連絡をとりあうようになるのも、

時間の問題だった。会のメンバーに加わり、パソコンの

腕が会の運営に役だてたのも、嬉しいことだった。

一般社団法人となった「gid.jp」

都内の某所で、顔を会わせる交流会では、冒頭で紹介

したような参加者の語らいや情報交換だけでなく、主催

者側の工夫で、「医療」、「法律」、「整形」「カミングアウ

ト」、「家族」、「化粧」、「職場」など専門家や当事者によ

る講演が毎回企画されていて、会員はわずか 500 円の会

費で、GID 必須の情報が得られる。会の存在は、章子ば

かりでなく、当事者にとって、実用的な情報の取得のみ

ならず、かけがえのない精神的な支柱になっていく。回

を重ねるにつれ、参加者が増え、今や東京、関西、東海、

北陸、九州・中国、沖縄、南東北と、全国に7支部が結成

され、会員数 900 人を擁するまでに発展している。

章子が入会した 4 年半前は、東京で 2 カ月に 1 度開

催された交流会が、2010 年には全国で、34 回を数え、

東京の参加者数は毎回 50 人を超えている。会員の選挙

で選出された代表や世話人はもとより、リピーターたち

の語る豊富な情報に、ニュ―・カマーのフレッシュな緊

張感が混じって、この手の会にありがちなマンネリズム

に陥る気配はない。

大半がネットで会の存在を探し当てていて、彼らに

とって、インターネットはとりわけ欠くことのできない

ツールになっていることがわかる。同時に「gid.jp」の

会員には、IT 関係の仕事をしている人が目立つ。この

業界では仕事の能力は問われるが、その他のことはあま

り重要視されない。従って、ファッションも比較的自由

なため、トランス（肉体の性を変えること）する前の MTF
にとって、苦痛の種である背広にネクタイのビジネスマ

ン・スタイルを要求されることもない。GID を抱える人

たちの意識が、近年、急速に変化してきた背景には、い

ろんな意味で IT 社会が後押しをしてくれていることを

感じる。

GID を抱えた当事者が、「gid.jp」の会員になり、有用

な情報を得て、無事トランスして（肉体の性を変え）、名

前を変え、戸籍を変えるや、会を卒業し、消息を絶って、

新たな場所で、普通の人になって、新たな人生を迎える

人ももちろん少なくない。

心を偽って、少女を演じていたものの、どうしても

おしゃべりの仲間に入れなかった中高一貫の女子校は、

卒業しても思い出したくないし、同窓会とも無縁で、履

歴書の学歴欄も埋められないと嘆く FTM。故郷の親兄

弟とは、勘当同然で、大都会に紛れ、男女の記載がない

運転免許証だけを頼りに、男性として非正規労働の職に
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つき、手術のための治療費を貯めたいとうちあけた上司

に「男なら、上半身を脱いでみろ」と、好奇な目で迫ら

れ、転職をくりかえす FTM。性別が明記された住民票

を提出できず、アパートもなかなか借りられず、問題が

起きるたびに、転居を繰り返す GID。恋人ができては、

後の一歩の手前で、逃げるように、姿を消す GID。彼

らは何一つ悪事を働いたわけでもないのに、わが身の尊

厳を守るために、職場や住所を転々と変え、消息を絶ち

ながら、生きている。連続する人生を、断ち切り、過去

を消すということは、かけがえのないふるさとや友情を

放棄することにつながる。肉体と精神の性別が一致しな

い不安定な存在は、社会のなかでも、不安定な人生をよ

ぎなくされる。百歳を超えた行方不明の高齢者が地域の

絆の崩壊や無縁社会を気付かせてくれた昨今だが、GID
をかかえる彼らは、社会の仲間入りをする前から、すで

に地域の絆も、親兄弟との縁をも断って、孤独の大海を

さすらう。

そんな状況をいつまでも続けていてはいけないと、

GID をかかえる人々の QOL（quality of life 生活の質）

の向上を目指し、‘性同一性障害をかかえる人々が普通

に暮らせる社会をめざす会「gid.jp」’は、さらに活動

を広げ、2011 年 2 月 4 日、立春の日、従来の活動から

一歩前進し、念願の一般社団法人として生まれ変わった。

「gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会」と名

称を変え、代表の山本蘭は、今後、公益社団法人を目指

すと抱負を語る。

男女平等になれば、

性同一性障害は救われるか

「さし障りがある言い方だけど、山本蘭を女にして

しまったのが、残念だ」。

精神神経学会による「性同一性障害に関する診療と

治療のガイドライン」に基づいて、日本の SRS を初め

て成功させた外科医の原科孝雄は、折に触れて彼女の行

動を讃嘆する。女性が劣性であることを前提にしたよう

な発言で、確かにさし障りのある表現だが、MTF の外

性器切除の執刀をする外科医の発言にはリアリティがあ

りすぎて、あまりにも生々しい。一度の人生で、男と女

を経験する GID は、男女差別を実感し、それを証言で

きる貴重な存在だが、それ以上に、GID が抱える問題は

大きく、受ける差別も深刻だ。

「MTF がどんなにがんばっていい女になっても、ネ

イティブの女にはなれない」と、山本蘭が嘆息するのを

耳にしたことがある。

虎井まさ衛も全国各地で GID についての講演を続け

ていて、男女共同参画を推進する団体から要請されるこ

とが多い。そこでは、「男になったら、社会の見る目が

変わってきた。訪問するセールスの態度も、女のときよ

り丁寧で、一目置かれていることを実感する」といった

体験を語ることにしている。ここで、必ず参加者は大き

くうなづき、講演が盛り上がるからだが、これは受講者

に対するリップサービスのように思える。虎井としては、

男女差別より性同一性障害に関する啓発活動の方を重要

視して当然であろう。

日本の社会では、女になれば、就きたい仕事の職種

もあきらかに限定され、賃金もさがり、社会ではワンラ

ンク下に位置付けられることを百も承知で、MTF は、

女になることを切望する。男女平等の運動を推進してき

た人々には、社会に男女差別がなくなり、各々が自由に

生きられるようになれば、性同一性障害の悩みは解決す

るのではないかとさえ、主張する人もいるが、正鵠を失

している。

男女差別、女性蔑視による人権侵害は人間社会が長

い時間をかけて作り出したもので、近年はそれも見えに

くくなりガラスの天井ともいわれるが、人工物であるこ

とに変わりはない。それを感じる者が常に、問題意識を

持ち、社会のしくみや慣習を見直す努力を続けていけば、

いつかはガラスも破れることがあろう。これは女が男に

なることでもないし、人がみな中性になることでもない。

一方、性同一性障害の原因については、わからない

ことも多いが、環境によるものとか、生物学的にヒトが

発生し、性を決定する段階でのわずかな行き違いから生

じるのではないかなどと考えられている。ガラスの天井

に比していえば、本人にしか見えない心の中に存在する

ジェンダー・アイデンティティという透明の柱のような

ものであって、これが異物として感じられる。柱を倒し

たり、とりかえることは、その人の存在そのものを奪う

ことになるので、できない相談だが、柱を支える周辺の

可視的な構造物は取り換えることも、塗りかえることも

近年は可能になってきた。周辺を柱に合わせることで、

心身ともに調和し、異物は異物でなくなる。この実務作

業には、もっぱら専門医による医療技術が必要とされる

が、作業を発注する人は、あくまでも柱を抱える本人で

しかない。人生をひっくり返すような大作業のゴーサイ

ンを出す強い自律心が、当事者には求められるゆえんで

ある。柱の周辺作業の手続きや、そのあとの社会的な措

置について、人々の理解や協力を求める段階に至れば、

男女平等を目指す人の運動と同じで、社会体制を見直し、

人々の理解や周知を求め、人権感覚を養っていくことが

肝要になってくる。

筆者は長い間、女性運動にかかわってきたが、議場

で性同一性障害についてとりあげたときに、一つの問題

に心中ひそかにぶつかった。それまでとりくんできた男

女共同参画社会を目指すためには、そうでない実態を、

市民に覚醒させる必要がある。いわく、女性議員の割合、

管理職公務員の男女の割合、役所の中で、女性のいない

専門委員会の点検など、ことさら、性別を明確にして、

運動を進めてきたきらいがあったが、ここにきて、性別

不問を主張するわけだから、正反対の主張になってしま

い、頭の中を整理する必要があった。

選挙では投票率の男女比や世代分けした数字が必ず

報道され、それはそれなりに説得力をもっている。とく
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に被選挙権を行使する者の男女比などは注目に値する。

選挙に関するデータが性別不問になったらどうなるか。

また、学校では子どもたちの学力、体力など、男女別の

統計はつきものだが、これはどうしたらよいのか。

一体、性同一性障害の人はどのくらい存在するのか。

明確な数字はなくて、アメリカの報告から日本人の場合

を推計すると、成人男性で 3 万人に一人、成人女性は 10
～ 15 万人に一人と、山内俊雄は「性転換手術は許され

るのか」に記しているが、それからすれば、人口 15 万

人の自治体では、2~3 人ということになる。それでも、

選挙の投票はしづらい、制服のスカートは絶対はきたく

ないなどという性同一性障害に悩む市民の声に耳を傾

け、配慮するのが人権感覚というものだ。人権は、たと

え少数でも守らなければならない。選挙の名簿も、学校

の名簿も 2 種類の記帳で、当事者に精神的な苦痛を与え

ないための配慮をすることは可能だ。そのためには手間

暇をかけることが、人権を守るということの結論だった。

それにしても、章子と初めて対面したとき、「男性と

して、社会的には有利な立場で働き、リタイアしてから、

女性宣言をするって、ずいぶんうらやましいというか、

人生を上手に、泳いでいますね」と、冗談とも皮肉とも

つかない質問をしたら、章子はきょとんとしていた。

「おっしゃる意味が全くわかりません」

「つまり、日本の社会では、とくに章子さんの年齢

では、女性が働きたくても、職種は限られ、結婚・出産

でやめなければなりませんでしたから、わずかな例外を

除けば、定年後振り返ってみても、栄えある仕事の実績

なんてありえないのですよ。章子さんが誇らしげに語る

お仕事って、女性だったら無理でしたよ。そうしたら、

今のような年金生活もありえなくて、カミングアウトし

ても経済的に治療は難しくなりますから。」

「だって、女になりたいという気持ちを抑えて、つ

らいなかで、仕事をしてきたんですよ。それがどうして

うらやましいのですか？」

再度尋ねられて、この話題はおしまいにした。

舞台は変わるが、「男に負けたくないって肩肘張って

いる女性は感覚的に好きになれないです。トランスした

ら、喫茶店で、遠慮なく、クリーム・パフェを注文でき

るし、好きなおしゃれもできる。お料理や片付けなどの

家事なんか性にあっているから、早く結婚して、そんな

ことをして毎日を送れる普通の奥さんになりたいの。会

社に勤めるのはもうシンドイ！稼ぎの良い旦那さんを早

く探さなきゃ」などと、女性装の 20 代の MTF が、広

い肩幅をゆすりながら、太くて低い声で、夢見がちに語

るのを聞くと、オヤオヤ、甘ったれるんじゃないよとい

いたくもなる。彼女は念願の女性になったら、世の中は

それほど甘いものでないことを知るはずだ。

ジェンダーの平等と、ジェンダーの治療とでは、求

める人の動機も、その方法も質も全く異なるが、両方必

要だ。

妻の反応「心の灯火が消えないなら」

精神科医の塚田攻は、立川章子の治療を、妻の同意

なしに進めることは不可能と判断し、カウンセリングに

は二人で通院することを求めた。

カウンセリングを受け始めてから一年余りが経った

2007 年 8 月、初めて夫に同行したパートナーは、夫が

GID で、心の灯火は消えないことを納得し、塚田の前で、

ホルモン療法の同意書にサインをした。愛情の証しと推

察するが、このとき、彼女は SRS だけはどうしても認

められない、性急にことを運んだら、別れることもある

と、夫に条件をつけた。

章子の方は、女性の肉体に一歩近づける承認を得た

喜びで、交流会の席上、涙声でこれを報告した。嬉しく

ては涙、悲しくては涙、章子の泣き声を電話口で何回、

耳にしたことか。‘女々しい’人だ。

「治療で本来の性を取り戻しながら、家を出入りす

るときは、パートナーがいうように、人目につくので、

従来の男の姿で通し、これまで通り、家族を大事にして

いきます。つれあいが一生懸命わたしに尽くす愛情と希

望を、中断することはできませんから」とも語った。

12 月に、ホルモン投与が開始されると、肌がきめ細

かく、なめらかになって、かなり女性っぽくなり、実年

齢より、ずっと若く見えてきた。天然のカールがかかっ

た芸術家風のセミロングの白髪は、女性への移行に大い

に役だっている。

翌年 8 月の交流会では、会場の障害者用トイレで女

性用の白いポロシャツと薄手のポリエステルのスカート

に着替え、モデルのように細くて長い足にストッキング

をはいて、メイクもすませて、ちょっと恥ずかしそうに

登場した。ノーブラだったので、ポロシャツの胸のあた

りに、乳首の山が飛び出し、思わず目をそらしたくなる。

「もうブラジャーを、つけないと、みっともないですよ」

とアドバイスをしながら、なんとも妙な感じがした。腕

や肩のあたりが丸みを帯びてきた。筋肉が落ちて、一気

に腕力がなくなってきたのを感じるという。クーラーの

きいた涼しい部屋だったが、一人、顔中に汗がふき出て

いるのは、ホルモン投与のせいで、女性の更年期障害の

症状と同じなのだそうだ。

ここまで来ると、一年前の妻との約束はどこへやら、

「本当は SRS をして、心と同じ、本来の女の体になり

たい。戸籍も女に変えたい。死ぬ時は、一人の女になっ

て、送られたい」と、「gid.jp」の若い仲間に洩らし始め

た。GID を熟知している仲間にさえ、「今さらそこまで

やることはない」と、年齢を理由に、反対されることが

多かった。

しがらみの少ない若い面々が、双六のあがりを目指

す様に、慎重な「ガイドライン」の手続きを尻目に、ス

ピーディにカウンセリングとホルモン治療を受け、規制

の緩い外国で SRS を済ませ、名前を変え、戸籍の変更

へと突き進んでいく姿を見て、章子には半ばうらやむ気

持ちと、彼らとは所詮、出自も環境もがちがうのだから

という誇りともあきらめともつかないものとが、入り混
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じっていた。相変わらず、家を出入りするときの外見は、

男のままの姿でいることを、妻に要求されていて、それ

を守っている。

ファッションに関して、性の移行は、 初はパート

タイマーで、許される範囲のところから始まり、やがて、

フルタイムで、どんな場面も新しい性で過ごすようにな

る。それが出来て、初めて、肉体の移行に取り掛かるわ

けだが、これには個人差があって、全ての GID がプロ

グラム通りに進むとも限らない。外見上は、心に合わせ

た新たな性でふるまっていても、パンツの中までは、一

生変えたくないという人もいる。これには、経済的な理

由、健康上の理由ばかりでなく、そこまで気が進まない

という人もいるのだ。

性同一性障害という疾患名を下し、治療法を決める

主役は本人である。これほど自己責任を問われる疾患は

他にはない。

手術はしたいが、家族とも平穏に暮らしたいので、

男の姿になったり、女になったりしながら、本人いわく

優柔不断に時を過ごしてきた章子が、冒頭に記したよう

に、ホルモン投与を始めてから 3 年目の 2010 年の暮れ

に一大決意をした。

「SRS をします。これを許してくれない妻とは離婚

して、戸籍の上でも女性になります。一人で生きて行け

ます」と、宣言したのだ。章子の場合、特例法の改正で、

子はすでに成人に達しているので、戸籍の改正にひっか

かることはない。

「バケツの水があふれた！」

「蘭さんのバケツの水のたとえの通りですよ。これ

以上我慢の生活は続けられません」

バケツの水のたとえと言うのは、山本蘭が医学書に

寄稿した論文（2005 年 4 月。「Modern Physician Vol.25
No.4 新興医学出版刊」）にあって、彼女自身や仲間の実

経験を念頭に、たてた仮説のことである。性同一性障害

を有する者が抱く性別違和感は、バケツの中に、ポタポ

タと水のように、たまっていくもので、バケツがいっぱ

いになるまでは、何とか耐えることができる。したがっ

て、この間なら、結婚することも子どもを作ることもで

きるが、性別違和感は精神のなかに蓄積するもので、こ

れを封印し、自分をだまし続けてきても、ある日、突然、

水があふれておさまらない精神状態に陥るという説であ

る。

医学的には、性同一性障害は、中核群、辺縁群と分

けられ、前者は発症の時期も早く、性自認、SRS 願望、

性器嫌悪も強いと説明されていて（2005 年 10 月。「性

同一性障の基礎と臨床」山内俊雄著。新興医学出版刊）、

症状の強弱の差は、個々人で分類されることになるが、

当事者の山本は、同一人物でも、時間の経過によって、

差が生じるのだと主張している。

70 歳まで、性の違和感を抱きながらも、自らの心に

折り合いをつけて生きてきた立川章子は、カウウンセラ

ーの塚田攻から、間違いなく性同一性障害だが、性格が

弱く、周囲からの抑圧と強い倫理観による自己規制が強

くて、ここまで至ったのだろうと説明を受けている。

交流会の席上で、「蘭さん、とうとうバケツの水があ

ふれてしまいました。どうしても SRS をしたいです」

と、訴える章子を山本蘭は、しっかりと抱きしめた。章

子はこのときも泣いた。そして山本だけは自分の気持ち

を理解してくれたと受け止め、嬉しかった。しかし、山

本は章子の訴えを心底理解し、共感した上でも、GID の

当事者が、自分の願いだけに固執して、周囲に不幸のタ

ネを蒔くような行動には、首をかしげる。

妻は SRS の話になると、相変わらず、感情が昂るし、

章子の方は、男性器を切除したいという願望を捨てられ

ない。二人の間の険悪な感情は日増しに増大し、もはや、

夫婦ふたりだけで、章子の治療方針を決めるのは無理だ

と、章子は判断する。第三者に入ってもらうということ

で、適当な弁護士を探したところ、ようやく 3 人目に性

同一性障害に理解のある弁護士にぶつかり、引き受けて

もらうことができた。

2010 年もおしつまった頃、家庭裁判所に、離婚の調

停を申し出るが、呼び出されたパートナーは、調停員の

前で、結婚する時、夫の 期を看取るまでと決めて、こ

れまで一生懸命尽くしてきたのだから、別れる気はない

と主張した。

崖っぷちに立たされたパートナーが筆者のインタビュ

ーに応じたくないという心境は痛いほどわかるので、彼

女の気持ちを推測する。

優しくて、仕事に誇りを持って働いてくれた 15 歳年

上の夫が、こっそり女性の衣装を着て、化粧をするのが

楽しみというから、それでストレスが解消するなら、そ

のくらいは大目にみてあげたいと思って黙認してきた。

ところが、還暦を過ぎたころ、それではおさまらず、本

物の女になりたいと言い始めたので、二人で、精神科医

の話も聞いてみた。どうやら、この気持ちは消せないと

わかったので、夫がそれほど望むのならばと、ホルモン

治療も承諾した。だけど、やっぱり夫には男でいてほし

い。手術までして、性器を切除するなんて、そんな非常

識なことを考え始めた夫は、すでに抜き差しならない、

私には考えられない世界に入ってしまったのかもしれな

い。第一、高齢の身で、大手術に耐えられるのだろうか？

そこまで認める必要はないという私の考えはごく常識的

と思うが、許してくれないからと弁護士までつけて、離

婚を迫られた。実際、金銭感覚に欠け、家事一切にうと

い夫が、私と別れて、一人暮らしなんかしたら、ろくな

ものも食べられず、それだけで、不健康になってしまう。

私にしても、役所から高齢者の通知が来る年齢にな

って、この先一人で、どうやって生きていかれるという

のだろう。私はこれまで充分夫に尽くしてきたと思う。

何の落ち度もない（もちろん章子に落ち度があるという

ことでもないが）私は、一体どんな風に折り合いをつけ

て、離婚を納得すればいいのか。これまでは、生きがい
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にもなっていた婦人服のオーダーをこのさき続けて受け

ていく気などは、一気に失せてしまった。先のことを考

えたら、夜も眠れず、気もちが昂り、あ～、精神科医を

訪ねたいのは私の方よ。

交流会には、章子と同じ MTF の夫とそのパートナー

の‘夫婦’が参加していたことがある。‘夫’はすでに SRS
を済ませ、心身ともに女性になり、二人は 40 代の傍目

にも仲よしの女同士のカップルだ。

薄手のフレアースカートに、大きく胸の開いたチュ

ニックと長いネックレスが似会うスリムな‘夫’が「（性

を移行して女になっても）夫婦として（気持ちは）何も

かわりません」と自己紹介をすると、似たような服装を

したパートナーの妻がそれを受けて、「夫はすごく変わ

って、とうとう女になってしまいました。ついていくの

が大変です。私の方が変わらざるをえません」と続けた

ので、会場内は爆笑に包まれる。二人には未成年の子ど

もがいて、戸籍の変更はできない。法律上、夫は男のま

まだが、姿形はどこから見ても女性なので、パートナー

の戸籍抄本を使って、女性として就職している。健康保

険証も妻名義で、いつか事実がばれたら、年金の受給資

格も失ってしまうに違いない。大きな悩みを抱えている

はずだが、交流会の席上では二人は明るく軽やかだ。ネ

イティブの妻は言う。「パートナーの M が女になったの

で、着るものが共用できて経済的。おしゃれも、M の

方が私よりずっと上手なの。刺激になるわ。化粧品やア

クセサリーを借りたりして、私も前よりはおしゃれ上手

になりました」

人には男、女と言う性を超えて、格のようなものが

ある。人格と言うのかもしれない。このカップルは、そ

れに惹かれて、互いに結ばれているのだろう。同性婚を

認められない日本では、戸籍を変更した夫が姑の養女に

なり、妻とは姉妹として同居を続け、二人で子育てをし

ているという例もある。

「いいとこどりはできないから …….」

章子と知り合ってからほぼ 4 年になるが、おそらく、

これまでの人生で、彼女は人から嫌われたり、恨まれる

ようなことは一つもしてこなかったに違いない。温和で、

善良、情が深く、世話好きで素直………。そんな人が 30
年近く大事にしてきた家庭を犠牲にしてまで、我がまま

と言われても譲れないと主張する。筆者は章子に向かっ

て、あらためて凡庸な質問を試みた。

「今さら、リスクのある手術だの離婚だのをして、

パンツの中や戸籍を変える必要があるんでしょうか」

「わたしだって、妻に感謝しています。これからも

優しくしてあげたい。でもどうしても女の体を取り戻し

たいという気持ちだけは譲れません。妻はそのことを認

めてくれないのですから、別れるしかないのです。妻に

は気の毒ですが、運が悪かったとあきらめてもらうしか

ありません」と、悲壮な表情になる。

「体力的に SRS に耐えられるかどうかの判断は医師

にお任せしますが、女性が子どもを産むとき、陣痛に耐

えられるのと同じ、喜びの痛みを味わいたいです！手術

については何も恐れていません。それよりも妻は半狂乱

になって、わたしに暴力をふるいました。立派な DV で

すよ。これだけで、離婚の大きな理由になります」

「半狂乱は離婚の申し出に動転したんでしょう。DV
だなんて！パートナーの愛情の表現と思いませんか」

「男性器を切除したい！妻とも一緒に暮らしたいな

んて、いいとこどりはできないですよ。これこそが GID
のかかえる問題だと理解してください」いつになく強い

語気に、選択肢を絞って、自らを追い込み、苦しんでい

る様子がうかがえた。

離婚届けの数は、結婚届けの数の三分の一にあたる

といわれている昨今、離婚はありふれているが、章子と

パートナーは性同一性障害こそ障壁になっているが、そ

れを除けば互いに愛し、尊敬し、いたわりあってきたカ

ップルだ。

高度経済成長期に男性として有利な立場で働き、高

収入を得て、年金を別れた妻にも分けられる章子は、FTM
の老後とは大違いだ。150~200 万円はかかる SRS にも、

一生涯必要なホルモン投与も、健康保険は適用されない。

若年の GID なら、手術用の大金を作ることも、就職、

結婚にも難儀をする。性同一性障害を持って生まれた人

の不条理を思う。

新年の松もとれたころ、再びイタリアン・レストラ

ンで章子に会う。ここは川越のクリニックに通う国道沿

いにあって、筆者の家からも近い。ふっきれた顔はいっ

そう確信に満ちていた。メイクも上手になったせいか、

顔は一段と、色白で、女っぽくなって、長い長いトンネ

ルからようやく抜け出せるかのように、前方の光だけを

まっすぐ見つめて、輝いている。

「前に進むしかありません。後戻りはないのです」。

精神科医の塚田攻からは、「どんなことが起きても、

解決する能力があるかどうか、それがわからなければ、

次のステップの SRS は認められない。まず奥さんがい

なくても、一人で生活できるか、トライしてみて」とい

われ、普通ならアパートを借りるところから始めるのを、

年末・年始の何日間かを、別荘のロッジで一人暮らしに

挑戦してきたという。

4 月 2 日に結婚式が控えている娘は、アパートの保証

人になってくれるというし、正月には、フィアンセとも

会えて、父親が GID だという説明に、特別抵抗もなか

ったようだ。家での食事はすでに、夫婦別々にしている

が、台所に入って自分の食事を作っていると、見るに見

かねた妻が調理法を教えてくれるという。何よりも、厚

生年金を担保に、SRS のために必要なローンを組める

銀行を、得意のネットで探し出せたことが、ラッキーだ

ったと喜ぶ。
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「ローン？」

裕福な家庭に育ち、別荘も持っていて、高給サラリ

ーマンだった章子は、経済的な面だけは苦労知らずのボ

ンボンかと勝手に思い込んでいたが、財布は妻に握られ

て、自由になる預貯金はすでに使い果たし、山の中のロ

ッジは売り物にならないし、住んでいる家も古くて狭い

ので、売却して妻とわけても大した額にはならないとか。

話を聞きながら、計算してみた。確実に入る年金をとり

あえず半分にした額から、手術のためのローンの返済額

と、アパートの家賃をひいたら何も残らない。どうやっ

て食べて行くつもりかと、目の前で数字を見せて尋ねた。

すると、執念で固まっていたような瞳が突然崩れて、

バッグの中の書類をひっくり返し、会話のやりとりが不

可能になるほど、取り乱し始めた。しばらくして、書類

をまとめ、「弁護士さんに相談してみます」と、弱々し

く一言つぶやいて、その日は別れることになった。

「山は登ってみなけりゃわからない」

一週間後、同じイタリアン・レストランの同じ席で、

章子と向き合った。店員にはおなじみになってしまった

のか、ついたてに囲まれた隠れ家風のテーブルを案内し

てもらえた。傍から見れば風変わりな二人のはずだが、

人目につかない場所で、いつものように資料やノートを

開いて話を聞く。女子大の近くで、学生たちが長話をす

る店なので、店員も好意的に応対してくれていた。ケー

キ・セットを注文し、ドリンク・バーから、好みのコー

ヒーやハーブティを何回も運んで、この日、章子は饒舌

だった。

「別れて住んでも、確かにお金がなければ、SRS が

できなくなります。実は来年満期の生命保険があって、

これを解約すれば、SRS の費用はなんとかなりそうだ

ってことがわかりました。これは私の名義で、私の年金

で掛けていたものです。私が死ねば、妻の物になります

が、生きている時は私のもので、解約の権利があります。

これについても、ごたごたしないよう、弁護士さんには

相談してあります。

わたしはいままで、家族を大切にしたいという思い

で、全てパートナーの思い通り、指示する通りに生きて

きました。彼女は塚田先生の説明を聞いた後は、ずいぶ

ん理解を示してくれましたが、 近はそうでもありませ

ん。家の出入り、親戚づきあいは男の姿で、SRS は認

めないと主張するパートナーの譲歩案に従いながら、わ

たしも悩み続けてきましたが、わたしの心の問題はどう

しても解決しません。この点ではパートナーと 180 度考

えが違うと思います。どこまでも平行線です。

人に迷惑をかけても自分の主張だけを通そうとする

のは、人間として間違っている、倫理観に欠け、理性の

ない人間だということもわかっています。それでも、そ

うしなければ、すまないのが GID なんで、つまりは病

気なんです。こればかりは他に解決の方法がないんです。

正直言って、ハードルの高い塚田先生が承認してく

れないことも、考えられます。その時は、タイで SRS
をすることも考えています。タイは仲間が SRS をする

とき、同行して、診察を受けていますから、状況はわか

っています。渡航費を入れても日本の入院・手術代と変

わりませんし、医者の腕は、執刀数から言っても、日本

よりずっと上です。9 月には 80 歳になるので、それま

でにはなんとかしたいと思っています。

ところで、若い GID の人たちは、性別変更をしたら、

こんな人生、あんな人生を送りたいと、夢や希望を話し

ますが、なぜかわたしはそういうところがありません。

完全に女の体になったら、結婚したいとか、どんな仕事

がしたいとか、漠然と考えることもできません。ただた

だ、心の性と同じ、本来の姿になって、よりよく、平穏

な人生をまっとうしたいんです。欲がなさすぎるんでし

ょうかね？」

「章子さんの年齢で、一般論としても、このあと何

をしたいと大きな夢を掲げられる人がどのくらいいるで

しょうか？性別変更をして、人生をリセットできたとこ

ろで、人の寿命には限りがありますから、むしろ自然で

素直な感情ではないでしょうか」と、素人の率直な感想

を言う。

とはいうものの章子の年齢はおそらく、他人には推

定できないだろう。性別ばかりか、年齢不詳の人だ。彼

女が身につけている女性の衣装は、特別に派手というも

のではないが、並みはずれたスタイルの良さもあって、

みずみずしく、少なくともマンネリズムになりがちな 70
代末の女性のファッションではない。これはセンスの問

題でもあろうが、彼女自身、79 歳の自画像を描いてい

るとはとうてい考えられない。一般に万難を排して女の

体を取得した MTF が自己設定する年齢は実年齢よりず

っと若そうだ。説明を聞かなくても理解できる。

みずみずしさの理由はもうひとつある。彼女は惚れ

っぽくて、自分より進んだ段階の治療を受けている MTF
に心惹かれるという。会の活動を始めてから、すでに 3
人目に、心が移っていると固有名詞をあげる。性移行の

先輩として教えを乞いながら、それが尊敬になり、愛情

に変わっていくのだという。3 人はいずれもしっかり者

のいわば‘男勝り’で、章子の方が何かと忠告を受け、

それに従っている関係が傍目にもよくわかる。つまりは

‘女々しい’女と、‘男勝り’の女の組み合わせだ。目

下の意中の女性は孫子ほどの年の差があるが、一緒にい

ると心が落ち着く。具体的にどうしたいということはな

いが、精神的な支えになっている。相手は若いし、これ

から恋人を見つけて、結婚するかもしれないが、それで

も構わない。章子が女性として平穏な暮らしができたら、

彼女のことを胸に描きながら、静かな時間を過ごせれば

それで良いという。ということは章子は同性愛者という

ことになる。GID を有する人の性指向については、研究

が多く、異性愛、同性愛どちらも珍しくはない。

運ばれたモンブランは、まだ手つかずにテーブルに
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載ったままで、章子の話は続く。

「わたしの人生に欠けていたのはチャレンジ精神だ

ったのです。これまで石橋をたたいても渡らない人間で

した。兄貴から好条件で社長の話があったときも、無理

だと言って逃げました。先が見えないことにチャレンジ

する勇気が欠けていました。GID のつらさ、悲しみから

も、今まで逃げていたんです。これがわたしの人生の失

敗の原因でした。録音ミキサーとしてヒット・レコード

を世に送り出し、この技術は当時、他のレコード会社か

らもずいぶんほめられましたよ。でもそれだけで、他は

何もできない人生でした。ものごとはやってみなければ、

わかりません。だから、これから挑戦しようと思います。

初めて険しい山に登るんです。山頂には大風が吹いてい

るのか、太陽がさんさんと注いでいるのか、見当もつき

ません。山の向こうはもっとわかりません。これまで、

先の見えないことには、尻ごみしてきましたが、登って

みなければわかりません。やってみようと思います。SRS
が無事済んだら、戸籍の性別を変更します。これができ

なければ、地獄です。生きている価値はありません。で

きなければ、わたしは自殺するかもしれません。狂い死

にだけはしたくありません。周囲に迷惑がかかるでしょ

うから」

心を寄せている女性から、トライ！トライ！と励ま

されたそうで、孤独ではない。これは大きい。

章子が SRS をするという決断を耳にした時、イギリ

スの作家 E.M.Forster の短編『コロノスをあとに』を、

即座に思い浮かべた。‘Forster は、人間の行動を規制し、

抑制している社会習慣や、道徳律や自尊心から人間を解

き放ち、それらを超える次元の真実を示す啓示の瞬間’

を、描き出す作家で、‘この瞬間をもっとも鮮やかに描

き出しているのは短編『コロノスをあとに』であろう’

（「私たちにとってのフォースター」川西進著『ユリイ

カ』1992 年 8 月号）と評されている。

実は年末、章子に呼び出される 10 日前、クラス会を

兼ねて、45 年ぶりに大学時代の恩師・川西先生の講演

「コロノスをあとに」を聞いたばかりだった。

ストーリーを簡単に説明する。

老人ルーカス氏が長年の夢がかなって、ギリシャを

旅行する。すでにイギリスもギリシャも代わり映えしな

いと空しく思っていたが、コロノス（オイディプス王が、

呪われた運命を嘆き、壮絶な 期をとげた場所）にたど

りつくや、そこのプラタナスの大木の幹のなかで、流れ

出る湧水を発見し、青い空と緑の葉、かつて訪れた人々

の神への捧物….あまりにも魅力的な光景に興奮し、プ

ラタナスに身をもたせながら、目を閉じていると、啓示

を受ける。この瞬間「ギリシャばかりでなく、イギリス

を、全世界を、全人生を発見」した彼は、この地にとど

まりたいと、旅の同行者に主張するが、娘や若い同行の

者たちに、高齢を理由に、常識的な言葉で口々に反対さ

れ、 後は腕づくでロンドンに連れ帰らされてしまう。

ルーカス氏はいっそう倦怠の日々を過ごすようになる

が、ある日、彼の世話をしている娘がコロノスに事故が

あったことを知り、父親が命拾いをしたのは、神の奇跡

と喜ぶが、ルーカス氏の魂はすでに虚ろになっていて反

応がなかった。

美しい自然の光景の中で、インスピレーションを受

けたルーカス氏と、肉体の内なる叫びに耳を傾け、目覚

めた章子と、受けた啓示に差はないと Forster は教えて

くれたような気がした。章子の願いを周囲が社会の常識

や規範等で覆させたとしても、彼女にはうつろな老後が

待つだけだろう。結論だけは見えていても、現在確かな

ことは彼女自身の山登りの決意だけで、その行程、方法、

費用負担などは全て未定で、既成概念で測れば、どれも

難問だらけだ。この拙稿が日の目を見る頃、章子は果た

して穏便にパートナーを説得できているのだろうか。病

気を理由に簡単に逃げないで、周囲に困難を引き起こし

ただけの勇気を自信に切り替えて、新境地を切り開いて

ほしい。70 歳を過ぎるまで自分の意志に折り合いをつ

けてきた驚異的な忍耐力の保持者として、豊かな人生経

験で培った人間力を生かして、堂々と、正直に、凡人に

とっては未知の境地を、自らの言葉で紡いで、時代の先

駆を駆け抜けてもらいたい。

GID を抱える人の魂の救済が、周辺の救済につなが

らないわけがない。

2011 年 1 月 31 日

谷合規子

章子の身の振り方が激震するさなかで、筆を止める

のは、不本意だが、締め切り時間の関係で、一旦閉じる

が、行方は気になる。この続きを含めて、GID を抱える

人々について、のちに一冊の本にまとめたい。これまで、

多くの関係者の皆さんにご協力いただいたことを感謝し

ます。

谷合規子

日本ペンクラブ会員、中学校教員、ジャーナリストを

経て、1982 年「薬に目を奪われた人々」で、第一回

潮賞ノンフィクション部門受賞

1992 年～ 2004 年 埼玉県新座市議会議員

2002 年 12 月 新座市議会において、わが国で初めて、

性同一性障害を抱える人のための人権に配慮し、市の

公文書から性別記載を全て撤廃させる。同時に国に対

して「戸籍の性別変更を認める法律の早期制定を求め

るための意見書」を送付する。

著書に「なみだの選択」（潮出版社）、「危ないインフ

ルエンザ予防接種」（社会評論社）、「フツーのおばさ

んが見た北朝鮮」（元就出版社）
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最近の若者のGID認識について

三橋 順子

私の手元に、ニュース番組を録画した 1 本のビデオ

があります。1999 年 6 月 25 日、埼玉医科大学でガイド

ラインに則したものとしては「日本初」の男性から女性

へ（MtF）の性別適合手術（当時は性転換手術）が行わ

れたその夜に放送された、テレビ朝日「ニュース・ステ

ーション」の特集「性を変えたい人」です。

この番組は、「性同一性障害」という「病気」（精神

疾患）の「患者」の「治療」（医療行為）としての「性

転換手術」という構図とその正当性を、担当記者（原島

幸代さん）の解説と当事者（渡辺恵さん：仮名）のイン

タビュー、そしてさまざまな画像イメージによって視聴

者に印象付けるようとしたものでした。実は、私、この

特集には、担当記者へのレクチャーなど、企画段階から

関わっていました。

昨年の末（2010 年 12 月）、都留文科大学の「ジェン

ダー研究Ⅰ」の講義で、このビデオを学生さんにいきな

り見せて、感想を書いてもらいました。すると、私が予

想しなかった反応が返ってきたのです。

その反応とは、メインキャスター（久米宏さん）が

言った「これは病気です」「患者です」というフレーズ

に対する強い違和感です。全体的に、性別を変えること

を「病気」と断定していることに批判的な意見が圧倒的

に多かったのです。

学生さんの意見を、少し引用してみましょう。

「性同一性障害を病気として扱い、マイナスイメージの

強い映像だった」（比較文化：1 年女子）

「医療、病気を強調しすぎていて、なんか気持ち悪かっ

たです。ものすごく違和感を覚えました」（比較文化：1

年女子）

「性同一性障害は病気だと報道していたが、ほんとうに

そうなのだろうか」（初等教育：1 年女子）

「病気、患者と強調されているのに違和感がありました。

今の私に『病気』という認識はありません」（国文：2

年女子）

「『性同一性障害は病気です』この発言、『どうして！？』

と思い、嫌な気持ちがしました」（初等教育：2 年女子）

「性同一性障害が病気であり、患者であるというコメン

トに違和感を覚えました。病気ということで、また別の

差別が発生してしまう可能性があるのではないか」（初

等教育：2 年女子）

「性同一性障害が病気だとか、患者だとか、キャスター

が報道していたが、病人のように扱われたら、（当事者

が）すごく嫌な思いをするだろうと思いました。性同一

性障害が『病気』だというのは言い過ぎな気がします。

性同一性障害の方たちは自分が病気だなんて思っていな

いと、私は思います」（比較文化：1 年女子）

「男性キャスターが『なかなか理解しがい』とか、『病

気です』と強調していたが、反感をもった。他の人から

見ればおかしいと思うかもしれないが、自分の性を反対

の性に変えたいという気持ちを病気として片付けられて

しまったら、とてもつらいと思う」（英文：1 年女子）

「性同一性障害を病気、患者と読んでいて、その考え方

はどうなのかな？と思った。（この頃は）性同一性障害

についてまだ情報が少なく、誤解している状態が見て取

れる」（初等教育：1 年女子）

「久米さんが『性同一性障害は病気です』と言ったのに

は驚きました。ただ、心と体が違うだけで病気だという

のはとてもひどいと思います。メディアがこのような否

定的な発言をすると、それを見ている人は少なからず影

響を受けてしまいます。もっと発言には気を付けてほし

いと思いました」（初等教育：1 年女子）

「病気という言葉が繰り返し使われていたのは、私にと

って違和感でしかなかったです。何か、見せ物として扱

われているような気がしました。にほんという国派、な

かなか（性別を変えることを）個性を認めず、受け入れ

ないのだなと思いました」（英文：2 年女子）

「性同一性障害が確実に病気として扱われていたのを見

て、仮にも報道する側の人間が、そんな理解のない偏っ

た見方に基づいて、ものを話すことに疑問を感じた」（国

文：2 年女子）
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いかがでしょうか。私は、この講義で「性別を変え

る人は性同一性障害という病気」という認識がすでに十

分に浸透している前提で、「はたして、性別を変えて生

きることは「病」なのか？」という問いかけをするつも

りだったので、こうした「性別を変える人は性同一性障

害という病気」という考え方に対する強い違和感や辛辣

な批判は、かなり驚きでした。なにより授業の段取りが

狂ってしまい困りました。

念のため言い添えますと、この日の授業のテーマは

「メディアリテラシー」なので、事前に性同一性障害に

ついてのレクチャーはしていません。それ以前の講義で

も、性同一性障害の基本的な定義などを簡単に述べただ

けでした。したがって、「性別を越えて生きることは『病』

ではない」という私の持論の影響は、皆無とは言えませ

んが、少ないと思います。

次の授業の時に、「当時の社会状況からして、病気と

いうことにしないと手術ができなかったのだ」と説明し

ました。また性同一性障害はそもそも精神疾患のカテゴ

リー（病名）なので、「性同一性障害は病気ではない」

という言説は論理矛盾で成り立たないこと、ただし、性

別を越えて生きることが「病」であるかどうかは、別に

論じる余地があること、などを解説しました。「それで

もあそこまで病気扱いするのはひどいと思う」というコ

メントがあったくらいです。

つまり、この 10 年間、メディアが性同一性障害とい

う「病気」をこれだけたくさん報じてきたにもかかわら

ず、今の若い人の間では「性別を変えたいと思うことは、

病気ではない。生き方の問題だ」という認識の方がかな

り圧倒的に優勢だ、ということです。

この状況は、一見「性別を変えることは、病気では

なく生き方の問題だ」という私を始めとするトランスジ

ェンダリズムの主張が社会に浸透した結果かのように思

えます、しかし、この 10 年間、トランスジェンダリズ

ムの主張は、メディアで取り上げてもらう機会がほとん

どありませんでしたので、残念ながら、トランスジェン

ダリズムの考え方が社会に受け入れられた結果ではない

と思います。

受講生たちの多くは、小学生のときに上戸彩が性同

一性障害（FtM）の中学生鶴本直を演じた「3 年 B 組金

八先生」（TBS）第 6 シリーズを、高校生の時に上野樹

里が性別違和症候群？の女性岸本瑠可を演じた「ラスト

・フレンズ」（フジテレビ）を見てきた世代で、性同一

性障害には、それなりに馴染みがあるはずです。

また、中学校や高校の同級生や友人に性同一性障害

的な人がいたり、また都留文科大学の在学生にも（学内

ではかなり有名な）MtF の学生がいるので、性同一性障

害は、受講生にとって、遠い世界の話ではありません。

ですから、単に「若者の理解不足」で済ませられる問題

ではないと思うのです。

この現象をどう考えたらいいのか、私にはまだ考え

がまとまっていません。しかし、最近の若者たちの間に

「性別を変えることは、病気ではなく生き方の問題だ」

と考える傾向が強いとしたら、それは、「性別を変える

ことは、性同一性障害という病だからであって、生き方

の（選択の）問題ではない」という立場の人たちにとっ

て、無視できない事態なのではないでしょうか。

なぜ、この 10 年間、「性別を変えることは、性同一

性障害という病だからであって、生き方の（選択の）問

題ではない」という主張を、マスメディアを通じた社会

に訴え続けてきたにもかかわらず、それとは正反対の考

え方が若者の間に浸透しているのでしょうか？

この問題、性同一性障害の方たちと、トランスジェ

ンダーの私とで、いっしょに考えてみる価値があると思

い、ご紹介する次第です。

（2011 年 2 月 26 日、「gid.jp 東海交流会」での講演

から）

三橋 順子

都留文科大学非常勤講師、早稲田大学ジェンダー研究

所嘱託研究員、国際日本文化研究センター共同研究員。

専門はジェンダー／セクシュアリティの歴史、とりわ

け性別越境（トランスジェンダー）の社会・文化史。

2005 年度には、お茶の水女子大学で専論講座として

は日本初となる「トランスジェンダー論」の講義を担

当。著書に『女装と日本人』（講談社現代新書 2008
年）、共著に『性の用語集』（講談社現代新書 2004 年）、

『戦後日本女装・同性愛研究』（中央大学出版部 2006
年）、『性的なことば』（講談社現代新書 2010 年）な

ど。主な論文に「往還するジェンダーと身体－トラン

スジェンダーの経験－」（講座・身体をめぐるレッス

ン第 1 巻『夢見る身体 Fantasy』 岩波書店 2006 年）、

「女装文化の変容―異性装と自己表現―」（『コスプレ

する社会』 せりか書房 2009 年）、「トランスジェン

ダーをめぐる疎外・差異化・差別」（差別と排除の［い

ま］第 6 巻『セクシュアリティの多様性と排除』明石

書店 2010 年）など。詳しい履歴や著述リストは、

http://www4.wisnet.ne.jp/~junko/を 参照されたい
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( 原作「双頭の性。」高橋一起著・新風舎刊・第五回文庫大賞受賞作 )

表紙イラスト・挿絵   Y.Matsuda
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●登場人物

薫（または大 館 博） 50 代半ば・宝塚の男役がほんとうに男になったような女
おおだてひろし

久木野治 30 代半ば・刑事らしくない刑事
く き の おさむ

麻々 20 歳前後・アコの養女・女ロックンローラー
ま ま

切り裂きメリー 60 代後半・自殺志願者

桜井一夫 40 代・フレンチ・レストランのオーナー・シェフ

踊る聖歌隊 5 名前後。歌い踊るドラマの進行役(コロス)

●登場しない登場人物

アコ（または石原和彦） 60 代後半・ぐれた不良のじじいの女

世慣れない電報配達人

★ SPECIAL THANKS ！

脚本校閲 山本蘭さん（一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会・代表）

シーン① 焼身自殺をめぐる謎

薫のアパート。横浜の JR 東神奈川駅近く。4 月、桜の散る頃。

緑のほとんどない、工場と小規模な集合住宅、複数の鉄道、高速道路、

産業道路などが混在し、人と人を引き裂く一帯。

それは、肉体は男に生まれついたが、もとより男ではなく、

かといって、性別適合手術をし、戸籍の性別変更をしたあとも、女としては世間に受

け容れられない、

そういう薫の引き裂かれた心象風景そのままに見える。

薫と久木野刑事の会話もまた、電車やトラックの騒音にしばしば引き裂かれる。

二人は向き合わずに座っている。

水気のない、荒涼とした会話。薫の背後には姿見が一つ。ドアが二つ。壁はない。

薫はジーンズにシャツ。光る、真紅のロングドレスの、流行後れの肩パッドを取って

いる。

久木野はおよそ刑事らしくない、ウグイス色のスーツを着こなしている。

踊る聖歌隊 (紗幕にシルエット) 薫のテーマ。

耳慣れた切々としたクラシック音楽を現代的アレンジで。たとえばチャイコフスキ

ーの「ヴァイオリン協奏曲 35 番」のような。一度として人生から愛されたことのな

い薫が、心の底で愛を求める曲想。

電車が近づくにつれ歌が聞こえにくくなり、そこにダンプカーの排気音、クラクシ

ョンもかぶり、舞台はいっとき騒音に満たされるが、やがて無音に。冒頭の久木野

の言葉、暗闇から始まり、やがて溶明。

久木野 大館博さん、これまでの話をまとめますと、えーと…

薫 ちょっと！ ちょっと待ってくださいな。私は大館博じゃありません。大館薫です。私

はオ、ン、ナ、です。戸籍を 近やっと女性に変えることができたんです。ここまで

来るのに、どれほどの忍耐がいったと思うんです！ 刑事さんなら刑事さんらしく、事

実を正確に把握なさってください。

久木野 そう…、そうでした、そうでした。たいへんに失礼しました。では、薫さん。これま

での話によりますと、えー、あなたはいっしょにスナックをやっている石原和彦さん、

お店での通称はアコさんでしたね、そのアコさんと連絡が取れないので心配になり、

北千住にある住まいを訪ねた。すると、彼はその前日に灯油をかぶり、焼死していた。

いわゆる孤独死だった。そのため、葬儀その他の手配いっさいは、すでに町内の互助

会によって進められていたが、そのときあなたは一つの話を聞いた。それは、六十七

歳の石原和彦さんが、まるで花魁のような一種異様な死 装 束で…
おいらん しにしょうぞく

薫 一種異様な？ そうじゃありません、からむようですが。その死装束こそアコの六十七
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年の人生を象徴してたんです。異様だなんて言うとかわいそうです。

久木野 は？ はあ…。(こんどは遠めの電車の音。ふと目を上げ)いい風が入りますね。

薫 ええ。花を散らしてくれる、いい風。

久木野 へえ。桜の散るのが好きなんですか。

薫 ものが終末に向かって息をひそめてゆく。それって心を惹きつけられません？ ほんと

うに苦悩が消えるのは、死ぬときだけですからね。

久木野 (首を傾げ) でも、あなたは名実ともに女性になられた。その時点で、長年の苦悩も消

えたんじゃなかったんですか。

薫 とんでもない！ 以前は男だった女。女のイミテーション！ 世間はいつまでもそう言

います。…あ、ごめんなさい。こんな話、刑事さんには関係なかったわね。(気持を変

えて、ドレスを肩にあて、鏡に映す)

久木野 お店では、そんなドレスを？

薫 まさか。しけたスナックですよ。これはね、戸籍がまだ男性だった頃のドレス。お客

の前でこの裾を翻して、「私、ほんとは女なのよ！」、心の中でそう叫んでたんです。

(昂然として、戦場のジャンヌ・ダルクのようにドレスを掲げる) ほら、戦場で掲げ

る旗。あれよ！

久木野 (わかったような、わからぬような) 戦いの旗…ですか。

薫 (ふと考え込んで) でも、きっと、こんな旗がなかったから自殺しちゃったんだわ、ア

コは。

久木野 あの人、自殺だったんですか。

薫 自殺…じゃなかったんですか。

久木野 さあ、どうでしょう。

薫 じゃあ事故…、じゃないわよね。うっかり灯油をかぶる人いないもん。

久木野 おっしゃるとおりです。

薫 ま、まさか、殺人？

久木野 殺人じゃいけませんか。

薫 そういうわけじゃないけど…。 (座り、ふと、ちゃぶ台の上の名刺を手に取る) 神奈

川県警察本部、刑事部捜査第一課、神奈川県巡査部長、久木野治。…神奈川県警察本

部？ あなたにいただいたこの名刺。いま気がついたんですけど、ちょっといいかしら。

アコは東京で死んだのに、なぜ東京の警察でなく、神奈川の警察が？ あ、合同捜査で

すか？ でも、それほどの大事件かしら。

薫が眼前でひらひらさせる名刺を久木野は正視しない。久木野はいちど開きかかっ

た唇を閉じ、そしてことさら無表情を装って局面を変える。

久木野 そのことは、ま、さておきまして。それよりあなたは、アコ、石原和彦さんとどのく

らいのおつきあいだったんですか。

薫 知り合ったのは三十年も前です。二人してスナックを始めたのが十年前。お互い生き

方は真反対ですが、信頼し合っていました。二人とも孤独。老後を頼る身寄りもなし

…。

久木野 しかし、ですね、彼には養護施設から引き取った養女がいます。ひとりぼっちではな

かった。

薫 形の上では。でも、いわゆる親子というのとは違ってましたからね。アコは自分から
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女らしさが失われていく、その埋め合わせとしてあの子を引き取ったんじゃないかし

ら。たしか、島根県にいる兄夫婦まで引っ張り出して、やっと許可を取ったとか言っ

てましたよ。これから一日一日、あの子の中の女らしさを磨き出すんだ、そう言って。

だけど、どうかしら、代償作用にはならなかったんじゃないかしら。あの子、えーと、

名前が思い出せない。やんなるわ、 近の物忘れ。

久木野 麻々。植物の麻という字を重ねる。

薫 植物の麻…。そう、そうだったわね。麻々ちゃん。アコは麻々ちゃんが自分というも

のを意識する年齢になると、必ず出て行く。それがわかってたんじゃないかしら。内

心では、だからずっとひとりぼっちだったと思います。もう麻々ちゃんとは話された

んですか。

久木野 いずれ、必ず。どこに行ったんでしょうね、麻々という子は。

薫 行方がわからないんですか。そうですか。でも、そう言われてもねえ。かれこれ二年

か三年たつのかしら、アコの家を飛び出してから。女ばっかりのロック・バンドをつ

くると言ってたそうだけど。私はそれ以上のことは…。

久木野 まあ、すぐ見つかるでしょう。彼女に後ろめたいことがなければ。

薫 麻々ちゃんが殺したとでも？ 殺して放火したとでも？

久木野 私はそんなことは言ってませんよ。

薫 そう。そんなことは言えませんよね。

久木野 どうしてですか。

薫 どうしてって。あんなに可愛がってたアコをあの子が殺すなんて、考えられません。

久木野 あんなに可愛がってた？ かわい、がってた？

薫 どうかしまして？

久木野 石原和彦という人は、養女に対してつらく当たってたというのが、近所の人たちのも

っぱらの評判です。

薫 ははあ、わかった。そうですか。あなた、だから麻々ちゃんがアコに仕返しをした、

そんな結論に持ってゆきたいのね。

久木野 (苦笑して) まあ、そういう噂をする人までいるようです。もちろん、無責任にですが。

えーと、ところで、あなたに対してはどうだったんですか、石原和彦さんは。

薫 私に対しては、そうねえ、氷のようなときも炎のようなときもありましたよ、ええ。

でも、当然でしょう？ 感情のコントロールが思うにまかせない若い頃からのつきあい

ですからね。

久木野 えーと、ぶしつけな質問ばかり恐縮ですが、とても大切なことなので。あなたは石原

和彦さんから、一種、殺意のようなものを感じたことはありませんでしたか。あるい

は、死に誘われる恐怖、とでも言いましょうか。

薫 あきれた。そんなものありません。もしそれがあったら、私がその怖れから殺したと

でも？

久木野 ほんとうに、ありませんでしたか。

薫 ありませんたらっ。

久木野は薫の答を呑み込みかねる風情。それから、ひっそりと自分の思いに沈み込

む。薫はそんな刑事の様子に首を傾げ、やがて露骨に腕時計を見る。

薫 質問が終わったのなら、もう帰ってくれません？
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久木野 あ、えーと、それがですね、すいません、まだなんです。石原和彦さんは、お店では

女性の格好をしていたようですが、あなたのようにからだまで女性に変えてはいなか

った。それはどうしてなんでしょう。

薫 あら。当たり前じゃありませんか。アコは心が女性でも、男のからだでいることに違

和感がなかったからですよ。でも女の格好をしてたのは、アコは男が好き、男は女が

好き、だからアコは女のふりをした。そういうことじゃないかしら。私の場合は違う

んです。服装はもちろん、このからだも心の性とおんなじに女になるんだ、そう心の

底から欲しましたからね。アコとはそこが根本的に違います。

久木野 じゃあ、えーと、ひとくちに性同一性障害と言ってもいろいろある、そういうことな

んですね。

薫 ええ。だけど、アコのような人を性同一性障害と呼んでいいのかどうか…。私にはよ

くわかりません。

久木野 複雑なんですねえ。

薫 (うなずいて、そして、ふと…) ちょっといいかしら。なぜこんなことをお訊きになる

の。アコはもう死んだんですよ。

久木野 はあ…それは…。ということは、ですね、えーと、言いにくいな。石原和彦さんは、

からだの機能は男性のままだった。そういう彼が、あなたと知り合って三十年、えー

と、女性のあなたに対して、そのう…。

薫 ナ、ナニヲ、イイダスンデス。ヤメテ、クダサイ。

声が震えそうになる薫。自ら感情の激発を圧し留めるようにちゃぶ台をつかむ。薫

の心中のように傾くちゃぶ台。

ナントマア、アナタトイウ、ヒトハ。

薫、そのままでいると感情の堰が切れてしまいそうなので、ガキン！と背を向け立

ち上がる。声に角をたてて。

あきれた！ アコの死を私との痴情関係のもつれにでも結びつけるつもり？ そうはい

きませんからねっ。アコが好きなのは男。だけど私は女。さっき、そう言ったでしょ

うっ。

久木野 いや。すいません。怒らないでください。私はただ、石原和彦さんに疑問があって…。

薫、もう、うんざり。その気持のように、近くを走る JR の電車音、近づく。

騒音の中、薫、声を投げる。

薫 もういいかげんにしてくれません。いいですか、言っときますけど、そもそも私たち

がこうなったのは、お母さんのおなかにいたとき、なぜか心とからだとが違う性別に

決まっちゃったせいなんですっ。ほかの選択肢があったのに、好きでこうしてるわけ

じゃありません！

久木野 え、そ、それは、そういうことでしょう…そうでしょう、わかります。よくわかりま

した。(頭をかいて) ああ、しかしやれやれだな。いやあ、きょうはたいへん参考にな

りました。どうもありがとうございました。

薫 ヘンな刑事さん！ もう自殺と断定されたんじゃなかったんですか。何をいまさら…。

久木野 ハハハ…。そう、それは、ですね。たしかに事件は終わった。しかし地面の下に残っ

ている根っこがある。そういう気がするからなんですよ。その根っこを掘り起こさな

いかぎり、また新しい自殺の芽が吹いてくる。私はいま、その根っこのありかを探っ

てるんです。

薫 だけど、それって心理学者とか精神科医の仕事なんじゃありません？ 刑事さんのやる

ことですか。
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久木野 (慣れない感じで肩をすくめる) ま、文科系の刑事かな。そういうことにしといてくだ

さい。

薫 どーも解せないわねえ。いったいなんのために…。(首を傾げ) それにあなた、そのお

しゃれなスーツ、刑事はよれよれのコートを着てなきゃいけないとは言いませんけど

…

久木野 以上で私の用件は終わりました。では、これで失礼します。

久木野、唐突に立ち上がり、ドアに向かう。

またお邪魔するかもしれません。ありがとうございました。

ガタピシと逃げ出すように出て行く久木野。疑わしげに、あらためて名刺を手に取

って眺める薫。

突然、テーブルの上の携帯電話が鳴る。びっくり。着信番号を見て、いぶかしげ。

恐る恐る出る。

薫 はい、もしもし？

麻々 (電話の声、オフで。麻々はいつも棒切れで人をつつくようなものの言い方である) 薫

って人、あなたですか。

薫 …そう、だとしたら、あなたはどなた？

麻々 麻々。石原和彦に育てられた。

薫 まあ、麻々ちゃん！ 麻々ちゃんなの？ ああ、そういえば、そんな口の利き方してた

わね。声の先についてる顔も思い出したわ。連絡取りたかったのよ、アコのことで。

よく私の番号わかったわね。

麻々 アコから。

薫 アコが私のケータイをあなたに教えた？

麻々 そんなことより、預かり物があるんです。遺品の中にアコがあなた宛ての手紙入れて

て。だから、送らなきゃいけないんです。住所教えて。

薫 …てことは、アコの自殺、知ってんのね。いまどこにいるの。刑事さんも会いたがっ

てたわ。

麻々 住所！ 早く！ 手紙捨てていいんですか。

薫 なんなの、その言い方。いいわ、送ってくれなくても。取りに行くから。たとえば、

あしたの午後二時頃、どこにいるの。

麻々 ッたく、ややっこしい人ねえ。

薫 あなたにちょっと話があるのよ、アコのことで。

麻々 (無言ののち、突き放すように) 駒沢公園の第二球技場。

薫 そう、わかったわ。そこでコンサートか何か？

麻々 フン！

薫 あなたのバンドの名前、なんて言ったかしら。もしもし？ もしもしっ。

電話が切れている。電話を見つめる薫。

アコが私に手紙を遺してたなんて、どういうことなの。

暗転。紗幕に聖歌隊。進行役として語るときはビートボックスにのって。

踊る聖歌隊 ♪疑問 疑問 謎 謎 謎

刑事はアコを疑った
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信じらーンなァい アンビリバボー！

養女の麻々と 薫までも疑った

信じらーンなァい アンビリバボー！

アコは自殺じゃなかったの？

信じらーンなァい アンビリバボー！

もひとつ疑問 謎 謎 謎

さっきの男はほんとに刑事？

刑事は近頃あんなにオシャレ？

信じらーンなァい アンビリバボー！

疑問 疑問 謎 謎 謎♪

疑問 疑問 謎 謎 謎♪

溶暗した暗闇に遠い電車の音、だんだん近づく。悲鳴にも似た電車のブレーキ音。

シーン② 死者を招待する葬式

駒沢公園第二球技場の象徴(イメージ)。

舞台は左右からの黒い幕でベンチシートの二倍ぐらいの幅に切り取られている。

真ん中にベンチシートがむこう向きに。正面全面に紗幕。

紗幕には、ボールが行き交うシルエットがずっと映っている。それにかぶって遠い掛

け声(こっちに寄越せ。どこ蹴ってんだよう。いいぞ。あーあ……)。ファンの嬌声も、

ときどき。

薫は日傘を差してベンチに座っているので、上半身は隠れている。

近づく鎖の音に薫が日傘を傾け、様子を窺い、そしてたたむ。

麻々が黒い革ジャンに黒い革のパンツ、からだに巻きつけた鎖を光らせて登場。

白く脱色したストレートの髪。眉は剃っている。腰を突き出した歩き方に、社会に対

する憤懣と反抗が表れている。

薫を見るときも、目の下端で斜め下に。決して正視しない。

薫 素人が四十五分間グラウンドに立ってるためには、あのくらいノロノロ動かなきゃも

たないんでしょうね。

麻々 歴史的な一歩だって、業界を二分するリーダーの。いい迷惑！ これまでのイメージ、

変えるんだとかなんとか！

薫 すてきな向上心じゃないの。

麻々 (リーダーの口真似をして、身振りを交えてアジル) 一部のファンの嬌声にだけ支えら

れてちゃいけない。俺たちゃ、お茶の間で愛されるんだ。そのためには、新聞の政治

欄も読んで、選挙があれば投票にも行け！ サッカーが流行れば皆でサッカーをしよ

う！ バッカじゃないの。オカマもスポーツ、すンですか。

薫 オカマ？ アコに育てられたあなたに、そんな言われ方するとは思わなかったわ。

麻々 気にしないでいいスすよ。ちょっと世間の真似しただけ！

そのとき嬌声、また嬌声。それにいらだち、麻々が思わずベンチの脚を蹴りそうに

なる。

薫 私はね、父が男の子らしくさせようとして買ってくれたグローブも、革の臭いが野蛮

で使わなかった。階段もふくらはぎの筋肉がつかないよう、そろりそろり昇った。日

焼けすると女性らしさから遠ざかる気がして、夏でも長袖着て、忍者みたいに陰から

陰を伝って歩いた。そういう生き方をしてきたのよ。スポーツなんて！ 手紙ちょうだ

い。

麻々、意表を衝かれる。が、やがてポケットから二つ折りにした封筒を二本の指先

に挟み、薫を見もしないで腕を伸ばす。薫が身を乗り出して手紙を抜き取る。抜き

取られても、麻々のポーズはしばらくそのまま。
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麻々 わたしのせいじゃない！

薫 なんのこと？

麻々 わたしじゃない、アコは自分で終えたんだ、そうでしょ？

いらいらと髪をかき上げる。薫の前を行ったり来たりし始める。

わたしには手紙ひとつ遺されてなかった。あのボロ家はもともとアコの兄の名義だっ

た。土地も借り物、知らなかったけど。焼け残りの家財道具もらったって、なんにな

んの！ 偽りの親子だったってことよ、やっぱり。店の方にはどれくらいつぎ込んでた

んですか。

薫 ああ、なるほどね。それを訊きたくて、きょう私と会うことにしてくれたのね。

麻々 アコのぶん、清算してください。

薫 あいにくね。ないわ、ぜんぜん。 初は半々に負担したんだけど、アコにお金を用立

てるたびに帳消しにしてったから。遺言にも、だから何も書いてなかったはずよ。そ

うだったでしょ？

麻々、斜め左下に薫を捉え、薫の言葉の裏を窺う。薫、まっすぐに麻々を見返す。

突然、フン！と鼻を鳴らして、麻々はグラウンドの方へ視線を放す。

薫 それで、あなた、何か不満でもあるの。

麻々 文句言ってんじゃないったら！ じゃあね。

唐突に行きかかる。

薫 待って。私にもあなたに訊いておきたいことがあるのよ。(薫も立ち上がる) あなた、

アコからつらいめに遭わなかった？ 殴られたとか、ひどいこと言われたとか。

麻々、すえた目をゆっくりと薫に転じ、まるでアコがそこにいるかのように薫の全

身に視線を這わせる。棒っきれで叩くようなもの言いに、初めて生々しい感情がこ

もる。

麻々 それがどうだってぇの。アコのヒステリーなんて、どうってことないっスよ。アコが

わたしを可愛がったのは、わたしがただの仔猫だった頃だけ！

薫 そう…。そうだったの。だけどそれって、誰のせいかしら。

麻々 誰のせい？ わたしのせいって言いたいの。わっらわせないでよっ。いい？ あのじじ

いの女はね、ぐれたんだ。ある日とうとう、世間に我慢しきれなくなって、溜まりに

溜まってた憤懣を、口から、鼻から、あふれ出させたんだ。だからって、わたしはア

コを悪く言う気はないけどさ。

薫 へーえ。なぜ。

麻々 (ボソッと。薫を見ずに) わたしもそうだから。決まってんじゃん！

薫 あなたも世間嫌い？

麻々 (チッ。小さく舌を鳴らして、そっぽを向く)

薫 だとしても、よ。アコは、あなたに当たり散らすこと、なかったでしょうに。

麻々 ばっかねえ。いちばん近い世間がわたしだからじゃない！ 店ではどうだったか知んな

いけど、家じゃ、ただの不良のじじいの女になってたんスよお。でもさ、自分の意思

で人生に始末をつけられるだけ、立派よね。

薫 りっ…パ…？

麻々 人生に鼻づら引き回されてる馬鹿ばっかなのにってこと！

麻々は捨てゼリフとともに、腰を揺すって去る。薫、遠ざかる鎖の音を見送ってか
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ら再びベンチに座る。やれやれ…。のろのろと手紙を開く。舞台、薫に当たるピン

スポットだけにしぼられていく。紗幕には聖歌隊登場。

踊る聖歌隊 暗闇の中でアコのテーマを薄く歌い始める。水底から無数の泡とともに立ち昇ってく

る、たとえばベートーヴェンのピアノソナタ「悲愴」の第 2 楽章のような。それを現

代的アレンジで。

薫、 初の文節を読み始めると、オフでアコの声にキパッと入れ替わる。アコの声

には捏造されたやさしさがある。

薫 わたしが死ぬことがあったら…。

アコ わたしが死ぬことがあったら、薫ちゃん、この手紙はあなたのとこに行くはずよ。町

内でやってくれるお葬式、そんなものはどうでもいいの。わたしはわたし流のお葬式

をしたいのよ。

わたし、この世で 後にお食事するとしたら、何がいいだろうかと考えたの。それを

料理自慢のあなたに作ってもらい、ほんとの仲良しだけを招いて、日に輝く森の山荘

のテラスで心ゆくまで愉しんでほしいのよ。それがわたしのお葬式。いいこと？

初に、メニューから書くわね。

前菜は「液状化した黄金の生殖細胞」と名づけたわ。

材料はプチ・オニオン二個。次にポロネギ。青いところもちょっと加えてほしいの。

その次がチコリー。葉をほぐすと、白い船のようになって。そこにゴールデン・キャ

ビアを乗せるの。隣にはプチ・オニオンのみじん切りに、プレーン・ヨーグルト、レ

モン汁を混ぜて、とろとろにしたスープを添える。それを花が開いたようにレイアウ

トするとできあがり。簡単でしょ？

薫、便箋をめくり、大急ぎで視線を走らせる。

薫 スープは…、なんですって？ 逢う魔が時を飛んだトマト？ メイン・ディッシュは、

色魔に囚われたロブスターの艶やかな眠り。デザートは、いちじくと野いちごの謎的

要素、ですって？ まあ、それぞれに細かいレシピがいっぱい！ アコって、こんなに

料理に詳しかったかしら。

再び手紙に視線を落とす薫。

アコ 飲み物はこうしてほしいのよ。リンゴから造ったブランデー、カルバドス。わたしは

「リーシの水」って呼んでるんだけど、それを準備してちょうだい。リーシってのは

ね、一口飲むとすべての過去を忘れ去れるという忘却の川の名前。人生を終えるため

の飲み物としては、ぴったりの名前でしょ？

じゃあ、招待してほしいお友だちの名前を言うわね。一人は白雪姫。一人はジョン子。

一人はソニア。そしてもう一人は切り裂きメリー。合計四人。

場所と食材のことは、いつか紹介したレストラン、「ジュスパン」のオーナー・シェフ、

桜井さんにわたしからだと言って相談してごらんなさい。必ず力になってくれるわ。

では、いよいよ 後よ、薫ちゃん。よーく聞いてね。

リーシの水を飲みながら、あなたは 後に何を口にすべきか、わかっているわね。

ある日、死んだ日に。アコ、石原和彦。

薫、手紙を読み返しながらひとり言。

薫 リーシの水を飲みながら、あなたは 後に何を口にすべきか、わかっているわね…。

人生を終えるための飲み物…。リーシの水…。それって、私にも死ねって暗示？ どう

して？ どうしてアコがそれを私に…？ それに…、そう、この招待客たち…白雪姫に

ジョン子、ソニアに切り裂きメリー、どこかで聞いたことが…。そう、そうだわ、ア

コが話してくれたことがあるような…そうよっ。この人たちって、もしかして…。ま、

まさか！ みんな自殺した人たちじゃなかったの！

踊る聖歌隊 アコのテーマ、急激に UP。

手紙を握り締める薫。ピンスポット、その目元に絞られながら溶暗。
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シーン③ アコの異常性と桜井の不気味

フレンチ・レストラン「ジュスパン」のテーブル。午後三時。夕方の開店までの澱ん

だ時間。テーブルを挟んで薫と桜井。午後の気だるい光。テーブルには赤ワインと、

グラスが二つ。テーブル・クロスも床も桜井の仕事着も何もかも白い世界。ワインと

薫のブラウスだけが赤い。

桜井 (手紙を返しながら) 大したレシピだ。料理の名前もおもしろい。なかなかやるじゃな

いか、アコは。

薫 ええ。でも、そのことよりも、自分のお葬式をさせといて、私にも暗に自殺を勧める

なんて、どういうことかしらね。それに、招待客は四人とも自殺してる。私は会った

ことないけど、アコがとくとくとして何度も話してたわ。白雪姫は首の動脈。ジョン

子は月夜の海に白い船を漕ぎ出して水死。ソニアはメアリー･ポピンズのように傘をさ

して宙を飛んだ。切り裂きメリーは冬山で雪女に抱かれた。たしかそうよ。

桜井は口髭と顎鬚をたくわえた思索的な眼差し。黒い縁の眼鏡をかけている。料理

人というより、内省的な哲人のような印象。墓場の下から聞こえてくる声があると

したら、こんなひっそりとした声か。

桜井 …だから？

薫 え？

桜井 それが大した問題だろうか。人は生まれたとたんに死に始めているじゃないか。私な

ど、もうすぐそこに死の淵が見えている。

薫 冗談ばっかり！

桜井 生死のことで私は冗談なんて言わない。

薫 (あきれた人！ 首を振り) ま、それはおいといて…。私はアコにそう言われたからっ

て、けっして死にませんから。死ぬときは私の気持で死にます。

桜井 ……。(声をたてずにフフフと笑ったような)

薫 協力していただける？ アコのために、アコの望む形でお葬式だけはしてあげたいのよ。

桜井 喜んで。ぼくは人の生死に関わるのが嫌いじゃない。

薫 (皮肉に)なんて素敵な性質なの！

桜井 ぼくは哲学する料理人なんだ。ロブスターとマッシュルームとこのぼく。みんなひと

つながりの生命が宿っている。彼らに包丁をふるうことは、だからそのつど哲学なん

だ。

薫 …わかったような、わからないような。(ワイングラスをテーブルの上で回す。桜井も

回している) とにかく承知してくれるのね。

桜井 とてもおもしろい企画だと思う。その場であなたの死を見守れないのが残念なくらい

だ。

薫 ちょっとお、死にませんたら。ヘンな人！

桜井 いや、ヘンなのは、死を忌み嫌う世間の方だ。死こそ、その人の全人格を表すべき生

のクライマックスなのだから。

薫、返す言葉が見つけられず、間をつなぐためにワインを口に運ぶ。

山荘のことなんだけど、もう心当たりでもあるのかな。

薫 いいえ。あるわけないでしょ。どこかご存じない？

桜井 長野県の追分に、じつはこの店の山荘がある。そこなら条件に合っている。厨房の設
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備も山荘とは思えないほど整えたし。鍵の受け渡しもすぐ近くの骨董屋さんでできる

ようにしてある。目途がついたら電話をくれないか。骨董屋さんに連絡しておくから。

薫 よかった。ありがとう。助かるわ。一つ質問していいかしら。

桜井 ああ。

薫 アコが狂暴だったなんてこと、信じられる？

桜井 これはまた唐突な。なぜそんなことを。

薫 養女の麻々にひどい当たり方をしたって話があるのよ。

桜井 そうなのか。狂暴ねえ。そうだね。それを狂暴と言うかどうは人によるだろうけど、

少なくともある種の狂気、そう言ってもいい出来事はあった、かな。

薫 まあ、なんなの、それ！

薫、グラスをあけ、自分でボトルを傾ける。

桜井 アコがオシメをしてたの、知ってたかい。

薫 い、い、え！

桜井 してたんだよ、アコは、この一、二年。事件というのは、そのオシメに関してなんだ

が。

薫 早く要点を言ってちょうだい。

桜井 (まったく、あわてず) ぼくはアコの昼間のちょっとしたアルバイトにと、知人のやっ

ている結婚相談所の相談員という仕事を紹介した。結婚相談所というのは、自分の寂

しい人生を嘆きに来るところでもあるからね、男女のことで悩み抜いてきたアコには

ぴったりだと思ったんだよ。事実、一週間か十日はみごとにその仕事をこなしたらし

い。が、ある日、その知人から電話があった。悪いけど辞めてもらったと。

薫 なぜなの、いったい。

桜井 その電話によるとだよ、アコが接客中にオシメを客の鼻先で絞ってみせたんだそうだ。

薫 ど…どういうこと？

桜井 ぼくはすぐアコに電話してみた。すると、アコが言うには、その客は外見的には男に

見えるんだが、まだ自分が男になりたいのか女になりたいのか決めかねていて、それ

で結婚という行為が結果的に答を出してくれるんじゃないかと相談に来たんだそうだ。

三十にもなって。

薫 待って。その人って、男と結婚したいの、女としたいの。

桜井 それも含めての相談だったらしい。アコは、その客の生きることに怯えているような

目を見ているうちに、不意に、自分の人生に対する憤懣がオーバーラップしてきたん

だな。じつは、わたしも自分の性については、さんざ悩んできたけど、人間が再び小

便を洩らす年齢になったら、はっきりわかることがある。男であること、女であるこ

と、そんなことはどうだっていいんだ。信じられないんだったら、ほら、これを見て

ごらん。どんなにご立派なこと言ったって、人生ってしょせんこんな程度よ、これが

人生の正体よ！ そう言って、オシメを絞って見せたんだそうだ。

薫 でも、そ…それは狂気とか狂暴とは違うんじゃない？

桜井 そのとおり。ぼくもそう思う。しかし友人にとっては信じがたい暴挙。狂気の沙汰。

それこそ小便が洩れそうなほどの衝撃だったんだ。

薫 オシメといっしょに絞られたのは、アコの憤りよ、悔し涙よ！

桜井 アコはもう、こみいった人生を耐え続けることに堪忍袋の緒が切れたんじゃないだろ
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うか。そう思う。感情的にではないよ、理性的に。もう我慢なんかしなくていい、生

きるだけ生きた、そう冷静に自分に赦しを出したんだじゃないだろうか。それで死ん

だ。ぼくにはそう思える。

薫 アコはなぜ私に話してくれなかったのかしら。私がアコと理解し合っていたと思った

この何十年は、いったいなんだったのかしら…。

桜井 (そうだろうね、とうなずく。そして) 偉そうなことを言って申しわけないが、人とい

うのは、ただ一種類の時間だけを生きているものではないからね。アコの中では同時

に何種類かの人生が動いていた。あなた、大館薫との長い長い時間の帯も一つの真実

だった。あなたが悪いのでもない、アコが悪いのでもない。

桜井、席を立ち、上手に消える。薫はからだを起こし、誰もいない店内を見回す。

溜め息。額を覆って一度はテーブルに両肘をつくが、やがて唇を噛んで立つ。下手

に向かい始めたとき、桜井、一本のボトルを持って登場。

桜井 カルバドス。アコの言うところのリーシの水。これは日本で手に入れられるカルバド

スの中で も悪魔的な一本だよ。

薫の手に押しつける。躊躇する薫。

これを日に輝く森の山荘で、死んだアコとその友人たち、そしてあなたのためにあけ

てくれないか。

薫 私のために？

桜井 リーシの水を飲みながら…あなたは何を口にすべきか…わかっているわね。いったい、

どんなアコがそれを言ったんだと思う？

薫、粘りつく桜井の言葉を振り切るように退場。

薫の背後で、底知れぬ微笑を浮かべる桜井にライトが絞られながら、溶暗。

シーン④ 連続自殺には仕掛け人がいた？

暗転中。聖歌隊、紗幕に登場。

踊る聖歌隊 ♪なんだろなあ ヘンな人がいっぱいだ

まずアコが その次久木野 刑事の久木野

何かある 何か後ろに隠してる

そういえば 桜井だってヘンじゃない？

なんだろなあ ヘンな人がいっぱいだ

でも でも だけど そうだけど

ヘンな人にも平等に 時は流れてもう六月

葬式の 日取りは決まった 六月十五

六月の 十五日と日取りは決まった

薫は死ぬの そのとき死ぬの

どうだろねえ どうすんだろねえ 薫ちゃん

あと十日で六月十五 あと十日でお葬式

なんだろなあ どうすんだろなあ 薫ちゃん♪

溶明すると、薫(とアコ)のスナック。

大森駅の近くの病院が林立する一帯。夜は極端に人通りが絶える。都会の襞のような

場所。

その森閑とした孤立感を店内も引きずっている。

下手にドア。そのドアに「Snack 偽証」という袖看板。

中はカウンターと椅子。オレンジ色の、あるじと同様古びたペンダント・ライト一つ。

大きく肩で息をしてから立ち上がり、お惣菜を作り始める薫。

久木野が看板を不思議そうに振り仰ぎながら入ってくる。
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久木野 ほんとに偽証という名前の店なんだ。

薫 いらっしゃい、と言いたいところだけど…、(肩をすくめる) なんのご用？

久木野 誰が考えた店名なんです、偽証って。あなた？

薫 アコです。人が戸惑うだろうからって。アコにはそういうところがありました、世間

に石をぶつけたがるようなところが。人生が、あるべき自分に対する偽証みたいなも

のだからって。

久木野 あるべき自分に対する偽証のような人生…。なるほど。そういう意味なんですか。(殺

風景な店内を見回す。ひとり言) 花もない、BGM もない、まるでそのまま京浜工業

地帯の空き工場…おっと、失礼。早かったけど、いいですか。

薫 九時を過ぎるまでは暇だから、まあ…。だけど、仕事をしながらにさせてもらいます。

音楽、かけますか。

久木野 いいえ。気を遣わないでください。

薫、筑前煮を鍋から大鉢に移し替えてカウンターに。次いでキュウリもみにかかる。

久木野 慣れたもんだ。ふつう、男だとそうはいかな…あ、女、でした。すいません。

薫 私はね、お客さんから、宝塚の男役が手術して、ほんとうに男になったような女って

言われてるんです。ひどいと思いません？

久木野 宝塚の男役が手術して、ほんとうに男になったような女？ ということは、なんだろう、

男、ですか、女、ですか。

薫 いいから本題に入ってください。

久木野 (ややあって、内ポケットから手帳を出し、挟んであった新聞の切り抜きを開く) この

新聞記事、ご存じですか。

薫、首を伸ばして見出しを読む。

薫 それがどうしたの。

久木野 東戸塚駅での飛び込み自殺。

薫 それで？

久木野 なぜこの記事を、と？

薫 そう。なぜそれを私に？

久木野 死んだ人はおそらく、(ことさら声を改めて)性同一性障害を抱えていたんです。新聞

には書いてありませんが。

薫 (ギクッとして切り抜きに目を凝らす) 見えないわ、眼鏡がないと。なんて書いてある

んです。

久木野 年齢は三十歳から四十五歳。身長は 185 センチ。痩せ型。ブルーのジャージの上下に

赤いベースボールキャップを被っていたというようなことが書いてあります。名前は

ありません。

薫 刑事さんには名前がわかったのね。

久木野 そうです。富岡靖。知ってます？ 三十六歳。トミーというのが、仲間内での呼び名で

す。

薫、キュウリをもむ手に明らかな衝撃を表し、やがて久木野に表情を消した目をす

える。こらえがたい、荒涼とした風が吹き抜けたような目。

薫 何かお飲みにならない？ 私は飲むわ。

瓶とグラスが小刻みにぶつかる音。薫はグラスから泡があふれるのもかまわずビー
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ルを注ぎ、一息に飲み干す。また注ぐ。久木野は切り抜きを手帳にしまう。

久木野 知らなかったんですか。

薫 (首を横に振って) いつのこと？

久木野 きょうは六月四日だから、えーと、八か月少々前。

薫 そうですか。死ぬなとは言わないけど、こんなにも自殺が続くと…。

久木野 と？

薫 まさか、あなた、自殺じゃなかったなんて言うんじゃないでしょうね！

久木野 お察しのとおり、と言いたいが、そうは言えないんですよ。さっきの新聞には、電車

が入ってくる前に飛び下り、線路に身を投げ出した。それをホームにいた人が目撃し

ていたと書いてあります。

薫 じゃあ、自殺とわかっていながら、何を私から訊き出したいの。

久木野 たしかに自殺でした。が、なぜ自殺したんでしょう。この富岡という人、アコつまり

石原和彦さんと親しかったんじゃありませんか。

薫 ええ、まあ。私はアコを通じてトミーを知ったんです。このお店にトミーが来たんで

す。ああ、あなたの座っているその椅子、そこに座ったんじゃなかったかしら。広告

のデザイナーをしてたんですよ、トミーは。

久木野 知ってます。へーえ、ここに座ったんですかあ。(なぜか感慨深げに自分の座っている

椅子を眺め、ちょっと撫でる) ところで、富岡靖さんはほんとうに性同一性障害を抱

えていたんでしょうか。どう思われますか。

薫 どうかしら。私は医者じゃありませんから。ただトミーから、心とからだの性別の違

和感について質問されたことはあります。性別の違和感って、人さまざまですからね。

一人の人間の中でも、人生とともに変化していきますし。だから、知ってる事例をい

ろいろ話してあげました。トミーはじっと身を硬くして、いまにも震え出しそうにし

て聞いてましたよ。その姿はよく覚えています。それに、トミーの場合には…ああ、

こんなこと、言ってもいいのかしら。死んだ人のことを口にするのはどうも…。

久木野 (なぜか必死になって) 言ってください。お、お願いしますっ。

薫 トミーは両性愛、バイセクシャル、そういう人であったと私は察しています。(天を仰

いで)トミー、ごめんなさいね。

久木野 と、言いますと…、トミーは性同一性障害かもしれなくて、しかも男性に対しても女

性に対しても性的な欲求があった、ということですか！

薫 勝手な憶測かもしれません。アコの語るトミー像から想像しただけですから。

久木野 なんという…！(およそ客観的な立場にある刑事らしからぬ感慨)

薫 だから、トミーの心の奥には、人格を壊しかねないほど深刻な苦悩が巣食ってたと思

いますよ。現に自殺したんですからね。

久木野は薫を、いや薫に語られたトミーを涙目で凝視している。下を向くと、首を

いちど強く左右に振る。やがて、低い、怒ったような声で。

久木野 このところ、たて続けに死んでるんです、女性の格好をした男性たちが。自殺という

ことで。(再び手帳を出す) 源氏名で言いますと、白雪姫にソニア、それから切り裂き

メリー。以上が神奈川県で、県外ではジョン子、そしてアコ。さらに、以上の人たち

とは職業が違うし、女の格好をして死んでいたわけでもないが、通称トミーこと富岡

靖。合計六名。どうしてなんでしょうね。連鎖反応を引き起こす何かがあったんでし

ょうか。それとも、大勢の人間を死に向かわせる引き金、それを誰かが引いたとか…。
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薫 残念ですが、あなたの求めている事件に結びつきそうな背景なんて、私は知りません。

ただトミーについて言えば、トミーの心の性別はたぶん女性だった。にもかかわらず

からだは男性に生まれついた。しかもそのトミーは、心の性別からすれば男性だけを

好きになれば事はまだ単純だったのに、女性に対する性的欲求も同時にあった。だか

らトミーって、けっきょく自分は生物学的にはオスなのかメスなのか、社会的には男

性なのか女性なのか。いったい自分とは何なのか。それがわからなくなったんじゃな

いかしら。きっと、そんな自分を自分で受け容れることができなかったんですよ。

久木野 自分で。自分を。受け容れることが。できなかった。ですか。

久木野はガクガクと薫の言葉をくり返し、それから薫の視線を避けるようにして独

り合点する。

薫 どうなさったんですか。…何かお飲みになります？

久木野 け、けっこうです。勤務中ですから。

薫 飲んだ方がいいわよ。

久木野 あ、そう、そうですね。じゃ、み、み、水、水をください。

薫がミネラルウォーターのボトルとグラスを渡す。

久木野はそれを小動物が餌を抱え込むようにして注ぎ、ちびちびと舐めるように飲

み始める。

その様子を薫は不思議げに眺めている。

薫 もしかしたら、あなた…、

久木野 は？

薫 アコを疑ってらっしゃるんでしょうけど、アコはもう死にましたよ。

久木野 だからこそ薫さん、私はあなたに教えてもらいたいんですよ。

薫 何も知らないって、さっきも言ったでしょう。

久木野 それはあなたの言葉です。私はそうは思っていない。

薫 なんて人！ 馬鹿げてるわ。

久木野 トミーこと富岡靖が線路に飛び降りる前、誰かといっしょだったように思う、とホー

ムにいた人が話したとしたら、どうでしょう。どう思います？

薫 自殺の教唆、自殺の幇助のことをおっしゃってるのね。その誰かが、さあ飛び下りろ、

勇気を出せって、耳元で囁いたとでも？

久木野 ええ。同じ悩みを語り合える仲間は誰にだって必要です。とくに、社会的にひ弱なあ

なた方のような人間には。そうじゃありませんか。そういう人には、いかにもありそ

うな話じゃありませんか。

薫 私たちがひ弱ですって？ 失礼な！

久木野 し…失礼な？ 意味が、そのう、よくわかりませんが…。

薫 あなたのように生まれた人には永遠にわからない意味よっ。私たちは子供の頃から、

オカマだのヘンタイだのと無神経に嘲笑われ、やっと大人になったと思ったら、オト

コオンナはいらないって、ほとんどの働き場所から締め出され…。認められていない

んですよ、人間としてっ。このからだを、この心を、誰もこのままでは受け容れよう

としないんですよっ。どこに行っても、まるで人格異常者みたいに毛嫌いされるんで

すよっ。それでも朗らかに生きていけっていうんですかっ。

薫、興奮のあまり、五十六年間の人生をドッとほとばしり出させる。

久木野は肩をすぼめ、すぼめた肩の間に頭を落としている。薫の言葉に殴打された

ようにうなだれている。
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薫は化粧が取れるのもかまわずタオルをごしごしと使い、洟をかみ、続ける。

こんな身に生まれてしまった人生に、ある日誰かが、遠い空かなんか見てるとき、ふ

と…、ほんとうにふとですよ、もう生きるのよそう、もう充分頑張ったよ、そう思っ

たっていいんじゃありません？それって、ひ弱ですか。ひ弱なんじゃありません！ す

っごく自然なことだと思いますよっ。アコだって、トミーだって、そうだったんです

よ、きっと！

久木野、ハッと顔を上げ、薫の吐いた言葉の奥を凝視している。

その目には見る見る感情があふれそうになり、その顔を急いで隠す。

久木野 あ…、はあ…、そのとおりなんでしょう、わ、わかります。わかるような気がします。

いや、みんな、わかるべきなんです。わかるべきだと思います。トミー…富岡靖も…

ああ…そうだったんですか…。

薫 あなた、ほんとにわかったの。

久木野 ほんとうです、よくわかりました。(薫に隠れて幼児のように目をこする)

薫 私、もちろん性同一性障害を抱えてる人をひとくくりにする気はありません。典型的

な苦悩を代弁しただけです。だけど、想像してみてください。本来の性別とは違う性

別にからだが生まれてしまった自分のことを。そのことの哀しみ、あなた、わかりま

す？ 私の場合、女性なのに男性として生きざるを得なかった哀しみの記憶…。そして、

いまはからだも戸籍も女性に変えたけど、でも、そこらを歩いてる もグータラな女

性の喜びさえ持てない、そのことの哀しみ…。

久木野 女のイミテーション…、以前そう言われましたね。

薫 覚えていてくださったのね。その哀しみはね、やすっぽいドラマ観て涙するような哀

しみじゃないんです。上っつらで悲しいんじゃない…なんて言ったらいいのか…感情

なんかよりもっと奥の方にあるもの…そう、この、この私を貫いている生命が、ひっ

そりと涙を流してるんです。音のしない、しんしんと降る雪のような涙を。その涙が

いまでも流れていて、私は…ワ、タ、シ、ハ…

久木野 (深くうなずき) なるほど…。なるほど…。わかります…。わかります…。

薫 ウソ。

久木野 嘘じゃありませんっ。私だってそのくらいの感受性はあるつもりです。

薫 (深く息をつき) ま、いいでしょう。とにかく、性同一性障害を抱えて生きるというの

は、そういうことなんです。死だけが、その哀しみから解放してくれるんです。

久木野 まさか、あなたまでご自分で死ぬんじゃないでしょうね。

薫 フフ…、どうなんでしょうね。

久木野 (居心地悪げにガタピシと椅子の上で姿勢を正して) えーと、こうなったら、私もしま

っていた話をしてしまいましょう。

そして、まるで勢いづけに酒でもあおるようにミネラル・ウォーターをぜんぶ飲ん

でから、息を吸い直し、声を改めて続ける。

えー、石原和彦、アコさんが死んだとき、彼は独りではなかったとしたらどうでしょ

う。私はそのことに引っかかってるんです。

薫 なんですって！ アコの自殺を誰かが手伝ったっていうの！

久木野 自殺の仕掛け人、あるいは自殺を装った殺人鬼の存在…。どうでしょうね。トミーの

場合も、ほんとうはどうなんでしょう。現にソニアの場合には、飛び下りたその二十

分ほど前、屋上への非常階段を昇って行く二人連れの女性を見た者がいた。そのこと

からしても、私はこの連続自殺を単純な連鎖反応とは思いたくありませんね。
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薫 ほかの人の場合は？ 白雪姫や切り裂きメリーは？

久木野 (首を横に横に振る)

薫 その、ソニアの連れの女性の人相とか背丈とかは？

久木野 手がかりになるほどのものは何も。

薫 誰かしら。

久木野 誰でしょうね。

薫 わからないわ。

久木野 あなた、なんでしょう。

断ち落としたように暗転。

暗闇のまま、聖歌隊のビートボックス始まる。

踊る聖歌隊 ♪久木野刑事は疑り深い こんどは薫を疑った

ほんとに薫を疑った？ どうだろねえ

それは言葉のジャブかもしれないし

薫の反応見たかった ただそれだけかもしれないし

だけど そもそも 疑問だよ

薫の方こそ 大疑問

久木野刑事はにおわせた

「誰かが自殺を仕掛けてる」

「殺人鬼がいるのかも…」

ええーっ エエーッ えええええっ！

アコはほんとは自殺じゃない？

トミーはほんとは殺された？

疑問 疑問 謎 謎 謎

誰がなんの目的で？

疑問 疑問 謎 謎 謎♪

シーン⑤ 二つの電話

真っ暗な舞台。下手にスポット当たると、携帯電話をしているシェフ桜井。

電話の相手は薫。薫は顔にだけスポットが当たり、宙に浮いている。

桜井 ああ、たしか、液状化した黄金の生殖細胞、と名づけられた前菜のことだね。

薫 そう。その料理に使えとアコが書いてるゴールデン・キャビア。ないのよ、どこを探

しても。なんなの、金色のキャビアって。

桜井 カナダで獲れるホワイト・フィッシュの卵のことなんだが、ちょっと手に入りにくい

だろうなあ。なんだったら、うちの店にあるのを提供するよ。いつでも都合のいいと

き寄ってくれないか。

薫 へえ、さすがね。それじゃあ、あしたにでもいただきに行きます。すみません。

桜井 なあに。それより、そのゴールデン・キャビア、いまふと思ったんだけど…ゴールデ

ン…金色といえば、たしかその葬式の招待者の中に金色の衣装で死んだ人がいなかっ

ただろうか。

薫 金色の衣装…、ああ！ いたわ、ジョン子じゃない？ 白い小船を漕ぎ出して海に身を

投げた…。

桜井 それだ！ ゴールデン・キャビアを白いチコリーの葉の船に乗せるっていうレシピ。そ

れって、もしかしたら、ジョン子の死に方の暗示じゃないだろうか。どう思う？
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薫 暗示…。そう…、かも…、しれない…。液状化した黄金の生殖細胞…液状化…水死…、

白いチコリーの船に乗った金色のキャビア、金色の服を着て白い小船を漕ぎ出したジ

ョン子。そうよっ。

桜井 だとしたら、だよ。ほかの料理は…、ほかの料理と招待者の自殺方法の関連は？

薫 えーっと、逢う魔が時を飛んだスープ。黄と赤の二色のスープ。ソニアは夕日に輝く

逢う魔が時に、宙を飛んで命を断ったわ！

桜井 じゃあ、メイン・ディッシュの、色魔に捕らわれたロブスターの艶やかな眠りは？

薫 これもそうよっ。赤いブドウ、浅緑のブドウ、オレンジ、リンゴ、コリアンダーの濃

い緑。その中にロブスターの身が横たわる料理。切り裂きメリーよ！ 夏には色とりど

りのお花畑で有名な雪山に登って、眠るように死んだんだもの。

桜井 もう一つは？ いちじくと野いちごの謎的要素だっけ。それは？

薫 これも絶対にそう。白雪姫ね！ 頚動脈を切ったもの。野いちごのソースが赤い血。い

ちじくの割れた果肉が…ああ！ 一つ一つがすべて、四人の自殺者を弔う料理だったん

だわ。

桜井 弔うための料理…そう、なるほどね。そうとも言えるけど、しかし、どうだろう、そ

うではないかもしれないよ。もしかして、これらの料理が四人の死後ではなく、自殺

以前に考えられていたのだとしたら、どうなんだろう。

薫 な、何をいったい…。ということは、アコは四人の死に方をレシピにして、あとでそ

れを自殺という方法で表現したって言いたいの！

桜井 おまけにこんどは、あなた、大館薫にその死の料理を作らせ、その死を食べさせ…

薫 それを自分のお葬式にする…。

桜井と薫のスポット・ライト、カット・アウト。暗闇に、墓を踏んで歩くような桜

井の声。

桜井 どうだろう。アコはそれをやっただろうか。

かわって、上手にスポット・ライト、溶明。その光の中に麻々(桜井と対照的な位置

に)。携帯電話をしている。相手は薫。薫は顔にだけスポットを受け、宙に浮いてい

る。

麻々 アコのお葬式、もう準備できたんですか。…もしもし、もしもし！ 聞いてんの！

薫 聞こえています。考えてただけ。あなた、麻々ちゃん、どうしてお葬式があること知

ってるの。アコが私に遺した手紙、盗み読みしたの。

麻々 失礼な人！ そんなことするもんですか。

薫 じゃあ、どうして知ってるの。あなた宛には手紙もなかったって言ってたように思う

けど、この前会ったとき。

麻々 死ぬ何日か前、電話があった、アコから。

薫 死ぬ前にわざわざ電話？ 教えてくれない、その電話でアコが話したこと。

麻々 ふふ。こんどはあなたの番なんだって？

薫 ……。

麻々 もしもし！ そうなんでしょう？

薫 (冷え冷えと) お葬式のことでは何を聞いたの。

麻々 そんなことはいいからさあ。お葬式の場所と日時を教えて。

97



薫 何のために…(と言いかけてやめる) 信濃追分、軽井沢のはずれの。レストランのジュ

スパンの山荘、知ってるでしょ。

麻々 知らない。

薫 あら、知らないの。じゃあ、桜井さんは？ オーナー・シェフの。

麻々 知らないったら。そのジュスパンの山荘って、追分のどこなの。

薫 有名な文学館の斜め向かいの森の中だそうよ。

麻々 いつ。

薫 六月十五日、私は前日から行ってるけど。何しに来るの、あなた。

麻々 目的はね…ふふ…教えたげましょうか。教えないどこかなあ。

薫 ひっぱたくわよ。

麻々 あ、根はやっぱ男なんだ。 後は暴力に頼りたがる。

薫 早く答えなさいっ。

麻々 わたしはね、いい？ 一回しか言わないからね。わたしはさあ、アコから差し向けられ

た介添え人よお。

薫 かい、ぞえ…。

麻々 アコってさあ、あなたを生かしとけないのよね、どうしても。

薫 な、何を言ってんの。自分の言ってることがわかってんの。

麻々 わかってるつもり。さんざアコから聞かされてるから。

薫 馬鹿ばかしい！ まさか、アコはこんなふうにして、みんなを死の国に導いたんじゃな

いでしょうね。

麻々、鼻の先に老女のような笑いをぶら下げる。

麻々 だとしたら、何？ 警察に駆け込む？

薫 ねえ、そうだったんでしょ？ もしもし？ もしもし？

薫の呼びかけ続ける携帯電話を耳から離す麻々。そこに薫の顔があるかのように一

瞥し、パチンと閉じる。同時にすべてのライト、カット・アウト。

シーン⑥ アコと麻々の実相

暗転中、リズムボックス始まる。やがて紗幕だけ溶明。聖歌隊登場。

踊る聖歌隊 ♪ついに来ました六月十五 石原アコのお葬式

ところは信州信濃の追分宿 軽井沢のはずれです

あいにく雨だ 霧雨だ

肺の奥まで濡れちゃうよ 霧雨って だからイヤ！

暗いなあ 寂しいなあ 寒いなあ

この季節 暖炉を焚かなきゃなんないなんて

暗いなあ 寂しいなあ 寒いなあ

家の中まで雨が降る 薫の中にも雨が降る

暗いなあ 寂しいなあ 寒いなあ

アコのたくらみ 料理のレシピ

料理のレシピが自殺のレシピ

そのフィナーレで薫に死ねと？

えええええっ！
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薫は死ぬ気じゃないけれど

けれどもやります お葬式

「だって三十年のつき合い、ダ・モ～ン！」

お葬式だけはしてあげなくちゃ

死ぬ気はなくても してあげなくちゃ

あの世で合わせる顔がない

それにしても やだ やだ やだ

料理のレシピが自殺のレシピ

あああ あああ あああああ

暗いなあ 寂しいなあ 寒いなあ♪

溶明すると、そこはレストラン「ジュスパン」の山荘。広大な LDK。

上手にカウンターつきのオープン・キッチン。正面には玄関に通じるドア。中央奥に

ダイニング・テーブル。

下手には暖炉が燃えさかり、薪が積まれている。ドア横のコート掛けには、例の真紅

の薫の衣装。

薫はきッチンで料理の 中である。カウンター越しに上半身が見えている。水道を使

う音。まな板を叩く包丁の音。

やがてチャイムが鳴る。玄関の方から、世慣れない若い男性の声。

電報配達人 こんばんはー。誰かいませんかあ。大館さんはこちらですかあー。

薫、手を拭き、不審げに玄関へのドアの奥に消える。以下、声だけの会話。

薫 はあ～い…。どなたぁ？

電報配達人 電報でーす。

薫 電報って…いったい誰が？ ほんとに私にですか。

配達人の声、クリアになる(ドアが開けられた)。

電報配達人 い、いいえ。大館博さんという方に、です。

薫 大館博…。(一瞬引っかかるが) 私がそうです、大館博です。私に電報って、誰から？

どうして？

電報配達人 あ、えーと、あのう…。

薫 あら、ごめんなさい。あなたに訊いてもしょうがないわよね。

電報配達人 あなたが…ほんとに…大館博さん…で…す…ヵ。

薫 手術したんです。性別も変えました。博は昔の名前。

電報配達人 (驚愕。ドギマギ) あ、そう、そうなんですか。それでしたら…し、失礼しました。

薫 お世話様でした。

薫、再びドアから登場。危険な生きものでも手にしているように電報を持って、暖

炉の前に。

薫 いったい誰が…。(急いで差出人を確認。全身が強ばる) まあ！ そんな！ 石原和彦、

アコからですって？ 死んだはずでしょ？ それとも焼け死んだのは別人だったとでも

いうの！

急いで本文を広げる。暖炉の前に座る。

まあ、こんなに長い電報！(顔をしかめ、暖炉に薪をくべる。炎が盛んになると、暖炉

の明かりで読み始める) 大館博、またの名、大館薫…

アコ (寒々とした声音)大館博、またの名、大館薫。

おまえは持って生まれた肉体に手を加え、結果、わたしたち全員が手術を施されるべ
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き不完全な人間であるかのような印象を世間に植えつけた。それがわかっているのか。

わたしたちは、心の性とからだの性、それが別々であっても、このままで一つの正常

なのである。

男と女。そんな二分法に入らない性の存在、そしてその性の営み。

男と女が心とからだでクロスしていたら不完全だなんて、

その根拠は何なんだ。言えるものなら言ってみろ。

我々のような人間は数が少ないから不完全と言われなければいけないのか。え？

大館博。おまえは苦労して女のからだを造ったが、夕ご飯のしたくをして夫の帰りを

待つ、 もありふれた女にさえなれなかったではないか。

いまからでもいい、わたしたちと同じ河を渡るがいい。薄い氷が張ったこの河を。そ

して足の下で、男でも女でもない、おまえの偽りの性に亀裂が走る音を聴くのだ。お

まえが、その醜悪なイミテーションの肉体を血祭りにあげれば、せめて 後に、男女

二分法の愚かしさを世間に問うぐらいの役には立つだろう。

我が死に水を、大館博の唇に！

薫 我が死に水を…大館博の唇に…。

薫、宙の一点を凝視して立ち上がる。電報の中からアコが立ち上がって、薫を横殴

りしたような衝撃。

指の間から電報が落ちる。震える両拳。その両拳で額を覆う。そして額を打つ。「あ

りえない！」、その思いを自分にねじ込むように首を振る。ついに叫ぶ。

ありえないわっ。

足元の電報を呆然と見下ろす薫。

その醜悪な…イミテーションの肉体を…血祭りにあげれば…せめて 後に…男女二分

法の愚かしさを…世間に問うぐらいの役には立つだろう…その醜悪なイミテーション

の肉体…醜悪な…イミテーションの…肉体！

薫は突如、その見事に造りあげられた胸を反らせる。唇を噛み、そこにはいないア

コを強く眼差す。それから、大きくゆっくりと首を左右に振り始める。凄惨な、と

言いたいほどの凄みを込めて。

アコ、あなた、よくも私の心臓を踏んでくれたわね！

コート掛けから、例の真紅の衣装をひったくると、一つの決意を呑んで下手に退場。

カラ舞台に、聖歌隊の声だけが聞こえてくる。

踊る聖歌隊 （おそるおそる、囁き声で噂話でもするように）

♪アコが豹変 どうしたの

アコは薫の親友だった なのにこれはどういうこと？

薫はアコから憎まれた？ からだを変えたら憎まれた？

これはびっくり 驚くね 薫でなくても驚くね

薫は誇りを傷つけられた

誇りに満ちた人生なんて 置き去りにしていたんだろうに

それでも誇りを傷つけられた

これはびっくり 驚くね 薫でなくても驚くね♪

薫、真紅の衣装に着替えて登場。

何連にもなったゴールドのネックレスにゴールドの腕輪。その反射が、金属的な音が、

薫の内心のように響く。

薫、暖炉の前に散らばる電報をわざわざ踏んで、仁王立ちになる。虚空にアコがいる

かのように睨みつける。

…そのとき。またしてもチャイム。

薫、ドアを冷然と振り返り、睨みつけ、やがてドアの外に消える。

突然の訪問者、麻々の声が聞こえてくる。麻々は語尾が間延びした話し方。明らかに

酔っている。
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麻々 ど～したのよう、こんな夜中に、おしゃれしてぇ。いったい誰に見せるつもりぃ？ 料

理はすんだのぉ。

薫 あなた、酔ってるわね。ああ、お酒くさい。

麻々 そこン蕎麦屋寄ったら、おじさんがいい人でさぁ。蕎麦湯割り、ああ、おいしかった

ぁ！

薫と麻々、ドアから入ってくる。麻々は白く脱色した髪が顔にかかり、見ようによ

っては幽鬼のよう。ボタンのやたらについた黒いベストに黒いパンツ。スケルトン

のリュックを床に引きずっている。

いったいどうしたってのよぅ、怖い顔してぇ。年寄りってだから嫌いよぉ。アコとい

い、あんたといい。わっけわからず急にキレルんだからぁ。それに、その服、セレモ

ニーはあしたでしょお？

薫 これは、この世に女の私を打ち立てようと闘ってたときのドレスよ！

麻々 この世に…女の私を…ウ、チ、タ、テ、ル？ わッけワッカンネエ！

薫は麻々を無視してポートワインを注ぎ、グリッシーニをかじり、虚空を睨んで歩

き回る。

麻々は暖炉に興味をひかれ、危なっかしい手つきで薪を投げ入れる。ふと電報に気

づく。

何よ、これぇ。え？ いしはら…かずひこぉ？ 差出人はアコォ？ な～んの冗ダ～ン？

薫 いさっき来た電報。死んだアコからね。読んでいいわよ。

麻々 死んだアコからって…。

麻々、電報を手に取る。怪しげに。暖炉の前に座って、あくびをかみ殺して読み始

める。薫はことさら音をたててグリッシーニをかじり、グラスをあおる。

十本の爪を武器のように目の前にかざし、腕輪を鳴らす薫。

腰に両拳をあて、電報を読み終わる麻々を待つ。

麻々は読み終わると電報を放り出し、頭の後ろで両手を組んで仰向けにひっくり返

る。

麻々 で、わたしにどうしてほしいわけぇ。性同一性障害ってたいへんねえって、泣けとで

もぉ？

薫 それは誰が私に寄越したものなのっ。

麻々 知っるもんですかぁ。アコからきたんでしょお。そう書いてあるじゃなぁい。死んだ

人が電報打っちゃいけないのぉ。

薫 アコが死ぬ前に電文書いて、それを誰かに打たせたのね。

麻々 知らないって言ったじゃなぁい！

薫 私がきょうここにいることを知ってるのは、あなたとシェフの桜井さんだけ。あなた

が電報打ったんじゃないのなら、桜井さんね。

麻々 桜井って人なんて知らないったらぁ。こないだも言ったじゃ～ン。

薫、麻々を睨みつけていたが、やおらカウンターの上から携帯電話を取り上げ、ジ

ュスパンに電話を始める。

薫 急ぎの用で桜井さんを…薫といいます…(間)…桜井さん、アコの電報、あなたが打っ

たのね。いったい私をどうしたいの。(長い間。途中で相手の言葉をさえぎって) もう

けっこう。言い訳はあなたらしくないわ！

電話を切る薫。肩で大きく息を一つ。カウンター越しに冷蔵庫を睨んでいたが、つ

かつかとキッチンに入る。
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冷蔵庫から下ごしらえしてあった料理を次々に出し、シンクにぶちまけ始める。次

いで、ディスポーザーを作動させ始める。

それに気づいた麻々が上体を起こす。何秒後かにやっと薫がしていることの意味を

悟る。

麻々 ま、まさか！ あしたのセレモニーのための料理、ディスポーザーにかけてんじゃない

よね。

薫、無視。捨て続ける。

それは、死んだ人たちの…

薫、なおも無視。麻々は髪をかきむしる。

馬鹿っ。

薫 (顔も上げずに) 何をいらだってるの。あなたになんの関係があるの。

麻々は怒りの芯をあらわにして立ち上がる。薫の飲んでいたポートワインの瓶を横

殴りにつかむと、ラッパ飲みする。

轟々としたディスポーザーの音、いちだんと高く。

麻々 (ディスポーザーの音に負けないだけ声を張って) いつか言おうと思ってたけどさぁ、

あんたのその目ぇ。荒れた風が吹いてるようなその目ぇ。それが不幸を呼んでくンだ

っ。わかってる？ アコとの関係を、そうやっても清算できやしないんだからぁっ。

薫、ディスポーザーを止める。

麻々は薫を見切り、暖炉の前であぐらをかき、炎を見つめて、いらいらと飲み続け

る。

薫は丁寧に手を洗い終わると、鉤に曲げた十本の指を再び目の前にかざし、振り下

ろし、腕輪のたてる金属音を心に刻みつける。

それからまっすぐに麻々の背中を見つめ、その背後に直線的に歩み寄る。

薫 (鋭利な刃がねのような声) あなたは知ってたの。

麻々 な…何をよぅ。

薫 アコが心の底で私を憎んでいたこと、知ってたの。

麻々は薫の言葉が、その緊張感がわずらわしい。歯の隙間からわざと音をさせてワ

インを飲む。

どうなの！

麻々 どうなのって、なぁによお。(そっぽを向く)

薫 私はあなたと同じ女なのに、からだが男として生まれついた。だから勇気を出して性

器の手術をした。戸籍もようやく女性に変えられた。その、いったいどこがいけない

のっ。私は、本来の私になっただけのことよ！

麻々 悪いけどさあ、そんな話、わたしにしないでくれるぅ？

薫 いいえ。聞きなさいっ。

麻々 やようっ。

薫 私たちは…私とアコは、たびたび生きにくい人生を語り合った。年とって、しだいに

生活手段が危うくなり、底の見えない淵を覗いているような、そういう不安も共有し

合って生きてきた。そう思ってた。そのはずだったのよ。どうなの、知ってたのっ。

麻々 し、知ってた…何を…？

薫 心の底では憎んでたことをっ。アコが私をっ。

麻々 ああ、またそれぇ。もう、やめてよぅ。
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薫から逃れるように背を向け、さらにボトルを傾ける。

薫 何を企んでるの、アコも、桜井さんも、あなたも。あなたが桜井さんを知らないのが

ほんとなら、あなたはアコの手先ってことね。アコの私への手紙、あれは死んだら私

に渡せって、アコがあなたに託してたんでしょう。ほかにアコから何を言い遺されて

るの。アコの企みは何？

麻々 ああ、ああ、ああ、ああっ。も～おぅっ。質問はさあ、一つずつにしてくんなぁい？

薫 じゃあ、 初に…、

麻々 いいっ、もういいっ。わかった、わかりましたぁ。答える。答えたげるからあっ。

大げさに溜め息をつき、薪を投げ入れる麻々。さらに酔いが深まって、ロレツも理

性も鈍化。口調はさらに投げやりになってくる。

アコはさあ、知ってのとおりぃ、男のからだのままでふつうの男を愛し、ふつうの男

からも愛されるぅ、そういう人生を望んでたのよぅ。誇り高きゲイボーイ！ わかるぅ？

薫 それで！

麻々 そ、そんな怖い声出さないでよお。だからぁ、そういう人生も正常なんだって、それ

を世間に認めさせたいって、子供の頃からずっとずっとずーっと！ 耳にタコができる

ほど聞かされてさぁ。電報にもあった、あれよぅ。

薫 いい？ 私はね、アコのような生き方はできないけど、アコを否定もしませんでしたか

らね。アコはアコなんだから。だけど私も私なのよ。お互いに非難し合って何になる

の。私にとって、持って生まれた性別に合わないからだを手術することは、ごく自然

な解決方法なのよ。アコこそ何言ってんの。どうしてアコの考え方で私が一方的に非

難されなきゃいけないのっ。

麻々 あんた、戸籍を変えたとき、アコのこと見下ろしたんだって？ 見事に女になった達成

感？ わっらわせないでよ！ 当時、お店じゃまるっきしスター気取りだったって。

薫 な、なんですって！ そんなふうに取ったのはアコのひがみでしょっ。

麻々 まあ、なんとでも。だけど、アコにしたらさあ、けっきょく、ふつうの男と女、それ

だけが正常だと認めてしまうようなことやっといてさあってことよ。アコのようにか

らだいじらない人間はさあ、性別変更もできず、あいかわらず世間から爪はじきにさ

れてるってのに、自分だけ世の中の一員になったみないに肩で風切られたんじゃさあ、

誰だってアッタマくんじゃん！

薫 も、もう一度…もう一度言ってごらんっ。

麻々 わたしが言ったんじゃないったら！ 間違えないでよぅ。アコがそう言ったんだったら

ぁ。

薫 わかった、よくわかりました！ (大きな息とともに、それがアコであるかのように麻々

を呑み込む) なあんだ、アコは私にオイテケボリ食ったと思ったんだ。妬ましかった

んだ、私が。そうでしょう？ やれやれ、いっしょにお店やるんじゃなかった。お互い

離れてれば、こんなことも起こらなかったでしょうに、やれやれ。あなたも気の毒に

ね。すっかりアコに洗脳されちゃって。

麻々 洗脳？ 洗脳じゃねえよぉ。キョ～イク。そう言ってくんない、人聞きの悪い。そうそ

う、こうも言ってたよ。からだ変えたらさあ、ふつうの女としての幸せをつかめると

思ったら大間違い…えーと、なんだっけか、けっきょく女でも男でもないゲテモノに

なるだけだって…そんな話を、まだ子供のわたしに向かってさぁ。

薫 クク、ク、チ、ヲ、ツ、ツ、シ、ミ、ナ、サ、イッ。ゲ、テ、モ、ノ、デ、スッテ！

薫、からだの深部から衝き上げる怒りに千切れ飛びそうになりながら、懸命に自制

する。さながら削岩機のように怒りがからだを衝き上げる。麻々は、もはや視線も
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ちゃんと定まらない、首も座らない。

麻々 ちょ、ちょ、ちょっ、ちょっと待って、待ってよぅ。わ、わたしにからむのはお門違

いでしょう？ わ、わ、わたしは質問に答えただけよぅ。それを言ったのは、アコだっ

てばさぁ～。

薫 じゃあ、なぜアコは私なんかとお店を…。

麻々 お店ぇ？ ああ、店かぁ…。そんなぁ、なぜだなんて…。わかってるくせにぃ。

薫 答えてちょうだいっ。

麻々は答えようとして、薫の震える拳にふと目をやり、なぜこの人は拳を握り締め

ているのか考えようとする。が、「……？」 わからない、わかる状態ではない。

酔いにまかせてさらにポートワインのボトルを傾けるが、すでにカラ。ボトルを床

に放り出し、両手を後ろについて首を回し…。しかし空転する思考は、ただ元の場

所に滑り落ちるのみ。ついに麻々はいっさいが面倒になり、生の言葉を吐き出す。

麻々 利用したに決まってんじゃないのぉ。あったりまえじゃないのぉ！

薫 な、な、なんです…って…。

麻々 アコの年じゃさぁ、ニューハーフで売れてる若い子なんて組んでくれっこないしぃ。

そんでもって大館博ってことにしたんじゃなぁい。利用価値よぅ。女まがいにトンネ

ル掘ってる男は、年寄りでもさあ、馬鹿な男が珍しがって穴入りに来る…

麻々は 後までしゃべれなかった。突然、薫の十本の指が麻々の首に襲いかかった

から。

薫は麻々を目の高さまで持ち上げる。唇が「コ、ロ、シ、テ、ヤ、ル」と殺意を吐

き出す。が、声にはならない。

麻々は呆然として、自分が何をされているかも把握できない。薫は、そんな麻々を

凝視し、湧き起こった殺意と懸命に闘い、それをかろうじて腹の底まで押し返す。

十本の指が 1 センチ、また 1 センチと首から離され、腕が本来あるべき場所に収ま

ると、大きく肩で息をする。

薫 いまさら…(間)…感情に溺れる私と…(間)…思ってるの…。

麻々はようやく自分が何か言い過ぎたらしいとは悟る。が、何をどうしたらいいの

かはわからない。かろうじてできることは、いつもの癖の、顎をしゃくり、眉を剃

った目に事態を小馬鹿にしたような笑いを浮かべることぐらい。

が、その態度が引き金となる。

薫、理性的に。

あなたのそういう失礼な態度は、一度きちっと罰せられるべきですね。いい？ これは、

あなたの眠った理性を目覚めさせる、そのためよ。私になぜ殴られたのか、あとでよ

ーく考えてごらんなさい。

薫はゆっくりと正面に立つ。麻々の目の芯を見つめ、そして正々堂々と頬を張る。

衝撃で仰向けに暖炉に頭をぶつけて倒れる麻々。薫も、あまりに強く張ったためバ

ランスを崩し、床に倒れる。

仰向いた薫の人工的に隆起させた胸が上下している。

しだいにそれが静まり、薫は首を起こして麻々の様子を窺う。

麻々はまだ目を閉じている。それを見て、薫も再び仰向けに。

数秒後、跳ね起きる薫。急いで脈をとり、心臓に耳をあて、頚動脈に触れる薫。

床に這ったまま、後ずさる薫。

薫 嘘よ…嘘でしょ…嘘だと言って！ 神様っ！

溶暗。
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シーン⑦ 世間への訣別

舞台中央に膝を抱えて座る薫。膝に顔を押しつけて。薫だけのスポットライト。

聖歌隊。暗闇の左から、中央から、右から、薫を次々に責めたてる。

踊る聖歌隊 (左から)

♪人殺し！ 人殺し！ 大館薫は人殺し！

人殺し！ 人殺し！ 刑事は残酷 人殺し！

おい 吐けっ オカマ野郎！

頬っぺた叩いたら死にましたぁ？

嘘つきやがれ オカマ野郎！

殺すために呼び寄せといて

裏ぁ取れてんだ オカマ野郎！

連続自殺を装って おまえ六人も殺したな

吐けっ 吐けっ 吐け吐け吐けっ

ぜんぶおまえがやったんだ！

吐けっ 吐けっ 吐け吐け吐けっ

吐けっ 吐けっ 吐け吐け吐けっ

(中央から)

人殺し！ 人殺し！ テレビも怖いぞ 人殺し！

えー、こちら夕焼けテレビです。軽井沢町追分の太古の森を震撼させた殺人現場か

らお伝えしています。

昨夜八時過ぎ、こちらの山荘で、まだ若い女性のロック･ミュージシャンが殺されま

した。

犯人は、その肉体を男性から女性に変えた男性…いや、女性だとか。

なぜか真紅のパーティ・ドレスで着飾っていたとのことです。

しかもこの殺人事件、じつはこのところ、化粧して、女の服を着た男たちの奇妙な

自殺が頻発しているんですが、どうやら警察はその連続自殺との関連性も疑ってい

る模様でして、事件はまだまだ意外な展開をみせるものと思われます。

さあこの殺人事件、いったいどんな猟奇的な動機が隠されているのか。

あなたなら、どう推理なさいますか。

以上、軽井沢町追分の事件現場からお伝えしました。

(右から)

人殺し！ 人殺し！ 世間の口も汚いぞ

いちばん始末に悪いのは 世間の無知と無神経

観たあ？ おくさま テレビのニュース

あの犯人 いったいぜんたい男なの

それとも女 どっちなの

サアどっちでもないんじゃない？

まぁやぁねぇ けがらわしい！

男が女になろうだなんて 気がどうかしてんのよ

だから人を殺すのよ

やっぱりふつうじゃないわよねえ

異常な人って だからいや

ねえみんな こんど裁判見に行かない？

ナマで犯人を見た夜は 興奮して寝つけないわよぉ

まぁ おくさまったら オホホホホ

そんな趣味じゃあ ござぁませんわぁ(笑いさんざめく)

聖歌隊、暗がりを退場しながら。

人殺し！ 人殺し！ 大館薫は人殺し！

人殺し！ 人殺し！ 大館薫は人殺し！

人殺し！ 人殺し！ 大館薫は人殺し！
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薫 ( 初は顔を伏せたまま) 警察に行くと、私はなぜここに来てるのかと訊かれる。する

と、アコのことを話さなければいけない。すると…、そうよ、必ずこのところの連続

自殺と結びつけられる。挙句の果てに一方的な決めつけ！ (少し顔を上げる) いいの？

それでいいの？ 誰が私とアコの葛藤を理解できるっていうの。誰が麻々ちゃんをぶ

ったときの気持、わかるっていうの！ (キッとして正面を睨む) 警察も裁判所もゼッ

タイ私を理解できやしない。いや、理解する必要さえ感じないのよっ。なのに、さも

わかった顔して私を裁く、そうに決まってる。罪びとはどっちよっ。何が正義よっ。

そんな連中に、この年になって私の人生をいじくりまわされていいの？ いいもんです

かっ。とんでもないわっ。法律なんかじゃ裁けない人生があるのよ！

薫、バネを踏んだように起ち上がる。

私、警察なんてゼッタイ行かないっ。行くもんですかっ。これまでだって、世間の助

けなしに独りでやってきたじゃないっ。だったら、 期の瞬間まで自分の意思で生き

るのよ！

やがて薫はゆるゆると、暖炉の前に倒れたままの麻々に歩み寄り始める。

力んではみたものの、目の前にあるのは、造りかけの高速道路のように空に向かっ

て断ち落された現実。

絶望、そして悔恨。

薫は肩を落として麻々の傍らに座る。のろのろと麻々の手脚をまっすぐに揃え、衣

服を直し、顔にかかる髪を整え、その頬を、そしてからだを撫でる。涙がこみ上げ

そうになり…。

ごめんなさいね…ほんとうに。こんなことになって…ほんとうにごめんなさ…

撫でていた手が、ふと止まる。何か、に気づく。ハッとして、麻々のベルトを緩め、

下腹部を見る。

いっさいを拒絶するように薫の首がゆっくりと左右に振られ始める。

どうして…。男だったなんて…麻々ちゃんのからだは男だったなんて…どうして！

踊る聖歌隊 アコのテーマ。(陰々と暗転中続く)

シーン⑧ 切り裂きメリーの闖入

一転、光あふれる森を臨むテラス。樹間から射し込む幾筋かの光。

ガラスが触れ合う繊細な音(風と光の象徴)。ときどき小鳥のさえずり。

中央にクロスを掛けたダイニング・テーブル。その上にはシーツにくるまれた麻々の

亡骸。顔だけ見えている。

薫はテーブル・セッティングをし、それが終わると「リーシの水」のボトルと対峙し、

やがて意を決して死者のグラスにそれを注いで回る。一つ一つ椅子を引き、死者に呼

びかけ、着席させる。

薫 (あくまでも穏やかに、そして静かに) 一人目はジョン子。月の夜、太平洋に小船を漕

ぎ出して水死したんだったわね。…おかけなさい。二人目は…、冬山で雪女に抱かれ

て死んだ切り裂きメリー。…おかけになって。それから三人目…、首の動脈を切った

っていう白雪姫。…どうぞこちらへ。四人目は、ソニア。あなた、メアリー･ポピンズ

のように傘をさして空を飛んだんでしょう。…おかけなさい。五人目。この席は…そ

う、アコにしましょうね。アコ…、ああ、自分で自分に火を放つなんて…。それから

後… 後は…麻々ちゃん…ご…ごめんなさい、赦してくだ…。

たまらず、言いやめる。気持をたて直し、自分のグラスにも注ぎ、おもむろに着席

し、やおらハンドバッグからオブラートに包まれた薬を何包みも出す。

ここに死ぬ気で来たのじゃなかったのに…。けっきょく死ぬことになってしまった。

アコ、結果はあなたの思いどおりになったわね。この薬、これを飲めば、私の中枢神

経はもう何も伝達しなくなる。私はね、この薬をいつも持ち歩くバッグに入れてるこ

106



とで、どんなに救われたことか。これさえ飲めば 後の 後は苦しまなくてすむんだ、

そう思えたからこそ、これまでつらいことも我慢できたのよ。でもね…(ふと微笑する)

…ほんとうにこの薬を使うときが来るなんて…。

薫、深い呼吸をし、光の帯に顔をさらす。その頬に、額に、目元に、ガラスの触れ

合う音が降りそそぐ。薫はわれ知らず光に向かって人差し指を伸ばす。ああ！また

深い吐息を一つ。

踊る聖歌隊 (吐息をきっかけに) 薫のテーマ。

姿は見せないが、まるで薫を取り囲んでいるように歌う。

歌の始まりとともに光はしだいに薫だけに絞られてゆき、薫は濃密な光の束に包まれ

る。その光が黄金に輝く。薫に黄金の粒子が降りそそぎ、薫の表情は多幸感に満たさ

れる。

薫、神の胸に抱かれてやさしく揺すられているかのように揺れている。

聖歌隊の歌う薫のテーマ、しだいに 高潮へ。そのなかでグラスを光源に向かって掲

げる薫。

薫 いまは亡き、双頭の性たちに！

それから、オブラートの 初の一つを口に運び、グラスを傾ける。…と、そのとき。

切り裂き (野太い、ひからびた声) リーシの水を飲みながら、あなたは 後に何を口にすべきか、

メリー わかっていたのね。

薫のテーマ、カットアウト。全体照明に戻る。

舞台正面から切り裂きメリー登場。だぶついたからだの線にぴったり添ったドレス。

巨体。自分の近づく一歩、また一歩が薫にどんな衝撃を与えているか知っているか

のように、薫の反応を見すえて近づく。何か光るものをコーティングしているロン

グヘア。眼球を自分の舌で舐めたカメレオンのような、ギラギラした黄色い光を感

じさせる目。突き立った異様に長い付けまつ毛。濃いブルーのアイライン。分厚く

真っ赤に塗られた上下同じ厚みの口紅。そして極めつけは、あからさまな無精ひげ。

登場した瞬間から、すべてが存在の「非日常性」を、「正気ではない何か」を伝えて

いる。

切り裂きメリーは思わせぶりに脚を運ぶと、麻々に不審げな視線を走らせる。

「…！」 急いで麻々の顔を覗き込む。手のひらをかざし、息を確かめる。ギョッと

して薫を凝視し、また麻々を覗き込み…。やがて分厚い手で顔を覆い、ようやくな

んとかショックをその巨体に納めると薫を睨む。薫はかまわず詰問する。

薫 誰？ 誰なの、いったい。何しに来たの。

メリー (ことさらゆっくり薫に近づきながら) わたしの名前？ そうねえ、誰だっていいんだ

けどさあ、いちおう、そうね、切り裂きメリーってことにしといてよ。雪女に抱かれ

て死んだのはわたしだったのよ。ヒィヒィヒィ…(五線譜からはずれた奇妙な笑い声)。

薫 切り裂きメリーですって？ 馬鹿ばかしい。ほんとは死んでなかったなんて言うんじゃ

ないでしょうね。

メリー (薫の言葉に取り合わず) どう見たって眠ってるんじゃないわよねえ、この子。何があ

ったのさあ、麻々ちゃんと。

薫 へーえ。麻々ちゃんを知ってるんだ。それにあなた、 初に「リーシの水を飲みなが

ら」っていう、アコが私に遺した手紙の文言を言ったわね。てことは…あなたも、ア

コたちみんなとグルね。

メリー どうだっていいでしょう、そんなこと。それより、なんで死んだのさあ、麻々ちゃん

は。かわいそうに！

薫 (答えようか答えまいか、答えるならどう答えようか、相手の目を見すえて考え…) ゆ

うべ、この子を罰するために頬っぺたを叩いたら、転んだとき打ち所が悪くてこんな

ことになったのよ。
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薫の言葉が真実か否か、嗅ぎ取ろうとする間。フンと鼻を鳴らして、ドカッと腰を

下ろす切り裂きメリー。目の端で薫を見ながら。

メリー で…、そうか、なるほどね。あなたは、それで途方にくれて死のうとしたのね。警察

に行く勇気もなくて。見てたんだから、木の陰から。

薫は目を細め、視線の尖端を切り裂きメリーに刺し込む。反撃の言葉を口にしかか

るが、話の行き先を変える。

薫 麻々ちゃんのからだは男だった…。

切り裂きメリー、答えない。「それが何よ」という薄笑い。

私はそのことを麻々ちゃんが死んだあとで知ったわ。それでわかったことがあるの。

アコは麻々ちゃんに自分の卵を産みつけてたのね。そうでしょう？ 養子にできる子を

施設に探しに行ったときから、アコは自分の卵を育てられる幼虫を探してたのよ。ほ

ら、ある種の蜂が、ほかの虫の幼虫に卵を産みつけるみたいに。違う？

メリー (皮肉たっぷりに) ンまあ、お利口さんだこと！

薫 そして、アコの卵が麻々ちゃんという幼虫を食い尽くしながら育って行く、それを暗

い目の隅でじっと見ていた。そうだったのね？

メリー (プイと) いちいちわたしに確認しないでくれるぅ。

薫 なんて残酷なことをしてくれたの！ 麻々ちゃんの中で育った憤りと反抗は、だからア

コそのものだった。ここに横たわっているのはアコの化身だったのよ！

思わずゾクッと身震い。

メリー (そらっとぼけて) ま、演説はそれくらいにしてさあ、そろそろ食事にしない？

薫 (無視) 麻々ちゃんは、アコに言われて私の自殺の介添えに来たって言ってたけど、

介添えしようとしてたのは、じつはアコその人だったのね！

切り裂きメリーの眉を上げ、唇を歪めたその表情には、薫の分析が当たりだったこ

とが示されている。

メリー 頭のいいのは、もうわかったったら。さあ、液状化した黄金の生殖細胞。逢う魔が時

を飛んだトマト。色魔に捕らわれたロブスターの艶やかな眠り。それともひとつ、い

ちじくと野いちごの謎的要素。とっくにできてんでしょ。どんなお葬式になるか、楽

しみだわあ。

薫 そんなもの、捨てたわ。

メリー …え？

薫 みんなディスポーザーにかけたのよ。

メリー なんだってえ！

薫 冷蔵庫、覗いてらっしゃいよ。

メリー 嘘っ。…そんなあ！

切り裂きメリー、信じられない。が、薫の平然とした態度に、ばたばたと調べに行

く。

薫は溜め息をつく。光の射し込む樹間に視線を上げるが、すでにそこには先ほどま

での輝きがない。唇を噛み、深い息をつく。

切り裂きメリー、再びばたばたと登場。

メリー ねえ！ デザートもないの、いちじくと野いちごの謎的要素も！ デザートぐらいある

んでしょ？

薫 ぜんぶ捨てたと言ったじゃない。ありません、素材も何もかも。
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メリー そ、そんなあ…。

切り裂きメリー、尻から椅子に落ちる。突きつけられた予想もしなかった現実。そ

れが身に染むにしたがって、呼吸が荒くなる。その切り裂きメリーの様子を窺って

いた薫、大きくうなずく。

薫 ははあ、読めたわ。そういうことだったのね。そういえば、ゆうべ麻々ちゃんも私が

料理を捨てたとき、すごくいらだってた。おかしいと思ったんだ。(少し身を乗り出す)

あなた、食事をしながら死ぬつもりだったんでしょう。連続自殺の輪を結ぶ 後の一

人。違う？ あなた、死にに来たんでしょう、ここに。

切り裂きメリーはイエスともノーとも答えず、椅子に深く身を沈める。しばらく薫

を上目づかいに凝視していたが、やがて反撃の言葉の代わりに、太った胴体からク

ツクツと作為的な笑いを洩らし始める(これを境に態度が下卑たものに)。

薫 やめなさいよ、悪ぶった笑い方は。もう出てって。帰って。邪魔しないで！ お葬式は

中止よ。私はもうすぐ死ぬんですからね！

メリー クックッ…、へー、もうすぐ死ぬだって？ そんなふうにさあ、死ぬ死ぬって簡単に言

うもんじゃないよ。なんだかさあ、あんたにそう言われっと、死ぬことがやすっぽく

聞こえてさあ。いいかい、あんた。よーく聞きな。目の前で人が死んでくとさあ、死

臭がさあ、死の臭いがさあ、皮膚の隙間から滲み込んで、だんだんからだの芯まで侵

されるみたいな気持になるんだよお。わかるかい？ それをさあ、アコは四人もやった

んだ！ でも、さすがのアコも、四人ともなると一杯いっぱいになったんだね。ほんと

はシナリオどおり、いちばん 後にデザート・スプーンを置く予定だったんだけどさ

あ、アコがわたしより先に逝くことになっちゃってさあ。

薫 ああ、やっぱり！ 久木野さんの推測、当たってたんだ。アコは自殺幇助をしてたんだ！

メリー クキノ？ 何、それ。誰？

薫 (無視して) それに…そう、デザートの、いちじくと野いちごの謎的要素。その謎っ

てなんのことかと思ってたけど、そこで何か薬をあおるっていう暗示だったのね。フ

ン、どうしてなの。どうしてあなたたち、そうやって死をいたずらに芝居がかったも

のにしなきゃなんないの。みんなで手をつなぎ合わなきゃ死ねないなんて、へんよ。

弱虫じゃない、それって。

メリー 黙れ、馬鹿っ。ヨ、ワ、ム、シ、イ？ よっくもまあ！

薫 ほら、怒った。怒ったってことはやっぱり…

メリー 黙れったら黙るんだっ。いいかい、わたしだってアコに頭から灯油をかけた人間なん

だ。そこまでした人間が言ってんだっ。知らねえだろう、あんた。たらーり、たらー

り、アコの頭の上から灯油を垂らしたときはさあ、まるで自分の命を垂らしてるみた

いな気がしてさあ。え？ わかるかい？ 偉そうに！ みんなで手をつないで死ぬだっ

て？ 弱虫だって？ やかましいやいっ。アコやわたしはさあ、あんたみたいに世間か

ら逃げ出して死ぬのたあ、わけが違うんだっ。世間なんざ蹴倒して死んでやるんだっ。

あんた、やれるもんならやってみなよ。アコみたいに顔の真ん前で火ィつけて、自分

の肉がジュウジュウ焼けてくのを凝視できるかいっ。その目で六十七年間の人生が燃

え上がるのを笑い飛ばせるかいっ。できやしねえだろうっ。

分厚い脂肪層が震えるほどの興奮が切り裂きメリーを捉え、われ知らず立ち上がり、

薫の方にのしかかる。薫はしかし、しらじらと、そんな切り裂きメリーを目の端に

見ている。しばらくは二人とも動かない。拍子抜けするほど冷静に薫は言う。

薫 それで？

メリー …そ、それでって…それほどのことをやったって言ってんじゃねえか、バカヤロウッ。

わかりました。そうですか。でも、そんなに怒鳴らないでください。こんなに静かで、

こんなに森が輝いているというのに。似合わないわ、そんなどす黒い言葉は。さあ、
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自称切り裂きメリーさん、もう一度言います。帰ってくれません、出て来たときと同

じように、あの森の中へ。…いますぐ帰ってくれません？

言い終わると、切り裂きメリーとの間に幕を下ろすように背を向け、テーブルに伏

せる薫。

溶暗。紗幕に聖歌隊登場。

踊る聖歌隊 薫のテーマ。(メロディラインだけで、超スローなアレンジで)

シーン⑨ 謎をかける久木野刑事

溶明すると、薫、額をおおってテーブルに伏せている。切り裂きメリーはいらいらと

歩き回っている。

森の奥(舞台奥)から久木野のおずおずとした声。

久木野 ごめんください。

久木野、きょろきょろしながら登場。きょうも刑事らしからぬ生成りの麻のスーツ。

切り裂きメリー、身構える。薫はまだ伏せたまま。

あのう、おじゃま、します…。

薫、背中を強ばらせる。声の主が誰であるかわかったのだ。上体を起こし、ゆっく

りと声の方へ反転。

薫 久木野さん…。

久木野 突然ですが、よろしいでしょうか。

クキノ？ 切り裂きメリーはクキノと聞いて(さっきの薫の言葉を思い出し)、警戒。

久木野の視線は麻々の亡骸に引きつけられ、硬直。テーブルに近づくとき、椅子の

脚につまずく。

久木野は恐る恐る麻々の死を確認し、愕然とするが、なんとか平静を装う。

薫 私がここにいると、どうしてわかったの。

久木野 (ようやく麻々から視線を切って) はあ。さて、どうしてでしょうね。(本気でお礼)

先だっては、貴重なお話、誠にありがとうございました。

薫 あのう、なんの用だか知らないけれど、私、とてもとり込んでるの。

久木野 そう、そのようですね。しかし、そう言われてすごすご帰るほど、私は無能な刑事と

いうわけでもありません。

メリー な、なんだって？ け、刑事さん？

薫 あなたのお仲間の自殺に並々ならぬ関心をお持ちの刑事さん。神奈川県警の人。アコ

のことでは特に。

そのとたん、切り裂きメリーの目は奥に引っ込む。

久木野 (二人のやりとりは無視して) あなたがまだ生きてらして、よかったですよ。

薫 どういう意味ですか。

久木野 言葉どおりの意味です。

薫 とぼけないでください。私はその言葉の背景を訊いてるんです。

久木野は薫の質問をやりすごし、切り裂きメリーを初めてはっきりと見る。

久木野 あなた、お名前は？

メリー (われ知らず後ずさりながら) き、切り裂きメリーってことにしといてよ。

薫 久木野さん。これまで警察手帳見せてもらったこと、ありませんでしたね。名刺はく
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れたけど、名刺なんてどうにでもなりますし。

久木野は薫の言葉に背筋を伸ばして対抗しようとするが、薫の目の光に負け、視線

を森の梢に逃がす。

薫 見せてくれません、いま。

軋み音が聞こえてきそうな間。切り裂きメリーは事情がわからないまま興味津々。

久木野 あ、あいにくですね。きょ、きょうは公務で来たのではありません。休暇です。だか

ら、さっきからこんなに恐縮してるんです。

薫 嘘っ。誰なの、あなた。嗅ぎまわってる目的は何？

久木野 私には、その質問がもう、あなたにとって意味があるとは思えませんが。

薫 どういうこと？

久木野 見たところ、このテーブルの上にあるのは蝋人形ではない。…殺したんですか。

薫 (息を、音をさせて吸い込む。が、もはや隠す理由も見当たらない。意図せず早口にな

る) 頬っぺたをぶっただけなのに、こんなことに…。(そして思わず) ごめんナサィ…。

久木野 そうだったんですか、お気の毒に。あなたのような方がこういう結果になったなんて、

正直、同情にたえません、ほんとうです。が、であるならば、です。もはやあなたは

私のことを詮索している場合ではないのではありませんか。ご自分の身の始末だけで

大変だ。そうでしょう？

薫 悔しいけど、そのとおりですね。世間に委ねるべき私は、もはやありません。

久木野がその言葉の意味することを考えている間に薫が続ける。

でもあなた、どうしてここに？ まだ答えてもらってませんね。

久木野 ああ、そのことですか。すべてジュスパンのオーナー・シェフの手引きのようなもの、

とでも申しましょうか。

切り裂きメリー、「ジュスパンのオーナー・シェフ」に強く反応する。

薫 まさか！ 桜井さんの手引きだなんて。万々が一ですよ、あなたが刑事だとしても、あ

の人が警察の側につくとは考えられません。

久木野 ほう。なぜでしょう。

薫 彼はとても変わった人です。生死についての考え方は、世間一般の人のようじゃあり

ませんでした。警察と共有し合える価値観なんて持ってないんじゃないかしら。

久木野 そう言われても、事実なんだからしょうがないですね。

薫 じゃあ、きょう、ここで何が行われるかも知ってるのね。

久木野 セレモニー、いやお葬式かな。

メリー (ひとり言) どうして桜井さんはそんなことまで…。

薫 そこまでご存じなら、(麻々を指して) あなたにはこの子の戸籍上の性別も、それから

本名もわかってるんじゃありません？ なんて名前なんですか、この子。

久木野 シンタロウ。新しい太郎です。

薫 石原麻々がイシハラシンタロウ？ バッカみたい。訊くんじゃなかった。

久木野 そういうもんですよ、世間なんて。

薫 あなたに世間のことを教えてもらおうとは思いません！

久木野 (肩をすくめ) 私は石原新太郎ではなく、大館薫さんがすでに死んでるのではないか、
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それをとても心配して、急いでやって来たんです。

薫 どうして？ そんなことまで桜井さんがしゃべったんですか。

久木野 しゃべったとはかぎりませんよ。

薫 わからないわ。殺されると言ったんですか、それとも自殺と？

久木野は上目づかいで切り裂きメリーを窺う。それから薫に視線を戻す。計算ずく

の沈黙。

メリー なんでペラペラと…。桜井のやつ。信じらんない！

薫 そうだ、桜井さんに電話してみようかしら。彼からあなたの正体と、それからきょう

ここで起こることをなぜあなたに教えたのか、訊いてみるわ。

久木野 気がすむなら。でも、無駄だと思いますよ。

薫 どうして。どうしてそんなことが言えるの。

久木野 じゃあ、どうぞ。電話してみてください。ランチ・タイムもそろそろ終わる頃だ。

薫は電話をするために退場。その間、久木野は麻々の顔を恐る恐る右から左から覗

き込んでいる。

切り裂きメリーはそんな久木野をうさんくさげに遠巻きに観察している。

薫、すぐ重い足取りで戻ってくる。心、ここに在らず。視線は宙の一点にピン止め

されている。

メリー どうしたの。何を言われたのさあ、桜井さんに。

薫は視線をのろのろと切り裂きメリーに転ずる。

薫 桜井さんはもうしゃべれなかった、なんにも。

メリー え？

薫 自殺したんですって、ゆうべ。

凍りつく切り裂きメリー。二人を傍観する久木野。ライト、カット・アウト。

紗幕に聖歌隊登場。リズムボックス、始まる。

踊る聖歌隊 ♪どうなってんだろな いったいぜんたい

こんどはね 桜井シェフが死んじゃった

どうしてこうも死んじゃうの

切り裂きメリーも死ぬ気でいるじゃん？

薫もまだまだ死ぬ気は充分

もういいよ 死体を見るのはつらいだろ

死なないで！ オネガイだから死なないで！

でもさあ どうすんだろうね 切り裂きメリー

さあ どうすんだい 薫ちゃん

自殺の続きを するのかな

自殺の続きを できるかな

どうすんだよ 切り裂きメリー

どうすんだよ 薫ちゃん♪

シーン⑩ 真相

久木野、ここに来て初めて腰を下ろす。そのとき尻ポケットから携帯電話を出し、テ

ーブルに置く。

薫も切り裂きメリーも腰を下ろす。薫もたしかにショックを受けているが、切り裂き

メリーはショック以上に恐慌を来たし、身の置き所がない様子。椅子から急に立ち上
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がりそうになったかと思うと、ずり落ちそうなほど座り込んでみたり、また大きな嘆

息をついたり…。身も世もない。久木野と薫はそれを横目に会話を始める。

久木野 だから言ったでしょう、無駄だって。

薫 どうして…あなたが…それを…知ってるの。

久木野 それは私が刑事、だ、か… (刑事だから、と言いかけて、薫の鋭い眼光に言い改める)

いや、わかりました。いいでしょう。麻々がこうなったことだし、あなたは真実を知

る資格があるでしょう。

薫 (皮肉っぽく) やっとほんとうの話が聞けるのね。

久木野 (無視して) 桜井シェフは首吊り自殺です。たった 1 メートルのベッドのポールでも、

人は死ねるものだということを実証してみせました。

薫 もうテレビでニュースになったんですか。

久木野 まあ先を急がないでください。桜井シェフが死んだのは自分のマンション。仕事は風

邪をひいたと言って休んでいました。発見者は彼を見舞った二十歳そこそこの男性。

その男性は警察では女装こそしていませんでしたが、明らかに女性のようであったと。

合い鍵を持っていました。ドアだけでなく、どうやらお互いの肉体を開く鍵も。桜井

さんは、つまりそういうキャラクターであったと…。

薫 (首を振り) 意外…ほんとうに意外…桜井さんがねえ…。でも、そんな詳しい話をなぜ

あなたが知ってるの。この段階で、そんなプライバシーまでテレビがしゃべるかしら。

久木野 すみませんが、あなたの質問はすべてを話し終わってからにしていただけませんか。

えー、私がこれらの話を知ったのは、けさのことです。それを聞いたとたん、私はこ

のところの連続している自殺事件との関連について口にしました。すると、桜井さん

が遺書として遺していたビデオ・テープにも、それらの死と自分の死が一体をなすも

のであるというメッセージがあった、そういう答が返ってきました。

薫 自殺の動機は、じゃあ、アコたちと同じ…？

久木野 ま、一体をなすという以上、共通点もあるのでしょうが、桜井さんの場合はビデオの

中で独自の事情らしきものも暗示されていたとか。

薫 まあ！ 何なの。

久木野 …死に至る病。

薫 死に至るヤ、マ、イ？。 なんのこと。

久木野 わかりません。癌かもしれない。精神を病んでいたのかも。中高年は鬱病でよく自殺

しますし。もしかしたら HIV に感染していた可能性だってないとは言えない。だとし

たら…。

薫 そういえば、この前会ったとき、人は生まれたとたんに死に始めてる。私などすぐそ

こに死の淵が見えている。そんなこと、言ってたわ。変わった人だった。話をすぐ生

き死にのことに持ってって…。でも、ほんとに自殺だったんですか。

久木野 フフ、それは私の言いそうなセリフじゃありませんか。答はイエスです。そう断定さ

れました。桜井さんは純白のタキシードで正装し、部屋は千本を超えるバラの花で飾

られていたそうです。公正証書の遺言もあったし、葬儀の仕方、身辺整理の指示もあ

った。さらに自殺者がよくやるように、昨日は桜井さんの誕生日だったとか。わざわ

ざ誕生日に死ぬなんて…。トミー、富岡靖の場合もそうだったんです。

薫 トミーもですか。そうですか…。あのう、そのビデオ・テープにはほかに…？

久木野 本日この山荘において、大館薫はアコの死に水でその唇を湿らせるだろう、そんな文

言があったそうです。だから連絡が入ったのです、私に。
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薫 だから連絡が入ったって…。なぜあなたに？ なぜ、だからなの？

久木野 私が石原和彦さんの自殺の背景に強い興味を抱いている、そのことがよく知られてい

るからです。

薫 だけど、もう終わった事件じゃないですか。

久木野 ええ、公式には。ま、個人的なライフワークとでも解釈してください。桜井さんの遺

したビデオを検分した同僚は、これはまだ事件ではないけれど、私の耳に入れるぐら

いの値打ちはあるだろう、賢明にもそう判断したというわけです。

切り裂きメリーは二人の会話を聞いているような、いないような。ひたすら自分の

想念の海を漂っている。

メリー (ひとり言) ああ、桜井さんが先に逝っちゃうなんて…。

二人は切り裂きメリーをチラッと見るが、会話の続きに戻る。

久木野 大館さん…薫さん、こうなった以上、言ってしまいましょう。私の推論はこうなんで

す。私はそのビデオをまだ観ていませんが…(言い訳がましく) 急いでここに駆けつけ

ましたからね…この風変わりなお葬式は、あ、もちろん数々の自殺もですが、おそら

く、死に至る病を抱えていた桜井シェフの企画であり、それを決行するために石原和

彦さんを誘った。その石原和彦さんが、さらにほかの四人、あ、(そこで切り裂きメリ

ーに目をやり) あなたも入れれば五人ですが、もう生き続けていく意志を放棄してい

る自分と似たような人間に囁きかけた。

メリー うー～っ。(無意識にうなり声をあげ、弱い小動物が尻から巣穴の奥に引っ込むように

椅子の中で後ずさる)

薫 すべては桜井さんが…。まさか、と言いたいけど、いいえ、まさかじゃないかも…そ

うじゃないかも…。

息を忘れ、久木野の言葉を反芻する薫。その推論を噛み、呑み、呑み下し、そして

肩を落とす。

そういうことだったのかもしれないわね。アコの屈折した内面といい、麻々ちゃんの

実体といい、桜井さんの実像といい…。私にはなんにもわかっちゃいなかった。そう、

まさしくそうよ！ 料理のレシピ、アコが料理本を丸写しにしたのかと思ってたけど、

桜井さんだったのよ。そうよ、そう考えた方がいいんだわ。だって、この山荘、偶然

手紙に書かれた条件に合ってるなんて、そう言えばヘンだもん。 初からここを前提

にして筋書きが作られてられてたんだわ。何もかも計画のうちよ！ ああ、なんて間抜

けなの、私って！

メリー さ、桜井シェフは、ほ、ほかに何か？ そ、そのビデオ・テープのほかには何も？

突然、急き込んだ切り裂きメリーの声、割って入る。

久木野 (刑事の重々しさを装って) わかりませんね。電話で話しただけですからね、私は。た

だ、 後のメッセージはこんなふうに結ばれていたそうです。「この時を逸する前に、

さあ急がねば」と。

メリー こ、この時を逸する前に、さ、さ、さあ急がねば！

自ら発した言葉に打ちのめされたように頭を垂れる切り裂きメリー。唇が同じ言葉

をくり返しながら震えている。

薫 へーえ！ そうなんですか、それが結びなんですか。ということは…、ははあ、いまは

っきりわかりました。桜井さんにとっては、追分でこれを計画しているからこそ自分

を死に追い込めた、死に後れまいと急ぐことができた、そういうことだったんですね。

集団自殺の心理って、それでしょ。いちばん 後がいちばん勇気がいる。だからみん

な、先を争って死に向かう。(切り裂きメリーをチラッと見て) あなた、大丈夫？ 死

に後れたわね。
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薫のひと言で、切り裂きメリー、薫を敵のように睨む。椅子の中に巨体を沈め、無

意識に爪を噛む。激しい呼吸。

久木野 なるほど。じつに興味深い洞察ですね。しかし、一つお尋ねしていいでしょうか。ど

うしてあなた方は、そんなにも生に対する執着が薄いんです。なぜそんなに…。

薫 (久木野ではなく切り裂きメリーを見て答える) その質問の答にはなりませんけど、私

に言わせていただけば、この一連の死は芝居がかりすぎています。死ぬことにご大層

な仕掛けがいるのは、まだ生きていたいという気持がある証拠じゃないかしら。

メリー か、か、か、かっ、勝手な言い草は、や、や、やめるんだね、あ、あんたあっ。

薫 (切り裂きメリーを無視して続ける) 桜井さんの自殺、それを手伝った者はいなかった

んですか。その発見者は死後に来たのではなく、手伝って一度去り、そしてまた来て

驚いてみせたってことは。

メリー な、何を言ってんのさあっ。さっきから勝手なことばっかり！ あんた、あてずっぽう

言うんじゃないよ、口に油塗っちゃってさあ！

久木野 私の意見に薫さんが近づいたとは嬉しいですね。もしや、この人と話して、何か収穫

でもあったんですか。

薫 ええ。ありましたとも。

メリー (思わず巣穴から跳び出して) やっ、やめてようっ。言うべきときがきたら、自分で言

うわようっ。

薫 自称切り裂きメリーさん、あなたたちは他人の自殺につき添い、死の恐怖を支え合お

うとした。そうでしょ？ だけど、はっきり言わせていただけば、そのこと自体が死ぬ

意思の脆弱さを表してるのよ。桜井さんもあなたたちも、まだ生き尽くしていない。

だから死ぬのが怖かったのよ。だから群れる。そうでしょ？ どんづまりまで生き尽く

したら、生は死とひと繋がりになって…

メリー (ドンッ、ドンドンッ！ テーブルを両手のひらで狂ったように叩く) あ、あんたの言

葉でわたしたちを辱めると、しょっ、承知しないよっ。(薫の眼前に顔を突きつける)

そんなヤワだと思うのかいっ。あんたっ、わたしがどんな人生送ったか知りもしない

でっ。よっくもっ！ どんづまりだってえ？ どんづまりがどんなものか、わかってん

のかいっ。み、見せてやるっ。どんづまりを見せてやるっ。逃げるんじゃないよ、そ

んときになってさあっ！

切り裂きメリーの唾が飛び、分厚い唇がめくれ上がる。もはや狂気に近い。しかし、

薫は冷静。

薫 ごめんなさい。侮辱するだなんて、そんな気持はありません。ただ、死をいたずらに

仰々しいものにしているとしか思えないあなたたちに、どうしても言っておきたかっ

たのよ。

メリー やっ、やかましいやいっ。あ、あ、あ、あんたさあっ、麻々ちゃん殺しは逃れようも

ない事実なんだからねっ。あんたこそションベン洩らすんじゃないよっ。と、と、と

っとと警察でも刑務所でも行っっちゃえ、馬鹿っ。

切り裂きメリーは怒りにまかせてテーブルをひっくり返そうとするが、重すぎてで

きない。代わりに、グラスを手当たりしだいに薫に叩きつける。そして巨体を揺す

って、つんのめるように退場。

ふーっと長い息をつく薫。首を回す。空を見る。久木野も同じように長い息を吐き、

首を回し始める。同じ空を見る。いつの間にか、舞台は薄暗くなっている。梅雨の

晴れ間の明るい空を暗雲が覆い始めたのだ。遠雷。そして遠い稲光。

薫 夕立が来るのかしら…。あら、こんな昼間に夕立はないわね。

久木野 いや、山の夕立は早いって言いますよ。真っ昼間に来るって。
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薫 ああ…、あんなこと、言うんじゃなかったわ。

久木野 はい？

薫 みんな、たいへんな人生しょってる同士だってのに…。

久木野 …同感です。(つぶやく) まったく同感です…。

また遠雷。弱い稲光が空を走る。にわかに襲った疲労感に捉えられる二人。

薫、やがて半ば脱力したまま、壊れたグラスの破片の中から死ぬための薬を選り分

け、自分の前に集める。それを小山のように盛り、凝視する。占い師が水晶玉を掌

で包むように。

久木野がそれに気づき、

久木野 その薬、もしかして…

と言いかかったとき、切り裂きメリー登場。酔ったような足取り。何かが憑依して

いるのか？ 右手は後ろ手にしている。久木野、その異様さに思わず腰を上げかかる。

薫は気がついていない。

カ、オ、ル、さん…。(注意を促す)

ぼんやりと久木野を見やる。久木野の視線を追って、首を転ずる。切り裂きメリー

がテーブルのむこうに迫っている。

(妖気に震える声) あんたに…これから…どんづまりってもんを…お、教えてやるぅ…。

メリー よおーく見ぃてなぁ～。

麻々を包んだシーツを跳ね除け、後ろ手にしていた右手を振りかぶる。手には包丁。

ギョッとして身構える薫と久木野。

いいかぁっ。女がなんだっ。男がなんだいっ。からだがなんなんだいっ。からだなん

て、ただの容れもんじゃねえかっ。なのに、誰かさんみたいにさあ、オチンチン取っ

て、トンネル掘って、からだなんか変えるこたァなかったんだよおっ。からだがそん

なに大事だってぇのかぁっっっ。

突如、包丁をふるって麻々の陰茎を切り落とす切り裂きメリー。薫と久木野はまだ

何が起こったのか、見ていても理解できず、硬直して椅子にしがみついている。切

り裂きメリー、哄笑。黄色を感じさせるギラギラした笑い。

メリー 見ぃたかぁ、大館博ぃ！ からだなんて、こんな程度のもんなのさぁ！ こんなオチン

チン、あんたにくれてやらあっっっ！

陰茎を薫に投げつけ、いちだんと高い哄笑。まるで泣いているような哄笑。

直後、発作的に自分の胸に包丁を突き立てる切り裂きメリー。

こっ、これが、ほんとの、ど、ど、どんづまっっっ…。

近づいた稲光。そして雷。暗転。

シーン⑪ 自殺幇助？

以下、暗転した舞台で唯一のライトは時々の稲光だけ。観客には何が起こっているの

か、飛び飛びにしかわからないが、どうやら切り裂きメリーが自殺を図り、それを久

木野が必死で止めようとしているらしいことは想像つく。近づいた雷鳴が轟き続ける。

薫は椅子に硬直したまま。

久木野 死んではいけないっ。死んではいけないんだっ。

久木野、切り裂きメリーに迫る。

メリー くっ、来るなっ。じゃじゃ邪魔すんじゃないっ。

椅子を楯にして近づく久木野に包丁を振り回す。久木野、たじろぐ。その隙にまた
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包丁を胸に突きたてようと身構える切り裂きメリー。とっさに椅子を投げつける久

木野。切り裂きメリーは椅子を受け、大きくよろめき包丁を取り落としそうになる。

久木野 ガワアーッ！

意味不明の叫び声を上げて突進する久木野。

メリー さ、刺すよっ、そそそれ以上近づくとっ、刺すよっ。

切り裂きメリーは自分の腹に包丁の尖端を当て、身構える。

久木野 やめてくれっ。やめろっ。死んではいけないっ。

叫びながら、久木野、夢中で切り裂きメリーにつかみかかる。しかし、それが引き

金となって、切り裂きメリーは腹に包丁を突き立てる。久木野、それでも夢中で胴

体にむしゃぶりつく。倒れる二人。包丁が転がり、薫の足元に。身じろぎもしない

薫。

メリー し、し、し、死なせてええぇぇぇっっっ…(あとは幼児のような嗚咽に変わる)。

久木野 (久木野も顔がぐちゃぐちゃ) なぜみんな、なぜこうも死にたがるんだ！

久木野は切り裂きメリーから身を剥がし、よれよれになって立ち上がる。薫はそん

な久木野から視線を背け、切り裂きメリーの方に暗澹たる視線をすえる。

久木野 救急車を早くっ。

しかし、薫は切り裂きメリーをじっと覗き込んだまま応えない。仕方なく久木野は

テーブルに置いたはずの携帯電話を急いで探す。が、見つけられない。

久木野 携帯が…携帯がない…私は電話を…早く…(家と切り裂きメリーの間に忙しく視線を往

復させる)この人、看ててくれますかっ。

薫 (ゆっくり久木野を振り返り) どうしたのよ。落ち着きなさいな。これはいわば無理心

中ですよ、桜井さんとこの人との。もうすぐ何もかもが終わりますよ。

久木野 お、終わるって、そ、そんな…。と、とにかくお願いしますっ。看ててくださいっ。

薫 わかりました。電話しに行ってらっしゃいな、早く。私はもう無駄だと思います。で

も、ちゃんと看ててはあげますよ。

久木野、意を決して家の中に駆け込む。

薫、切り裂きメリーの目を再び捉える。瀕死の切り裂きメリー、必死で上体を起こ

す。

メリー ホ、ホホ、ホネガイ…ホネガイダカラ…。

指を懸命に包丁の方へ伸ばそうとする。薫、目を閉じる。天を仰ぐ。ああ！ それか

らイヤイヤをするように首を振る。が、とうとう唇を噛んで、にじるように包丁に

歩み寄る。爪先で血塗れた包丁に触れる。恐る恐る刃先をつまむ。包丁から目を背

ける。のろのろと切り裂きメリーのそばに立ち、その目を凝視し、やがて扉を閉じ

るように背を向ける。だらりと下げた指先には包丁。

薫 (かろうじて、つぶやく)ここから先は…あなたの人生よ…。

切り裂きメリーはその目に包丁を呑み込み、それから 後の力をふりしぼって両手

で包丁をむさぼる。

轟く雷鳴。凝固する薫。

メリー ア…ア…アコ…待って…

稲光の中に、しゃがみ込む薫の姿。

死んだのが、いまアコの名を呼んだのが、まるで自分であったかのように崩れ落ち

ている薫。

声は上げない。涙も見せない。ただ死を呑んだ激情が背中を、肩を突き抜けている
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だけ。溶暗。

シーン⑫ 私は死なない…？

時をおかず溶明。あいかわらず不安定な空模様。雲間からときどき光が射したと思っ

たら、また薄暗くなったり。まだ弱い稲妻がときどき空を走る。

駆け込んできた久木野。薫と切り裂きメリーの様子を一見して事態を知る。

久木野 なんてことを！ ま、まさか…殺したんじゃないでしょうねっ。

薫 (ゆっくりと、なんとか気持を立て直して立ち上がり) まさかね。

久木野は頭を抱え込みそうになるが、自分の年齢を思い出し、無理やり背筋を立て

る。いつもの冷静さを取り戻した薫の視線に合うと、怒ったように横を向く。

いいのよ、自分を責めなくたって。この人はあなたが電話をしに行こうと行くまいと

死にました。いいえ、もう死んでいましたね。 後に手を貸したのは私かもしれませ

んが。

久木野 なんですって！ あなたが手を貸した？ そんなあ！

薫 私にわかっていたのは、この人が苦しみながら一秒一秒死に向かっていた、それだけ

です。私はその気持に寄り添ってあげただけ。だって、これは枷からの解放ですから

ね。心とからだの矛盾を抱えて生まれてしまった枷、そのせいで世間から爪はじきさ

れてきた枷、そんな枷から解放されてやっと自由になれる。それが肉体の死なんです。

わかるかしら。

久木野 (ブスッと) そのくらい、私にだって、想像つきます。

薫 そう、それはよかったわ。

久木野 しかし、だからって、死に逃げ込めばいいってもんじゃないでしょう！

薫 悪いけど、あなたと議論する気はありません。私が言いたかったのは、さっき死のう

としてたとき感じたことなの。

久木野 死のうとしてた…あなたまで死のうとしたんですかっ。

薫 そのときね、そう、死のうとしてるのに、まるで新しく生まれ出るような…私はやっ

と大館博からも大館薫からも解放される、私は生まれて初めて私になれる…その歓び

に貫かれたのよ！

ほとばしり出た言霊に襟を掻き合わせる薫。

久木野は薫の言葉の意味するところを実感として理解したようには見えない。

が、少なくとも薫を捉えている生と死の深みは感じたのか、あるいは眼前の切り裂

きメリーの死の衝撃をぬぐいきれないのか、状況の重さに耐えかねたように肩を落

としている。

久木野の背中は、敗戦の夕日の戦場にただ一人立つ、生き残りの兵士のようである。

薫 あなたは誰なの？

薫、不意打ち。久木野、キョトンとした顔を上げる。しばらくして質問の意味にた

どりつく。

久木野 そんなこと、いまさら…。登場人物はみんな死んだんです。そんな話はもう意味がな

い。するだけ無駄です。

薫 事態はここまで来たのよ。警察が来る前に、どうぞおっしゃってください。

二人は互いの目の奥を覗き合う。久木野は自分が秘めてきた真実を眺め下ろし、目

にやっと決意を溜める。
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久木野 いいでしょう。言います。失礼しました、私はトミー、富岡靖の弟です。富岡 毅 とい
つよし

うのが私の名前です。トミーは私の年子の兄…あなたのしてくださった話からすれば、

ほんとうは姉と呼ぶべきなんでしょうが、ああ！ (頭をかきむしりそうになるのを我

慢して) 兄…いちおう兄ということで、そのう…許してください…。

薫 あなたがトミーの弟さん…。

その瞬間、薫を捉えたのは、驚きでもなく、納得でもなく、話が落ちるべきところ

に落ちた脱力感。

そうだったんですか。(深い息) トミーのねえ。そういえば、トミーの話題のとき、ち

ょっと違ってましたもんね。

久木野 そうですか。うまくやってるつもりでしたが。

薫 およそ刑事らしくない態度でしたよ。

久木野 ……。(ちょっと不服げ)

薫 じゃあ、久木野刑事って、いったい誰？

久木野 ……。(答えようかどうしようか)

薫 誰です？

久木野 申し訳ありませんでした。兄が死んだとき、事情を訊きにやって来た刑事です。

薫 じゃあ、あなたの情報源はその刑事？

久木野 はい。桜井さんのことも石原和彦さんのことも。兄の死は、自殺ということになりま

したが、私はどうしても納得いかなくて、休暇をとっては自分で調べました。自殺し

たのと同じホームで同じ時間に。ほら、通勤客って、だいたい毎日同じ時間に同じ場

所から乗るでしょう？

薫 で、収穫は？

久木野 (首を振る) でも、兄の会社の同僚の話で、兄のよく顔を出していた店がわかり、そこ

で交友関係を尋ねたら、まっ先に石原和彦さん、アコの名前があがってきました。そ

れで私はすぐ会いに行きました。

薫 アコは話をはぐらかしたでしょうね。

久木野 ええ。決して核心には触れさせてくれませんでした。で、警察なら話を引き出せるだ

ろうと、担当だった久木野刑事に頼みに行ったんです。でも、その程度の話では警察

は…。久木野刑事には、石原和彦さんの自殺を後日知ったときにも、もう一度私なり

の疑念…自殺の背後に演出者というか、私の意識としては殺人鬼、そう呼びたいほど

の存在ですが、それがいるんじゃないかという疑念をぶつけに行ったんです。

薫 しかし、結果は同じことだった。

久木野 そうです。それで私はあなたに会いに行ったんです。何しろ共同経営者ですからね。

こんどこそ、はぐらかされたくありませんでした。それで、連絡用にもらっていた久

木野刑事の名刺をつい渡してしまったんです。すいませんでした。申し訳ありません。

でも、ちゃんと答えてくださって、ありがとうございました。

薫、しばらく久木野を眼差していたが…。

薫 私、思うんだけど…。ホームの通勤客からはトミーの自殺幇助者がいたという目撃情

報は得られなかったって言いましたね。そうだろうと思いますよ。なぜって、アコは

トミーの死には無関係だったと思うからです。だって、もしトミーがアコの連続自殺

の仲間だったら、ほかの四人のように、このお葬式に招待されてるはずでしょう？

突きつけられた事実に目を見開く久木野。そして顔を歪める。下を向き、叱られた

駄々っ子のように足元の小石を蹴る。
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久木野 おっしゃるとおりだ。（(無念そうに） 誰かが兄を無理やり死に追いやった、兄は単な

る犠牲者だった、自分から死んだんじゃない。私はそう思いたかったんですが…。

薫 わかります。そういうことであった方が、肉親者にとっては罪悪感が薄れるでしょう

からね。

キッと顎を上げる久木野。真実ではあるが、他人から言われたくはない。

あら、ごめんなさい。言いすぎました。

久木野 もう、無駄なおしゃべりはやめましょう。それより…、それよりあなたです。あなた

ですよ、薫さんっ。

久木野はこれまでの話を遮断するように薫に向き直る。

薫 ……？

久木野 さっき、あなたは死のうとしてたと言われましたが…。

薫、かすかにうなずく。おずおずとした久木野には珍しく、ねじ伏せるように断ず

る。

死、ん、で、は、駄、目、で、す、よ、薫、さ、んっ。

薫 ど…どうして…そんなことを…あなたに言われなきゃいけないの。

久木野 理由は…、いや資格はありません、たぶん。だけど、私はあなたに死んでほしくない。

あなたにまで死なれたら、私はそのう…。

薫 気が狂ってしまいそう？

久木野 そんなことじゃないっ。違いますっ。いや、いいんです、忘れてくださいっ。

薫、久木野の心中がよく理解できない。その表情を窺っていたが、やがて興味を失

い、自分の世界(麻々を死なせたという現実)に戻っていく。

久木野は久木野で、まだ薫には明かしていない思いに囚われ、拳を握りしめている。

独りこめかみを叩く久木野。

薫は麻々をしばらく見下ろしていたが、そっと合掌し、それから顔を空に向ける。

その目に、折りしも雲の切れ間から光が射す。

踊る聖歌隊 薫のテーマ、薄く始まる。(姿は見えない)

深い呼吸をする薫。両手を広げ、それから降りそそぐ光を抱きとめ…。そしてそこ

には自分のほか誰もいないかのように、悠然とテーブルに歩み寄る。独白。

薫 やっと終わるんだわ。ほんとうの私ではあれなかった人生が…。

それから、ふと…遠くに視線を泳がせ、

どうしたのかしら…パトカー…救急車…遅いわね。

その声にハッと顔を上げる久木野。薫はグラスにリーシの水をそそぎ、テーブルの

上の薬に手を伸ばす。常用しているサプリメントでも飲もうとしているかのような

自然さ。

久木野は薫を、その薬の山を凝視し、みるみる表情を強ばらせる。

薫のテーマ、UP。
薫は太古の森の梢に、空に、顎を上げ、オブラートに包まれた薬をひとつかみ口に

入れる。

グラスを挙げ、飲んだ！ その瞬間、ドドドドドッ！ 久木野、突進。薫のテーマ、

カット・アウト。

久木野 死んではいけないと言ったでしょうっっっ。

久木野、絶叫。薫の両肩を鷲づかみにして激しく揺する。吐き出させようと、必死

で背中を叩く。

121



死んじゃ駄目だっ。（くり返し、任意）

久木野の勢いに圧倒され、揺すられるまま、叩かれるままになっている薫。

しっ、死なないでくださいっっっ。(くり返し、任意)

薫、ゲボゲボと咳き込み、薬が口からこぼれ始める。久木野、懸命の介抱。水を飲

ませる。

薫 (息も絶え絶えに) ど…ど…どうして…死なせて…くれない…の…。

久木野 なんてことを…。 さっき言ってたじゃないですか。生き尽してこそ生と死はひとつな

がりになるって、自分で言ってたじゃないですかあっ。

久木野自身が自殺を図ったかのように疲労困憊し、少しずつ膝から崩れ折れる。

ど…どん…どんづまりまで…生きるんじゃ…なかったんですかぁ…。

久木野、とうとう薫の足元に崩れ落ちる。

薫を深い疲労感が襲う。混濁してしまった状況。久木野、絞り出すように。

ワタシハ、イキテイテ、ホシイ。イキテイテ、ホシカッタンダ…。

久木野は独り嗚咽を洩らし始めている(その言葉は、じつは兄に言ったのだった)。

知らず知らず片手で薫のドレスの裾を握る。キリストの衣の裾にすがる罪びとのよ

うに。

薫、握られたドレスの裾にゆっくりと視線を落とす。

久木野、不意にこみ上げた思いに、自分の額を万力のように締めつける。

久木野 私は兄を、三十五年間、ずっと憎悪してきたんですっっっ。

いきなり突きつけられ生々しい感情。

いや、憎悪しただけじゃない、恥じてたんですっ。子供の頃から私までオカマの兄弟

と嘲られ、いじめられ、社会に出たあとも、だから兄のことは徹底して隠しました。

ゲイとか性同一性障害、そんな言葉、聞くのもいやで、この身が兄同然にけがれるよ

うで、知ろうとも思いませんでした。でも、その兄は自ら死んだ。兄が…あの兄が死

にたいと思った気持の中には、きっと…きっと、弟の私のこともあったんです。だっ

て、去年のお正月、何年ぶりかで実家で顔を合わせたとき、別れ際に、ごめんなって

…ポツリと。でも私の目をじっと見つめて言ったんです。それって…

薫 (久木野のナマの感情を浴び、しだいに現実感戻る。いやいやをしながら) もういいわ、

もういいわ。みんなつらい思いは同じです。だから、もう久木野さん、もう…。

久木野 (薫の言葉が聞こえていない) 私は兄を恥じてはいけなかったんですっ。兄を死に追い

やってはいけなかったんですっ。兄といっしょに生きなければいけなかったんですっ。

薫 悪いけど、あのう…

久木野 まだ小学生だった私は、消しても消せない過去を背負わされました。学校から帰る私

に蜘蛛の巣を張って待ち伏せていた男がいたんです。その男は私に、おい、おまえも

オカマなんだろう、寄ってけよ、そう言って、私を兄と同じ糸にからめようとしたん

です。その出来事からです、私が兄の存在を憎悪するようになったのは。だけど、い

けなかったんだっ、憎んではいけなかったんだっ。

薫 (ようやくなんとか常態に戻って) もう、何もかも謎は解けました。ありがとう。もう

けっこうです。私にいろいろ質問しながら、あなたが考え込んでいた、そのわけもこ

れでわかりました。それ以上、悪いけど、もう聞きたくありません。

久木野 お願いですっ、言わせてくださいっ。もう一つだけお願いですっ。死んだとき、兄の

性器は傷だらけだったんですよ、薫さんっ。切りつけてたんです、自分の性器が憎く

てっ。私が兄を憎悪するどころじゃなく、兄は自分自身を憎んでたんですっ。あなた

が以前言われたとおり、兄はきっと、自分が男と女、二つに分かれたままだったんで

す。そんな自分を受け容れることができなかった。いや、赦せなかったんだ。だ、だ
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けど…だけどです、富岡靖は男であろうと女であろうと、両方だろうと、どっちだっ

てよかったんだっ。あのままで素晴らしい富岡靖だったんだっ。そうでしょ、薫さん

っ。な、なのに…なのに弟の私はっ…。

久木野、テラスを叩いて慟哭する。薫に否も応もなく、久木野の苦悩が降りかかる。

薫は固く目を閉じ、線になるほど強く唇を吸い込む。

慟哭を静めると、久木野は消え入るような声を足元に落とし始める。

私は…私は…そのことを…あるがままで兄を受け容れるべきだということを、もっと

早くわかるべきだったんです。兄を受け容れようとしない世間なんて、兄といっしょ

に呑み込んじゃえばよかったんです。そうしたら、きっと兄は死ぬことはなかった。

つらいだろうけど、いまもぼくの兄でいてくれ…た…。ご、ごめんなさい…ほんとう

に…(再び、はからずも慟哭が突き上げる)…ほ、ほんとうに…ご、ごめんなさい…赦

して…赦してください…ご、ごめんなさ…ごめんなさ…ィ。

薫、宙の一点に視線を止めている。感情を揺らさないように、懸命に耐えている。

しばらくは二人の呼吸音だけ。薫は深く長く。久木野は浅く短く。

やがて久木野、なんとか平静に戻る(我に帰る)。

久木野 取り乱してしまって…。申し訳ありませんでした。ですが…しかし…誰かに一度は話

しておきたかったんです。もう一生、誰にも話すことはないでしょう。ほんとうにす

いませんでした。

薫 (久木野の目を覗き) 久木野さん…。わかっています、あなたの心の底にあるお気持は。

いまわかりましたよ。あなた、亡くなられたお兄さんに、私の命を接木してほしいん
つ ぎ き

でしょう。そういうことなんでしょう？

久木野 …つ、接木って…。

薫 ご自分では気づいてらっしゃらないだけです。お兄さんと同じ悩みを生きる私が生き

続けていけば、お兄さんもまた生き始める…ような、そんな…。そうなんでしょう？

久木野 は？ ああ…、はあ…。

薫 でしょ？ だけど、私は麻々ちゃんを死なせてしまった。その償いをしなければなりま

せん。

久木野 ……(かすかにうなずく)。

薫 でも、その償いって、法律でしかできないものかしら。

久木野 そ、それは…、

薫 (言い放つ) 償いは、私、自分自身でいたします。

久木野 えっ、じ、自分で…。(その意味することを察し、ああ！ なんとかしなくては！) そ

っ、それはいけないっ。

薫 じゃあ、無知で無神経な、世間のあの牙にかかれと？

久木野、反射的にうなずきかかり、激しく首を横に振る。

久木野 そ、そうじゃなく…違うっ、違うんだっ。薫さん、世間の無知がなんなんですっ。無

神経がどうだっていうんですっ。これまでもそんなもん呑み込んできたじゃありませ

んかっ。あ、あなたのような人には、わ、私は、あなたのような人には生きていてほ

しいっ。

薫 ク、ク、キ、ノ、サ、ン…。

久木野 (必死でまくしたてる) あなたは以前言われた。性同一性障害を抱えて生きてきた生命

が、底の方でひっそり涙を流している。しんしんと降る雪のような、音のしない涙を

流していると。

薫 ……。(薫、久木野の勢いに呑まれている。かすかにうなずく)
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久木野 そのあなたと同じ涙を、もしかしたら私の兄も流していたのかもしれない。でも兄は

自らを殺した。自分を見捨てたんです。だけど兄は、そうするために…わざわざ自分

で自分を見捨てるために生まれてきたんですかっ。違うでしょっ。

薫 …お願い…もういい…言わないで…。

久木野 いいえっ。言いたい、言わせてくださいっ。あなたは素晴らしい人なんだっ。私だっ

たら、そんな過酷な人生、とっくの昔に放り出してますよっ。そうしなかった自分を

あなたは誇るべきなんだっ。せっかく手術をし、戸籍を変えて女性になられたのに、

やっとほんとうの自分になられたのに、その自分を自分で殺すんですかっ。どうか

後まで生きてくださいっ。まだこれからでしょう、あなたのほんとうの人生はこれか

らでしょうっ。どうか 後まで…おっ、お願いしまっっっっ…。

久木野、自分の思いにずぶ濡れになり、全身でガタガタ震えている。

薫は久木野の激情に捉えられ、棒立ち。イエスでもノーでもない。ただ打ちのめさ

れている。

不意に、からだの芯を失ってよろめく薫。テーブルで支え、そして久木野に浴びせ

かけられた思いから逃れようとするかのように虚空をつかむ。

まったくの無音。薫の言葉を待ち、凝視し続ける久木野。薫、突然、椅子の一つに

崩れ落ちる。

久木野 赦してください。こ…このようなことを言って…ことになってしまって…。

二人の呼吸、肩で、背中で。

やがて薫、突っ伏したままつぶやく。

薫 私に…生きろって…？

久木野 は、はい。

薫 私にもっともっと苦しめって？

久木野 (消え入るように) …は、はい…も、申し訳、あ、ありません。

薫、さらに突っ伏す。その薫を見ていた久木野、突如叫ぶ。

久木野 いや、いいんだっ、いいんですっ、忘れてくださいっ。あなたの人生なんだ！

久木野、たまらず薫に背を向ける。

薫、のろのろと視線を上げ、久木野の震える背中を見る。その背中に背負われた薫

の生、または死。

薫、久木野の背中を見る。見続ける。

やがて、傾く決意に首を左右に振り始める薫。そして…。

ガックリと頭を垂れる(生命の段差を落ちた瞬間である)。

薫 (やおら、息の底から) あなた…ねえ、あなた…、

大きく息を吸い直す。凍りついたような頬。呑み込んだ無理やりの決意を維持する

のに一杯いっぱい。

まだなんでしょう、ねえ。まだしてないんでしょう？ 電話、警察に。

久木野 (久木野、眠りから覚めたように薫を見る。忘れていた現実を思い出す) いいえ、は、

はい、いいえ。私は、そのう…、あなたのような人をほんとうは警察に渡したくなか

ったんです。

薫、哀しげに。

薫 いい人ね、あなたって。ありがとう。あなたに会えてよかったわ。

久木野 お礼なんて、そんな。私こそ…。

薫 (自分自身を懸命に納得させるように) 生き尽してこそ生は死とひとつながりになる。

そう言ったのは私でしたもんね。お兄さんの命は私に繋がせていただきます。(麻々の
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亡骸に指先を伸ばす) お兄さんだけじゃない、この麻々ちゃんにも。それからアコた

ちにもね…。さあ、気の変わらないうちに電話なさって！ 早く！ さあ！

遠雷。

久木野 (やっと) 刑務所に入られても、この私が…あなたといっしょに生きていることを…ど

うか…どうか忘れないでください。

深く長く頭を下げる。そして、こみ上げる新たな感情を必死で跨ぎながら、麻々の

からだの下から苦労して携帯電話を見つけると、薫に声が聞こえないところまでギ

クシャクと去って行く。久木野が電話を始めると、聖歌隊登場。

踊る聖歌隊 薫のテーマ、切々と。

薫はこれまでの五十六年間と、これから訪れる残酷な時の、その境目にたたずんで

ゆらめく。

薫、空を仰ぎ、 後の語り。

薫 今夜は雨だわ。でもね、久木野さん、私の涙雨だなんて思わないでくださいね。私、

泣きませんから。たぶん、泣きませんから。

が、突如、魂の底からこみ上げる哀しみに捕縛され、我と我が身を抱きしめて。

捕まったら、わたし、ほんとに女の刑務所に入れてもらえるのかしら。それとも男の

…………、

その瞬間、薫の頭上で真っ赤な光の玉が弾け、客席に向かってその光が放たれる。

観客には何も見えなくなる。

絶望的な盲目の中、薫のテーマが極限まで UP。

双頭の性、終わり。または永遠に始まり。
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あ と が き

二十五年も前のことだ。

友人のカメラマンが写真集を出版するとき、「ところ

どころにシャレた文章を入れたいんだけど、何か書いて

くれない？」と言ってきた。「気楽にやってよ、どうせ

飾りなんだから」と。

訊いてみれば、その写真集とは、六本木のショー・パ

ブ(当時そんな言い方はしなかったけれど)、そこで毎夜

きらびやかなショーをくり広げる三十人ものニューハー

フの人たちを被写体にしたものだった。

文章はどうせ飾り、主役は写真。それはわかっている。

が、飾りにしても、ぼくには予備知識のかけらもなかっ

た。ぼくはその店でアンケートをとらさせてもらうこと

にした。

★

回答者のなかに、五人ほど、とても熱心に答えてくだ

さった方があった。ぼくはその方たちに追加インタビュ

ーを試みた。

…と。

ガ、ク、ゼ、ン、としたのである。

「この人たちの人生のシビアさは何なんだ！ それに

較べたらおれの人生なんて…」

いっぱし自分は自分で深く悩みながら暮らしているつ

もりだった。が、ぼく程度の悩みで神経性の下痢をして

いたらバチが当たるぞ。そう思った。反省した。それ以

上に恥ずかしかった。

以来、ぼくはそのときのメモを後生大事に抱え込み、

いつか「生きる意味を問う小説」としてこの人たちのこ

とを書こう、そう心に決めた。

★

ぼくは子どもの頃から、人はなんのために生まれてく

るのか、生き続ける意味はどこにあるのか、そういうこ

とを考える、妙な、そしてやっかいなキャラクターをし

ていた。こう言うと語弊があるが、聞かせていただいた

心の性とからだの性の矛盾を抱える人生の困難さは、そ

の答を問うにはぴったりの題材に思えたのだった。

しかし。

あまりにも難題すぎた。しかも、それを受け取る側の

出版界、すなわち世間の認識もなかなかテーマの深さに

追いついて来なかった。

性同一性障害の提起する問題とは、ぼくにとって、

「性別とはいったいどういう意味を持つのか、何ほどの

ものであるのか」を問うテーマだったし、それはけっき

ょく「人間にとって大切なものは何なのか」、「そもそも

人間とは…？」という根源的な問いにも行き着かせた。

さらに言うなら、人間はさまざまな不利な条件を付与さ

れてこの世に生まれ出て来るけれど、そういう人生とど

う建設的に向き合えばよいのか、そのことをもぼくに問

いかけてきた。

世に送り出せるまでに二十年もかかった。

★

そうしてやっと出た小説だったが、基礎的な知識の間

違いがあまりに多かった。はなはだ失礼な話だった。ま

た、世に出すためにミステリー小説化したことで、おも

しろくはなっただろうが、ほんとうに言いたかったこと

が充分に言えなかった、そういう不充足感をも抱かせた。

いまは立ち消えになったが、いっとき小説を舞台化す

る話があって、戯曲の形で書き直しを始めた。

それは、六十歳になるまで、自ら死ぬという人生の選

択を肯定している人間だったぼくが、「おまえ、ほんと

うにそれでいいのか」と自らに問いかける作業でもあっ

た。

その答をぼくはこの戯曲で、主人公薫を通じて出そう

とした。また、性同一性障害に関する世間の態度への異

議申し立ては、ぼくなりに久木野刑事を通じて精一杯行

った。

★

人生は思いどおりにいかないようにできている。

それを乗り切ろうとするとき、「駄目なら死んだって

いいんだぞ」、そう思えることがどんなに救いになるだ

ろうか。

が、だからこそぼくには言いたいことがあるのだった。

私ごとですみませんが、この物語を読まれて、「私も

薫のように生き抜いてみようか」、もしそう思われる方

が一人でもおられれば、それはぼくにとって最高の喜び

となります。生きてきた甲斐があったというものです。

それから、最後になりましたが、山本蘭さんにはずい

ぶん教えていただきました。お世話になりました。蘭さ

んの琴線に触れようとすることが、この物語のクォリテ

ィをどんなに上げてくれたことでしょうか。感謝してい

ます。ありがとうございました。

2007 年 3 月。横浜は、さくら満開。

高橋 一起
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ご挨拶

武井 彩

私が、山本蘭さんとお会いしたのは、かれこれもう、5 年以上前になります。

当時の私は、今よりまだまだ駆け出しで、とにかく、なんでもいいから新しいテーマで

一本で多く脚本を書きたいと思っていました。

テーマさえ決まれば、どんな話も書けるという変な自信もありました。

そんな中、知り合いのプロデューサーさんに「子供持つ性同一性障害」の方をテーマに

脚本を作ってみないか、とお話を頂き、蘭さんと運命的な出会いをしたわけです。

「性同一性障害」と聞いて、私に真っ先に思い浮かんだテーマは「自分らしく生きればい

いじゃない！」というもので、蘭さんに「そんなテーマで書いてみたい」熱く語ったとこ

ろ「それは、当事者じゃない人だからいえるんですよね」とバッサリ斬られました（笑）

その時まで、私は“当事者”などという言葉すら、意識せずに生きていたと思います。

自分のことを“当事者”と呼ぶ人達がいることすら、考えたことがなかった。

そんな私ですから、なかなか脚本を良い形にすることができず、いつのまにか、その企画

は立ち消えとなっていました。

しかし、頭の中にずっと GID という言葉がこびりついていて、そのうち形にしたい、と思

いつつも、いかんせん、世のプロデューサー陣の反応がいまいちで先に進めずにいました。

そのまま、何年も時間が経ち、これはやっぱり形にするのは無理だろうか……。

と思った矢先、一つのニュースが飛び込んできました。「子供」を持つ GID の方の戸籍変

更を認めていなかった法律が「未成年の子供」と、書き換わった、というものです。

私が、何もせずにただ安穏と日々を過ごしていた中、蘭さんをはじめ、GID の皆さんは歩

みを止めることはなかったのだ、と衝撃を受けました。

その瞬間だったと思います。“とにかく書こう”と思ったのは。

それから、ただ本当にがむしゃらに、計算もせずに、3 ヶ月間。

無我夢中で書き上げたのが本作品です。実は、某シナリオコンクールにも出してみたので

すが、残念ながら、力不足により落選。でも、今読み返してみても、勢いだけはあるなぁ、

と思います。

私は、どうしても、どんなに頑張っても当事者の皆さんの気持ちに近づくことはできませ

ん。でも、それができないからこそ、書けた部分もあるかもしれません。

お読み頂いて、「分かってないなあ」と思われる部分も多々あるかとは思いますが、

温かい目で読んで頂ければ幸いです。

そして、お知り合いに映画監督さんなどいらっしゃいましたら、是非、本作を紹介してく

ださい（笑）

武井彩プロフィール

2000 年 フジテレビヤングシナリオ大賞受賞。

「東京リトルラブ」DVD 発売中。

128



○テロップ 「塞翁が馬」とは。

人生の禍福は転々として予測ができない、ということのたとえ。

○都会の風景 澄み渡った冬の空。

乱立するオフィスビル。

○ビル・非常階段 薄暗い非常階段をカツカツと早足で駆け上ぼる革靴の男性。

目の前にせまる屋上の扉。

なんの躊躇いもなく扉のノブを握る。

男性。小久保 清（39）。
開く扉、サッと眩しい日差しが差し込む。

○同・屋上 なんの躊躇いもなく、柵をよじのぼり、外側に立つ小久保。

寒さで息が白い。

足元に広がる街の風景。

ジオラマのような街を小さな人間達がチマチマと動きまわっている。

祈るように目を閉じる小久保。

静寂。

柵からゆっくり手を離す小久保。

転落する身体。

――暗転。呟くような少年の声。

少年の声 ねえ、お母さん。どうして僕は、赤いランドセルじゃダメなの？

○坂道（日替り） 急な上り坂を、ゆっくり歩いてくる喪服姿の男性。一之瀬 誠（38）。

○寺院・外観 小高い場所に建つ寺院。

聞こえてくる読経の声。

掲げられた看板「小久保 清告別式斎場」。

喪服を着た参列者達が、ポツポツと中に入っていく。

○同・境内 遺族席に座る、憔悴しきった様子の小久保菜摘（39）。
菜摘の隣には、制服姿の小久保貴洋（15）と小久保恵美（13）が、肩を震わせて

泣きじゃくっている。

焼香に立つ誠。

誠を見て、露骨に嫌悪感を表す菜摘。

小久保の遺影の前に立つ誠。

その穏やかな笑顔。

129



誠、こみ上げる涙をグッとこらえ、

そっと手を合わせる。

と、背後から参列者達のヒソヒソ声。

女性１ なんで自殺なんか……ねえ？

女性２ 原因、分からないんでしょう？

女性１ まさか、こんなことになるなんてねぇ。いつも幸せそうなご家族だったのに……

そんな声を黙って聞く誠。

誠 ……

○一之瀬家・外観（夜） 東京近郊。住宅街に建つ一軒家。

○同・リビング（夜） スウェット姿で喪服を畳んでいる誠。

その傍で、ソファに座りビールを飲んでいる一之瀬由香里（35）。
キッチンでウーロン茶を入れ、由香里の隣に座る誠。

由香里、誠の喪服を眺めて。

由香里 どうゆう関係の人だったの？

誠 うん……まあ、ちょっとした知り合い

由香里 あなたはやめてよね、自殺なんて

誠 ……（由香里を見る）

由香里 まだ子供達も小さいんだし。親として責任、果たさないと

誠 だよね……。今日つくづくそう思った

由香里 そうよ

誠 あの人が教えてくれたんだ

由香里 うんうん

誠 家族を悲しい目に遭わせるな……自分みたいになっちゃダメだって

由香里 うん

誠 君は、生きる道を選べって

由香里 うん……（ふと）え？なんの話？

真剣な表情で由香里に向き合う誠。

誠 由香里

由香里 ん？

誠 びっくりすると思うけど……。僕がこれから言うこと、真剣に受け止めてくれる

かな

由香里 え。何……？

誠 僕は、これから――

不思議そうに誠を見つめる由香里。

誠 女として生きていきたい

シンと静まり返るリビング。

長い沈黙の後、由香里が口を開く。
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由香里 えッ……？

○タイトル 「塞翁が馬～とある地球の片隅で～」

○一之瀬家・リビング 散らかったリビング。

（日替り・朝） 画用紙。子供が書いた電車の絵。

散乱した電車のおもちゃ。

テーブルの上に置かれた目玉焼き。

その前に座る一之瀬朔太郎（8）、トーストを食べている。

○同・洗面所（朝） パジャマ姿で、鏡に向かい、剃刀で

丁寧にヒゲを剃る誠。

鏡を覗いて、念入りに頬をさする。

髭剃り跡が気になり眉をひそめる。

リビングから聞こえてくるテレビの音声。

アナウンサーの声 今日の一位はおひつじ座！長年の悩みが解決するラッキーデー！

○同・キッチン～リビング（朝） 朔太郎、嬉しそうにキッチンに向かって叫ぶ。

朔太郎 お母さん一位だって！

キッチンに立つ菜摘、元気なく。

由香里 （無理に笑って）あ、そう？……やっった

洗面所からリビングに入ってくる誠。

窓から外を見て、

誠 サク。ユータ君、来たよ

朔太郎 もう？！

黒いランドセルを持って、ポイッと

玄関に放り投げる朔太郎。

誠 乱暴なことしないの！

朔太郎 はーい

と、二階から制服姿の一之瀬麻耶（13）が降りてくる。

麻耶 サク、あんたまた、私の漫画、勝手に読んだでしょ！

朔太郎 知らない

麻耶 チョコレートの指紋が沢山ついてたんだけど

朔太郎 あ……（やばい）

麻耶 勝手に部屋に入らないでって言ってるでしょ！

朔太郎 いってきますッ！

逃げるように玄関から出て行く朔太郎。

ため息をつく麻耶。

キッチンに向かい、お弁当をカバンに詰め込む。

誠 麻耶、ご飯は？

麻耶 いらない。時間ない
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誠 また。夜更かしするから……

麻耶 ……（ムスッ）

ウザそうに誠の言葉を無視する麻耶、

と、キッチンでボンヤリしている由香里に気づく。

麻耶 ……お母さん、今日仕事は？

由香里 ああ。うん……頭痛いから休む

麻耶 ふーん……

麻耶、由香里と誠をチラッと見る。

気まずい様子の二人。

麻耶 じゃ……いってきます

誠・由香里 いってらっしゃい

スタスタ玄関に向かう麻耶。

しかし、途中で振り返って。

麻耶 ねえ、離婚とか、ないよね？

由香里 え？！

誠 何？急に……

麻耶 別に。ただ、 近よく喧嘩してるなあと思って

黙り込む誠と由香里。

由香里 離婚するなら、お母さんがこの家に残ってよね。アタシ、転校するのヤだから

誠 お父さんなら、どこに行ってもいいの？

麻耶 一緒に暮らすなら、お母さんがいい

誠 ……（落胆）

由香里 はいはい、終わり。バカなこと言ってないで、早く学校行きなさい

麻耶 はーい

玄関に向かう麻耶。

途端に会話の無くなる誠と由香里。

明るいテレビからの声だけが響く。

アナウンサーの声 ごめんなさーい、今日の 下位は、うお座のあなたでーす

○街中 商店が立ち並ぶ街を自転車で走りぬけるスーツ姿の誠。

○スーパー「ヤオヘイ」・店頭 開店祝いの花輪が飾られた店頭。

続々と集まってくる主婦達。

チラシを配るスーパー店主。

店主 いらっしゃいませ！いらっしゃいませ！本日、開店セールやっております！

と、背後で自転車のブレーキの音。

振り返る花田。

自転車から降りる誠を見てニッコリ。

店主 あッ。一之瀬さん！
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誠 こんにちは

感慨深くスーパーを見上げる誠。

店内に並んだ野菜や果物。

お客でにぎわっている。

誠 ようやく、夢が叶いましたね

店主 これで、爺ちゃん、曾爺ちゃんに顔向けできますよ。本当に、その節はお世話に

なりました

誠 いえ、私はただ、銀行員としての勤めを果たしただけですから

店主 よかったら、店内見てって下さい！サービスしますんで！

誠 あ、いえ、そんな……

店主 いいから、いいから！

無理やり、店内に連れて行かれる誠。

○一之瀬家・リビング その頃。一人、デスクトップのパソコンに向かっている由香里。

表示されるホームページ。

「GID 性同一性障害」の文字。

ジッとパソコンを見つめる由香里。

由香里 ……

○（由香里の回想）一之瀬家

リビング（夜）

由香里の声 ジー・アイ・ディー？

誠 性同一性障害のこと

テーブルを挟んで向かい合う誠と由香里。

由香里の手元には、GID のホームページを印刷した用紙。

誠 ……もう、一年近く、カウンセリングに通ってるんだ。先生は、僕が性同一性障

害であることを認定してくれてる。ただ、この先、治療をするなら、きちんと家

族と話し合いなさいって……

由香里 治療？

誠 女性ホルモンを打とうと思う

由香里 ……（絶句）

誠 昔は、ちょっとした違和感ぐらいだったんだけど……サクが生まれた後ぐらいか

らかな……。急に、この、男としての身体が嫌で嫌で仕方なくなったんだ。おか

しいって思うだろうけど、サクにおっぱいをあげている君を見て……なんで僕に

は、それが無いんだろうって……。真剣に泣いた

キッチンの流し台。

水道の下に置かれたグラスに水滴がピチョンと落ちる。

誠 治療するなら今だと思ってる。どんどん肌は脂っぽくなっていくし、髪の毛も薄

くなってきた――。このままオジサンの身体になるなんて、絶対に嫌……。そん

なことになるなら、死んだ方がましって……本気で思う

由香里 ……

誠 でもね、そんなことしたら、君や、麻耶やサクに、一生消えない傷を負わせてし
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まうでしょう？だから……決断したんだ

由香里 ……

誠 これからも、生きていく為に

由香里 ……

誠 治療、受けさせて欲しい

由香里 分からない……。全然、分からないよ……！

流し台のグラスに水滴。ピチョン。

シン、と静まり返る室内。

誠 ごめん、もっと上手く話せるよう、何度も頭の中で反芻してたのにな。ダメだね。

どこを、どう話せばいいのか分からない……ただ、一つ分かって欲しいのは

流し台のグラスに水滴。ピチョン。

流し台のグラス。

落ちた水滴が溜まり、ついにツツ……と水が溢れ出す。

誠 僕は、男じゃないってこと

黙りこむ二人。誠が口を開く。

誠 今すぐは無理でも、いつかきっと分かってもらえるように努力する。だから、し

ばらく見守ってて欲しい

○一之瀬家・キッチン 冷蔵庫の前に立ち、缶ビールを一本

一気に飲み干す由香里。

由香里 ……（ため息）

○四つ葉銀行西国立支店・外観 駅前のオフィスビル。

看板「四つ葉銀行 大森支店」。

○同・男性用トイレ 洗面台の前に立ち、脂取り紙で顔を拭いている誠。

顔を上げ、鏡の中の自分をジッと見つめる。

薄くなってきた生え際を確かめて、

誠 ……（ため息）

と、入り口ドアが開き、会田真吾（38）が入ってくる。

会田 おう！

誠 ああ……お疲れ

会田 飯、まだ？

誠 うん

○同・屋上 タバコを吸う会田。

その横で、パンを食べている誠。

会田 こないだ西大井の連中と飲んだら、次の本店行きはお前だって言ってたよ。同期

の中で、一番優秀だし

誠 （照れて）そんな……。ないよ、ないない

会田 出世しても仲良くしろよなぁ

誠 （笑って）やめてよ
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会田 上の子、もう中学だっけ

誠の表情、曇る。

誠 うん……

会田 思春期真っ盛り？

誠 そうなんだ。 近、難しくてさ。何考えてるんだか、さっぱり分からなくて

会田 うちもそうだよ。『お父さんの後にお風呂入るのヤダ！』……なんてさ。女の子の

父親なんて、結局、そんなもんだよなぁ

誠 ……（元気なく笑う）

会田、元気ない誠の様子に気づいて、

会田 どうした？

誠 え？

会田 何か心配ごとか？

誠 うん……家で……や、家だけじゃないな……個人的なことで、ちょっと問題抱え

てて

心配そうに誠の隣に座る会田。

会田 なんだよ、話せよ

誠、迷いつつも口を開く。

誠 ……実は

と、会田のズボンポケットにある携帯がビーッビーッと振動。

誠の言葉を制止し、慌てて電話に出る会田。

会田 はい、会田です……（急に営業トーク）あ、あー、すみません、お電話頂きまし

てー。先日の運転資金の件なんですがー……

電話で話しながら、誠に謝る会田。

誠、微笑んで「いいよ、行って」と手を振る。

明るい声で喋りながら屋上から出て行く会田。

一人になった誠、またため息。

誠 ……

○はたのメンタルクリニック 雑居ビルに掲げられた看板。

外観（夕） 「はたのメンタルクリニック」。

○同・診察室（夕） 精神科医・羽田野美鈴（40）と向かい合って座る誠。

美鈴、誠のカルテを見て、

美鈴 血液検査の結果も良好ですね。すぐにでも、治療を始められます。奥様とは、お

話されました？

誠 ええ……まあ、 終的には『勝手にしろ』って感じなんですけど……

美鈴 一度治療を始めると後戻りはできませんからね。以前もお話した通り、更年期障

害に近い状態になるので、人によっては、鬱になったりもする場合もあるんです。

できれば、身近な方の協力があった方がいいとは思うんですけど

誠 簡単におっしゃいますけど……じゃあ、どうすればいいんですか？

美鈴 一之瀬さん……
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誠 夫が、父親が、女になるっていうんですよ。そんなの、家族にどう理解してもら

えって言うんですか！

美鈴 まあまあ、落ち着いて――

美鈴、机の引き出しからトランプを取り出して、

美鈴 ババ抜きでも、します？

ムスッと椅子に座る誠。

器用にシャッフルし、トランプを配り始める美鈴。

誠 結局、先生は女性だから……。私の気持ちなんか、分からないんですよ

美鈴 （配りながら）ええ。分かりませんね

誠 え……

美鈴 男であれ、女であれ、あなたの人生ですから。 終的に、自分を守るのは、自分

なんですよ。私はただ、そのお手伝いをしているだけです

誠 ……

美鈴 決めるのは、あなた自身です。元に戻るか、先に進むか――

美鈴、自分の手持ちの札を誠に差し出して。

美鈴 はい、どーぞ

誠 ……

○駅のホーム（夕） 帰りの通勤ラッシュで人が溢れるホーム。

一人、ぼんやりとホームに立つ誠。

きゃはは、と楽しく談笑する女子高生達の声が聞こえてくる。

カンカンと鳴り出す踏み切りの音。

誠の頭に騒音がガンガン響き出す。

ふと、虚ろな表情になる誠。

近づいてくる電車。

誠 ……
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無表情のまま、足を踏み出す誠。

そのままフワッと電車の前に飛び降りる――。

サクの声 お父さん！

ハッと我に返る誠。

足は、白線の前。

目の前に電車が入ってくる。

声がした方を見る誠。

ランドセルを背負った小さな男の子が、別のサラリーマンに抱きついている。

少年 おかえりなさーい

父親 おっ、迎えにきてくれたのか！

息子の頭をなでる父親。

電車が到着し、ホームの人々が電車に乗り込む。

走り去る電車。

しかし、誠はホームに残ったまま。

青ざめた様子で一人ベンチに座る誠。

両手で顔を覆って――。

○病院・待合室（日替り） 天井からつるされた看板。

「ジェンダークリニック」の文字。

待合室のベンチに座っている誠。

看護士の声 一之瀬さん

誠 はい……

○同・診察室 ビンから薬剤を注射針に抽出する医師。その様子を真剣に見つめる誠。

誠の腕に注射針が刺される。

誠の声 由香里……麻耶……サク……

誠、祈るように目を閉じて――。

ゆっくりと押し込まれる薬剤。

誠の声 ごめん――！

そっと目を開ける誠。

窓から差し込む、春先の木漏れ日。

窓の外は、晴れ渡った青空。

○スズキデンキ・店内 大きな家電ショップ。

（数ヵ月後） 様々な電化製品が並んでいる。

行き交う、お客達。

○同・お客様窓口オフィス インカムを付けた 20 名程の女性達がそれぞれのブースに座り、電話対応に追われ

ている。

その中に、由香里の姿。

着信音。電話に出る由香里。

由香里 お待たせ致しました。スズキデンキお客様窓口でございます……はい。DVD でご

ざいますね。かしこまりました。売り場にお回し致します

電話を操作し、転送する由香里。

ふう、とため息。

机の上には 5 月の卓上カレンダー。

その傍には、麻耶とサクの写真が飾ってある。

137



○同・会議室

由香里の声 正社員、ですか？

会議室で机を挟み、話をしている由香里と遠山圭一（33）。
遠山の胸には「主任 遠山」の文字。

関西弁で喋る遠山。

遠山 大阪の本社に、何人か戻ることになったんですわ。で、うちとしては、新しく人

員を採用するより、経験のあるパートさんを社員に昇格させたいという気持ちが

ありまして――。今、僕の中のベストメンバーに、声をかけさせてもらってるん

です

由香里 （笑って）ありがとうございます

遠山 ただほら、旦那さんの扶養の範囲内で働きたいとか、あるやないですか？いろい

ろ

由香里 はあ……

由香里、目の前に置いてある就業条件を見つめる。

固定給 25 万＋年 2 回の賞与有り。

由香里 少し……考えさせて貰えますか？

遠山 ええ。どうぞ、一度、旦那さんと相談してみて下さい

由香里 旦那……（自嘲的に）はい

遠山 月末ぐらいに、返事もらえると、ありがたいんですけどね

由香里 ……分かりました

もの思いにふける由香里。

○私立緑の丘女子中学校 近代的で綺麗な校舎。

外観（夕） 下校する女子生徒達が校門から出てくる。

○同・校門前 差し出される手紙。

その前に立つ麻耶。

制服姿の男子生徒、照れくさそうに、

他校の男子 えっと、よかったらぁ、付き合ってもらえませんか

麻耶 （きっぱり）いやです

他校の男子 え……

麻耶 もういい？部活で忙しいの、今

他校の男子 あ、う、うん……

スタスタと校舎に戻っていく麻耶。

がっくりとうな垂れる他校男子。

と、物陰から様子を見ていた小園まゆり（13）と西尾春菜（13）が麻耶に近づく。

まゆり でました。麻耶の男子斬り！

春菜 結構、かわいい子だったじゃん。なんでー？

麻耶 ときめかなかったんで

まゆり・春菜 言うねー！

などと話ながら、校舎に向かう三人。
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○同・音楽室前（夕） 30 人ほどの吹奏楽部員達が、楽器毎に分かれてパート練習している。

その中、手鏡を見ながら化粧を直している麻耶と春菜、まゆり。

明らかに浮いている三人。

春菜 だいたい麻耶は、真面目だよね

麻耶 そうかな……

まゆり そうだよ。一回彼氏作りなよー。よかったら、フジ中（近くの男子校）の男子で

よかったら、紹介するよ？

麻耶 いらない。興味ない

春菜 もー、頑固だなあ

くららの声 レズなんじゃないの？

声に振り返る麻耶。

サックスを持ったくららが立っている。

麻耶 （ムッとして）なによそれ

くらら 別に。そんな噂を聞いただけ

麻耶 誰がそんなこと言ってたのッ！？

くらら ただの冗談じゃん。ムキにならないでよ

麻耶 笑えないんですけどッ！

くらら どうでもいいけど、練習しないなら出てってよッ！

松本の声 おーい、何騒いでるー？

入り口から、ヒョロッとした天然パ―マの教諭・松本正章（38）が入ってくる。

春菜 （ブツブツと小声で）なんだよ、早えーな、モジャッキー（松本のあだな）……」

まゆり、松本のモジャモジャ頭を見て、

まゆり （小声で）今日って湿度高いんだね

春菜 （笑って）キモイんですけど――

そんな二人の会話を聞きながら、ムスッとした顔で松本を見る麻耶。

松本 （視線に気づいて）ん？一之瀬、どうかしたか？

麻耶 （ムスッ）……なんでもありません

タクトを持って生徒達の前に立つ松本。

松本 よし、じゃあ、始めるぞー

タクトを振り上げる松本。

それに合わせて、全ての楽器がド・レ・ミ……と音を出していく。

○一之瀬家・洗面所（夕） 鏡を眺めている誠の後姿。

髪が肩まで伸び、女性らしい雰囲気。

しげしげと鏡を見ながら、大きな口を開ける誠。突然、発声練習。

誠 あー……あー……（どんどん高い声に）あー……あ……（かすれて）

高音が出ず、首を傾げる誠。
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手に持ったボイストレーニングの本を見て、再度チャレンジ。

誠 あー……（裏声）あー、あー、あー（リズミカルに）あっ、あっ、あっ、あっ…

…

ふと鏡を見る誠。

背後に由香里が立っている。

誠 あッ？！

慌てて振り返る誠。

誠 おかえり……

黙ったまま、キッチンに向かう由香里。

洗面所で気まずい様子の誠。

○同・リビング（夜） 一之瀬家、夕飯後の風景。

キッチンで皿洗いをしている由香里。

と、そこに制服姿の麻耶が入ってくる。

麻耶 ただいま

由香里 おかえりなさい

誠 おかえり

麻耶 ご飯、何？

由香里 ごめん。忙しくて、お寿司買ってきちゃった

麻耶 やった、ラッキー

麻耶、髪の伸びた誠の後姿を見て、

麻耶 （由香里に小声で）お父さん、アレおしゃれでやってるつもりなの？

由香里 さあ……

麻耶 やめさせた方がいいよ……

由香里 ……そうね

そんな会話に気づきもせず、朔太郎とテレビゲームで遊んでいる誠。

「電車で GO ！」。

誠 サク、そろそろブレーキだよ

必死にコントローラを操作する朔太郎。しかし、失敗してゲームオーバー。

朔太郎 あ～。ダメだあ……

誠 そんなんじゃ、電車の運転手にはなれないなあ

朔太郎 がびょーん

残念そうに、誠に抱きつく朔太郎。

ドン、と頭が誠の胸にぶつかる。

誠 いっ……（痛い）

痛そうに顔をしかめる誠。

不思議そうに誠の胸を触る朔太郎。

朔太郎 あれー？お父さん、おっぱいのトコ固くなってる
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誠 えっ……

自分の胸を触って確かめる誠。

誠 ……

少し、嬉しそうな顔をする誠。

そんな誠を見て怪訝な顔をする麻耶。

由香里は、暗い表情――。

○同・寝室（夜） パジャマ姿の誠。

確かめるように、何度も自分の胸を手で触れてみる。

由香里の声 子供達には、いつ言うの？

振り返る誠。

風呂上りの由香里が立っている。

誠 そろそろ言わなきゃ、だよね。あと、会社と……親か……

ふう、とため息をつく誠。

と、突然由香里が背後から抱きついてくる。

誠 由香里……？

由香里 ……

誠 どうしたの……？

由香里 本当にもう、無理なの？

誠 え……？

由香里 ……

誠の腹部に回した由香里の手、ぎゅっと力がこもる。

嫌そうに、身をよじる誠。

誠 由香里、やめてよ、ちょっと

黙ったまま、誠の下腹部に手を伸ばす由香里。

誠 やめて。やめてったら……！

由香里 ……

力任せに由香里の手を跳ね除ける誠。

誠 （怒鳴って）やだッ！

由香里に背を向けてしゃがみこむ誠。

その背中を見つめている由香里の目から、涙がポロポロと流れ落ちる。

由香里 ……あなた、誰？

誠 え……？

由香里 私は男と結婚したのよ？

誠 ……

由香里 返してよ！

コブシで誠の背中を叩く由香里。

誠 返して……！あの人を返して！返して……返してよぉッ！
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何度も誠の背中を叩きながら、泣き叫ぶ由香里。

誠は、ただ黙って由香里のこぶしを受け止めるだけ――。

○同・リビング（深夜） 誰もいないリビングで、携帯を眺めている誠。メールを打つ。

その姿に、誠の言葉が重なる。

誠の声 前略。あかり様。お元気ですか。

覚悟はしていたつもりですが、現実は思いのほか、厳しいです。自分に正直に生

きようとすれば、するほど、失うものが増えていきます

○ミズタニ建設・事務所・外観 プレハブの事務所。

入り口前に、誠の自転車が止まって

いる。

○同・事務所 土木会社社長・水谷（60）と話をしている誠。

誠にお茶を出す水谷の妻（55）。
周囲には、数名の土木作業員と女性事務員が座っている。

髪が伸び、女性らしい雰囲気が漂う誠をしげしげと見つめる水谷。

誠 全て解約、ですか？

水谷 （我に返って）――おう。一発勝負の大仕事に出るから資金が必要でよ。上手く

いけば、赤字が全部帳消しよ

誠 社長、見込みでご商売をされるのはどうかと思いますが……

水谷 あんたみたいなナヨナヨした兄ちゃんに、俺達の商売が分かってたまるかよッ！

水谷の妻 あなた……

水谷 お前は、ひっこんでろ！

水谷の妻 ……

誠 ……ですが、社長

水谷 ぐだぐだ言ってねえで、それ、全部解約してこいッ！

誠 ……はい

その様子を見ていた背後の作業員達。

誠を指差し、「オカマ」と口元に手を

当ててクスクス笑う。

誠、その様子を感じ取って――。

誠 ……

○四つ葉信用金庫・人事総務部 雑然としたオフィス。

（日替り） 電卓を叩く者、パソコンに向かう者、

それぞれ忙しそうな社員達。

そこに、ピンクの制服姿の女子社員が駆け込んでくる。

女子社員１ ねえ、今、聞いたんだけど……

ヒソヒソと耳打ちする女子社員１。

女子社員２ うそでしょ？！

女子社員１ 本当なの！支店長と話してるの、聞いた子がいて……。

女子社員２ えー、なんかやだー

女子社員の周りに集まる社員達。
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× × ×

廊下を行き交う男性社員。

男性社員１ いきなり、女として働かせて下さいってさあ――。クビになるんじゃないかあ？

男性社員２ いやー、でも、クビにして、訴えられても厄介だろ。ほら、一種の病気みたいな

もんなんだし――

× × ×

喫煙室で話をする会田と数名の男子社員達。

男性社員３ （会田に）お前、知ってたの？

会田 全然。……まあ、時々、女っぽいとこあるなぁとは思ってたけど……まさか、な

ぁ

男性社員３ お前、密かに狙われてたんじゃないのォ？

男性社員４ （女口調で）変態の世界にいらっしゃ～い？

会田 （噴き出して笑って）やめろよ、気持ちわりぃな

男性社員３ あ……

男性社員３の視線に気づき、振り返る会田。

傍に誠が立っている。居た堪れない表情。

会田 ……（声がかけられない）

黙ったまま、その場を立ち去る誠。

会田、罪悪感の表情。

会田 ……

○走る電車（日替り） 山間を走る単線列車。

○駅・ホーム 古い駅。

ホームに立ち、嬉しそうに電車を眺めている誠。

亜季の声 誠……？

振り返る誠。

改札に、西本亜季（42）が立っている。

誠 （微笑んで）お姉ちゃん

嬉しそうに亜季に近づく誠。

○同・待合室 ガラス張りの待合室。

二人きりで話をする誠と亜季。

亜季 昔から、お人形遊びとか、好きだったもんねぇ、あんたは

誠 ごめんね、びっくりさせて

亜季 アタシはいいわよ。でも、お母さんは、泣いてる

誠 会える……かな？

亜季 ……

電車が入ってくる音。

亜季 今は……難しいかな
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電車から降りた乗客が、ゾロゾロと改札を通り過ぎていく。

待合室にいる誠の姿を不審な目でジロジロ見る人々。

咄嗟に顔を見られないよう俯く亜季。

誠、そんな亜季の仕草が悲しくて。

誠 ……

亜季、悲しそうな誠の顔に気づいて、

亜季 ……ここは田舎だし。なんでもすぐ噂になるから……

誠 うん

亜季 ……しばらく、来ないでくれる？

誠 ……分かった

○単線電車・車内（夕） ボックスシートに座り、ボンヤリと外の景色を眺めている誠。

西日に輝く海が見える。

誠 ……

○（誠の回想）海の家 海水浴客でにぎわう海の家。

（数十年前） 子供時代の誠。

母親から、海水パンツを手渡される。

母親の声 アンタは男なんだから。ここで着替えちゃいなさい

嫌そうに、海水パンツを握り締める

子供時代の誠。

そこに、子供時代の亜季がやってくる。真っ赤でカワイイ赤い水着。

うらやましそうに、亜季を見つめる誠――。

○単線電車・車内

車掌の声 あの

ハッと我に返る誠。

目の前に、電車車掌が立っている。

誠 はい？

車掌 実は今、車内販売で、こうゆうのやっているんですけど

誠の前に、何色かの電車のキーホルダーを差し出す車掌。

車掌 お土産に。いかがですか？

誠、かわいい電車のキーホルダーを見つめて微笑む。

誠 じゃあ……色違いで二つ、いただけますか？

車掌 ありがとうございます。１６００円になります

お金を渡し、キーホルダーを受け取る誠。オレンジと黄色の電車。

誠、携帯を取り出し、メールを打つ。

誠 あかり様。それでも、私は頑張っていこうと思います。私にはまだ、家族がいる。

子供達がいる――。だからどうか、今後の健闘ぶりを、見守ってて下さい。また

メールしますね

○スズキデンキ・倉庫 大きな家電のダンボールが積み重なった倉庫。

その中で、ヘルメットを被った遠山が書類を見ながら在庫チェックをしている。
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そこに、キョロキョロしながら由香里がやってくる。

由香里 遠山さん！

遠山 はい？

由香里 この間の正社員の話、まだ間に合いますか？

遠山 ええ、もちろん

由香里 よかった……

遠山 ホンマに忙しくなりますけど……。ご主人とか、大丈夫ですか？

由香里 はい。離婚すると思うんで

遠山 あー、だったら……って、え？！ホンマですか？

由香里 （ニッコリ）はい

由香里、遠山に頭を下げて、

由香里 これからも、宜しくお願いします！

スタスタと去っていく由香里。

遠山は一人、ぽかーん。

○一之瀬家・リビング（夕） 夢中になって、テレビゲームで遊んでいる朔太郎。

傍らに置かれたランドセルには、誠の買った黄色い電車のキーホルダーが付けて

ある。

その後ろで、買い物袋から化粧品を取り出している誠。

マスカラを取り出し、まじまじと眺める。

麻耶 何やってるの？

驚いて振り向く誠。

背後に制服姿の麻耶が立っている。

慌てて、化粧品をしまう誠。

誠 おかえり。早かったね

麻耶 部活、さぼった

誠 珍しいじゃない。どうかしたの？

麻耶 別に……。お父さんこそ、 近、早いじゃん

誠 うん、仕事の内容が変わったからね

麻耶 え。なんで？

誠 ……

麻耶 お父さん、私達に何か隠してない？

誠、考えて――。

誠 （朔太郎に）サク、久しぶりに新幹線見にいこうか

朔太郎 本当？！やった！

朔太郎、嬉しそうに玄関に向かう。

誠 麻耶も行こう？

麻耶 え？
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誠 お願い

麻耶 ……

○新幹線が見える土手（夕） 遠くに鉄橋が見える土手。

高速で新幹線が通り過ぎる。

ワーッと喜んで駆けていく朔太郎。

朔太郎 お父さん、のぞみ！

その様子を黙って見つめる誠と麻耶。

走り去っていく新幹線。

朔太郎 あーあ。500 系見てみたいなあ

そして、静寂。

誠 サク。こっちおいで

誠の傍に駆け寄ってくる朔太郎。

ジッと誠の傍に立っている麻耶。

誠 麻耶とサクに、聞いて欲しいことがあるんだ

朔太郎 なに？

誠 あのね……

シンと誠の話を聞く麻耶と朔太郎。

誠 お父さんが子供の頃にね、こういう漫画があったの。天国でね、神様がこれから

生まれる赤ちゃん達に、男の子の心と女の子の心を一つずつ入れていくんだけど、

おっちょこちょいの天使が、間違って、女の子の身体に男の子の心を入れちゃう

んだ。そうして、生まれた子は、身体はお姫様なんだけど、心は男の子で、王子

様として活躍する話――
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きょとん、と誠の話を聞く朔太郎。

朔太郎 それが、どうしたの？

麻耶は、黙ったまま。

誠 ――お父さんも、そうみたいなんだ

朔太郎 え？

誠 生まれてくる時に間違って、この身体にね、女の人の心が入っちゃったんだと思

う

麻耶 性同一性障害？

誠 そう、それ。知ってたんだ

麻耶 テレビで見たことあるから

朔太郎 で、で？

誠 うん……だからね、お父さん、これからは、女の人として生きていきたいんだ

朔太郎 えーッ？！

麻耶 ……

誠 お化粧して、スカートはいて……他の女の人と同じように生きていきたいの。…

…ごめんね、急にこんなこといって、ごめん。こんなお父さんだけど、嫌いにな

らないで欲しいの……

手を震わせながら、話す誠。

その様子を見つめる朔太郎と麻耶。

朔太郎 やだよぉ！

誠 サク……

朔太郎 家族で男、俺一人になっちゃうじゃん！

誠 えッ？

朔太郎 ――でも、しょうがないか。心が女の子なんでしょ？

誠 うん

朔太郎 じゃあ、いいよ

誠 本当？

朔太郎 うん。ねえ、もう行っていい？また新幹線来ちゃうよ！

誠 う、うん

ワーッと土手を駆けていく朔太郎。

途中でパッと振り返って、

朔太郎 ねー、帰りにアイス食べていいー？

誠 うん、いいよ

朔太郎 やったぁ！

そんな朔太郎の様子を見つめる誠と麻耶。

麻耶 ……全然、理解してないね
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誠 ……みたいね

黙りこむ二人。

誠 麻耶は……どう思う？

麻耶 私は、お母さんが可哀想だと思う

誠 うん……そうだよね

麻耶 お父さんの人生だし、好きに生きればいいとは思う。でも、協力はできない。あ

と――家族に迷惑、かけないで欲しい

誠 うん……分かった

麻耶 私からは、それだけ

誠 ……ありがと。聞いてくれて

麻耶 もう、帰っていい？

誠 うん

麻耶 ……

ムスッとしたまま、立ち去る麻耶。

少し歩いて、振り返る。

土手に佇む寂しそうな誠の背中。

そんな誠の姿をジッと見つめる麻耶。

麻耶 ……

○一之瀬家・寝室（日替り ベッドサイドの目覚まし時計、５時になり、ピピピ……と音を立てる。

早朝） 手を伸ばし、時計を止める誠。

隣のベッドでは、由香里が熟睡している。

そっとベッドから降りる誠。

○同・洗面所（早朝） ヘアバンドをして顔を洗う誠。

念入りに、ヒゲを剃る。

○同・居間（早朝） 化粧ポーチから、ファンデーション、マスカラ、アイシャドー等の化粧品を取り

出す誠。

ジッと鏡の中の自分を見つめ、よし、と気合いを入れて、化粧水を顔に叩き込む。

誠 えっと……次は……

手元のメモを見る誠。

× × ×

テレビから、朝のニュース番組の明るい音楽が聞こえてくる。

台所で、料理をする音。

二階から、朔太郎が降りてくる。

朔太郎 おはよう～……あれ？！

キッチンを見る朔太郎。呆然。

綺麗に化粧をし、スカートにエプロン姿になった誠が料理をしている。

誠 おはよう

朔太郎 （とまどって）……お母さんは？

誠 まだ寝てる。昨日、仕事で遅かったからね
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朔太郎 ふぅん……

とまどったように誠を見つめる朔太郎。

と、後ろから麻耶もやってくる。

麻耶 何ぼんやりつったってんの？（誠に気づいて）……あ

誠 （ニッコリ）おはよう

麻耶 おはよ……

誠 待っててね。お弁当も作っちゃうからね

麻耶と朔太郎、唖然……。

と、そこに由香里が降りてくる。

由香里 ごめん、寝坊した！

麻耶 お母さん……

由香里 どうしたの？

子供達の視線の先を見る由香里。

キッチンで、一生懸命料理をしている化粧をした誠。

由香里、麻耶、朔太郎、言葉もなく、誠を見つめて――。

○街中（朝） オフィス街。

朝の通勤で行き交う人々。

その中を、スカート姿で歩く誠。

まるで異質な者を見るような周囲の視線。

そんな視線に気づきつつも、淡々と歩き続ける誠。

○四つ葉信用金庫・人事総務部

オフィス（朝） 社員達の前に立ち、挨拶をする誠。

誠 営業から異動してきました、一之瀬です……。よろしくお願いします

すっかり女性の姿になった誠に、驚く者、クスクス笑う者、様々な反応。

面倒くさそうに、誠に話しかける人事総務部長。

人事総務部長 まあ、分からないことがあったら、仙道さんに聞いて。一番のベテランだから（み

ゆきに）仙道さん、頼むね」

忙しく電卓を叩いている仙道みゆき（45）。

みゆき （無愛想に）……はい

○同・廊下 誠にピンクの女性用制服を差し出すみゆき。

みゆき （無愛想に）サイズ、13 号でいいよね

誠 あ……。えっと、着てみます

みゆき とりあえずアタシと同じサイズにしといた。私も女にしちゃデカイ方だから

誠 はあ……

みゆき あ。で、悪いんだけど

みゆき、廊下の一角にあるドアを開けて、

みゆき ここで着替えてくれる？

誠 え……

部屋の中、掃除道具入れ。
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誠 ……（落胆）

みゆき 悪いけど、女子更衣室は使わないでって声が多いから

誠 ……はい

○四つ葉銀行・誠の仕事風景 ピンクの制服を着て廊下を歩く誠。

（日替り） ブカブカのスカート。ウェスト部分に安全ピンが止めてある。

行き交う社員達、驚いて誠を見つめる。

× × ×

コピー機の前に立ち、資料をコピーしている誠。

× × ×

伝票の入った重そうなダンボールを運ぶ誠。

しかし、誰も手伝ってくれない。

× × ×

女子トイレ。

入り口から入ってくる誠。

鏡の前に立つ女子社員達。

露骨に嫌そうな顔。

誠、軽くお辞儀をして、個室に入っていく。

個室に入った誠。女子社員達のクスクス笑う声が聞こえてくる。

女子社員の声 マジ、無理なんだけど

個室の中の誠、ため息――。

○四つ葉銀行・店頭（日替り） 閉店の音楽が流れる店内。

3 時になり、シャッターが閉まる。

× × ×

バラバラ……とお札の枚数を数える機械。

忙しそうに電卓を叩いたり、伝票をチェックする行員達。

その中、ゴミ袋を持って、シュレッダーのゴミを回収する誠。

と、そこに男の怒鳴る声。

男の声 だから、話だけでも聞いてくれって言ってるんだよッ！

声の方を見る誠と他一同。

店頭の片隅で、会田と一人の中年男性が話をしている。

苦笑いで会話する窓口の行員達。

行員１ また来たよ……

行員２ 閉店間際を狙ってくるんだよなぁ

何気なく、怒鳴る男性客を見る誠。

誠 あ……！

男は、ミズタニ建設の水谷。

必死に、会田に頭を下げている。

水谷 なあ、頼む！ 5 分でいいからよ！支店長さんと話させてくれよ、なあ！

会田 とにかく、何度いらしても、同じですから――

水谷 なんだよ、冷てえなあ！
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二人の傍に、誠、近づく。

誠 水谷社長……？

水谷 （ジロッ）あぁ？！どこの姉ちゃんだ！アンタッ

一瞬、誠を無視するが、二度見する水谷。

水谷 （驚いて）……えッ！

○同・応接室 ソファに座って、水谷と話をする誠。

水谷 結局、赤字倍増よ。おまけに、母ちゃんは倒れるしさ。手術費だ入院費だで、金

が必要でさ。あーあ。アンタの言うこと、聞いてりゃよかった

誠 ……

誠に頭を下げる水谷。

水谷 頼む！アンタから支店長さんに話ししてもらって、なんとかまた融資が受けれる

ようにしてもらえないかな

誠 奥様は、どんな容態なんですか？

水谷 （首を横に振って）頭だからよぅ……寝たきりで……自発呼吸もできない状態で

さ……。今は機械でなんとかしてるけどよ、金が無くなったら、それもできなく

なっちまうよ

水谷の目に涙。

黙って話を聞いていた誠、口を開く。

誠 ……あと一つ、うちの銀行に、会社名義の口座があったかと思います

水谷 ……え？いや、口座はこないだ全部……（解約したはず）

誠 奥様に頼まれてたんです。もしもの事があったらいけないから、内緒で、口座を

一つ作っておいてくれって

水谷 ……え？！

○（回想）ミズタニ建設

事務所（数ヶ月前） 二人きりで話す誠と水谷の妻。

誠 社長に内緒で口座を……ですか？

水谷の妻 そうなのよ。あの人ほら、お金あると、あるだけ使っちゃうでしょ？だからせめ

て、私の役員報酬は、そっちに入れるようにしておきたいの。もしもの時は、そ

の口座があることを主人に伝えてちょうだい

誠 はい

水谷の妻 あなたが営業でよかったわ

ニッコリ微笑む水谷の妻――。

○四つ葉銀行・応接室 驚いた顔で誠を見つめる水谷。

水谷 へそくりかよ、母ちゃん……

誠 いいですか、社長。今度は解約ではなく、そのお金を元に、融資を受けて下さい

水谷 え……？

誠 解約手数料を考えたら、その方が、ずっと得ですから

水谷の目から涙がにじむ。
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水谷 俺は……何やってたんだか

誠 しっかりして下さい。奥様を守れるのは、社長だけなんですよ

水谷 ……分かった

両手を差し出す水谷。

とまどいながら手を差し出す誠。

水谷、誠の手をしっかり握って、

水谷 ありがとう……ありがとう

そんな二人のやりとりを、応接室の外で聞いている会田と数名の社員達。

会田、一人考えて……。

○一之瀬家・リビング（夜） テーブルを囲んで食事をしている誠、由香里、麻耶、朔太郎。

朔太郎 お母さん

誠・由香里 （同時に）何？

驚いて誠を見る一同。

誠 あ……ごめん

由香里 （改めて）何？

朔太郎 来月、授業参観だよ。来るよね？

由香里 もちろん。ちゃんと休みとってあるから。大丈夫

朔太郎 図工で作った電車が飾ってあるからちゃんと見といてね

誠 電車って、何で作ったの？

朔太郎 紙粘土

由香里 図工だけは成績いいもんね

誠 へえ、私も見たいなあ……

シン、と静まり返る食卓。

困ったような顔の朔太郎。

誠 （笑って）……なんて。ダメよね

また、シンとなる食卓。

由香里 （気を取り直して）麻耶も、そろそろ定期発表会でしょ？

麻耶 うん……でも、まだ出られるか分からない。他に上手い子いるから

由香里 くららちゃん？

麻耶 うん……

由香里 あの子、体格もいいから、いい音だすわよねぇ、確かに

無理に会話に入ろうとする誠。

誠 くららちゃんって、いつも一緒の子？

麻耶 違う。それは、まゆりと春菜

誠 あ、そう……

麻耶 ……
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再度、シンとなる食卓。

麻耶 お母さん、明日のお弁当、ハンバーグにして

由香里 本当、好きねぇ。あんたは

誠 ……

○同・リビング（深夜） 台所で片付けをしている由香里。

リビングのソファに座ってニュース

番組を見ている誠。

誠 私、子供達のこと、なんにも知らないんだね……。なんだかんだ言って、由香里

に任せきりにしてたってことよね

由香里 ……

誠 でも、これから頑張る。私も、できるだけ家の中のこと、やるようにするから

由香里 母親は、二人要らないと思う

誠 でも……由香里もなんか仕事大変そうだし

由香里 大したことないわよ。社員たって、パートあがりの主婦にやらせる程度のことだ

もん

誠 そうなの……

由香里 うん。だから、心配しないで

○スズキデンキ・倉庫（日替り） 高く積まれた家電製品のダンボールの合間を縫って走り抜ける由香里。

配送員の声 一之瀬さん！

由香里 はい！

年配のトラック配送員と話をする由香里。

配送員 こんなスケジュールじゃ配送できないよ。店に言って、配達日変更してくれる？

由香里 あ……はい。じゃあ、上にかけあってみます

配送員 （舌打ち）頼むよ、ったく

○スズキデンキ・スタッフ 大勢のパート社員達が休憩している広い部屋。

ルーム 手作りのおにぎりを食べている由香里のところに、太った中年女性のパート社員

が近づいてくる。

パート社員 ちょっと、一之瀬さん。休ませて欲しいって言った日、出勤になってるんだけど

由香里 え？……ああ、ごめんなさい。この日、人が少なくて……

パート社員 今更出ろって言われても無理だからね。お婆ちゃんの病院、行かなきゃならない

んだから。うちは、お宅と違って、大変なのよ、いろいろ

由香里、グッと怒りをこらえて――。

由香里 分かりました。何とか、調整してみます

パート社員 お願いね

その場を立ち去るパート社員。由香里、ため息。遠巻きに、そんな由香里の様子

を見ている遠山。

遠山 ……
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○同・店頭 賑やかな音楽。

綺麗にディスプレイされた家電製品。

大勢のお客で込み合う店内。

由香里の声 本当に申し訳ありません！

男性客に頭を下げている由香里。

お客 申し訳ない、申し訳ないってさ。本当に悪いと思ってんの！？

由香里 はい。二度とこのようなことが無いように致しますから――

お客 女のアンタじゃ話になんないよ。男出せ。男！

由香里 はい……

辺りを見回す由香里。

周囲の男性社員、慌てて忙しそうなフリをする。

由香里 あの……えっと……

お客 （イライラして）早くしろよッ

由香里 ……（泣きそう）

遠山の声 お待たせしましたッ！

振り返る由香里とお客。

背後に遠山が立っている。

由香里 遠山さん……

遠山 お客様、何かご迷惑をおかけしてしまったようで――申し訳ございません

お客 ライアス（商品名）の在庫があるって言うから、ココまで来たのによ。今になっ

て、やっぱりありませんって。そりゃないんじゃないの？

遠山 いや、でもお客さん。ラッキーでんなぁ

お客 あ？

遠山 （耳打ち）コレ、ここだけの情報なんですけど、来週から、ポイント 20 倍キャン

ペーンを始めるんですわ。今日買ってたら（電卓叩いて）およそ五万円損してま

したで

お客 そういう問題じゃないだろ

遠山 分かってます！分かってます！こちらの不手際で無駄足踏まれたんですから。き

ちんとお詫びはさせて頂きますわ。今日、商品ご注文頂いた分、配送料無料にさ

せて頂きます。あ、あと、5000 円のクーポン券お付けしますわ

お客 まあ……そこまで誠意を見せてくれるんだったら、いいけどさ

遠山のペースで、笑顔になっていく男性客。

遠山、さりげなく由香里に「もう行っていいから」と合図する。

由香里、しょんぼりしたまま、その場を立ち去る。

○同・倉庫 倉庫の片隅で、在庫チェックをしている由香里。

そこに近づく遠山。

缶コーヒーを差し出して、

遠山 お疲れ

由香里 あ……さっきはありがとうございました
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遠山 がめつい客やったで。あの後、髭剃りも付けろ言うてな。それはさすがに勘弁し

てもろたわ

由香里 ……（力なく笑う）

遠山 一之瀬さんなあ

由香里 はい？

遠山 そんな、頑張らんでええで

由香里 え……

遠山 一人で、何もかも背負うことない

由香里 ……

遠山 辛かったら、辛いって言うてええんやで

由香里 そんな。私、別に――

ぼろぼろっと、由香里の目から涙がこぼれおちる。

遠山 えッ？ちょっ……どないしたん？！

由香里 すみません……あれ。なんだろ。変ですよね、すみません……

シクシクと泣き出す由香里。

周りの目を気にして、自分の作業服で由香里の顔を隠すように倉庫の隅に移動す

る由香里と遠山。泣きじゃくる由香里の顔を見つめる遠山――。

○四つ葉銀行・女子トイレ前 女子トイレから出てくる誠。

と、向かいの男子トイレから会田が出てくる。

会田 あ……

誠 ……（会釈して）

そそくさと、その場から立ち去ろうとする誠。

会田、とまどいつつも誠の背中に声をかける。

会田 ミズタニ建設の奥さん、意識戻ったって

誠 （振り返って）え……

会田 まだまだ回復には時間かかるそうだけど……お礼言われた

誠 そう……

会田 まいったよ。他にも、営業に行く先々で、一之瀬さんはもう来ないのかって言わ

れててさ……

誠 ……

会田 だから……また、そのうち戻るんでって言っといた

誠 え……？

会田 俺から、機会みて支店長に話しておくよ。お前をまた営業に戻してくださいって

誠 会田……

会田 女性だからって、営業からはずされるの、おかしいだろ

ニッコリ笑って去っていく会田。
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その後ろ姿を見つめる誠――。

嬉しそうに、ガッツポーズ！

○商店街（夕） 肉屋で買い物をしている誠。

と、そこに学校帰りの麻耶と、まゆり、春菜が歩いてくる。

まゆり、前方に気づいて。

まゆり ねえ……。あれ、男じゃない？

麻耶 え……？

視線の先を見る麻耶。

一際、背の高い誠の姿がある。

麻耶 ……！

春菜 えー、うそー

まゆり 絶対そうだって！近くで見ようよ

麻耶 （慌てて）ごめん！私、買い物忘れてた。薬局に戻ってもいい？

春菜 薬局なら、この先にもあるじゃん

麻耶 ……

興味深々で誠に近づくまゆりと春菜。

春菜 （小声）やだ……。ホントだ。絶対、男だよ、あれ……！

誠、ふと視線に気づいて振り向く。

麻耶に気づいた誠、「あ」と微笑む。

露骨に無視する麻耶。

誠 ……

誠、麻耶の様子を察して、俯く。

麻耶 （まゆりと春菜に）……ねえ、行こうよ。もう

まゆり え、でも

麻耶 お願い……アレになっちゃったみたいなんだ

春菜 そうなの！？早く言いなよ！

慌てて、その場から去っていく麻耶とまゆり、春菜。

すれ違い様にキッと誠を睨む麻耶。

と、肉屋の声。

肉屋の声 お客さん、ハンバーグ用のひき肉？

誠の声 あ、はい

麻耶 ……！

× × ×

麻耶の回想。

食卓で交わした会話。

麻耶 お母さん、明日のお弁当、ハンバーグにして

由香里 本当、好きねぇ。あんたは

誠 ……
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× × ×

振り返り、誠を見る麻耶。

商店街の人ごみの中、ポツンと歩く寂しそうな誠の後姿――。

麻耶 ……

○一之瀬家・近くの道（夕） 薄暗くなった住宅街を、買い物袋を持った誠が歩いてくる。

前方にハザードを付けた乗用車。

何の気も無く、車を見る誠。

と、助手席から由香里が降りてくる。

誠 「――！」

運転席には、遠山の姿。

楽しそうに二言三言、会話を交わし、走り去っていく車。

家に向かおうとする由香里、ふと、振り向く。

由香里 あ……

言葉もなく見詰め合う誠と由香里。

誠 ……おかえり

黙ったまま、家の方に走っていってしまう由香里――。

何の声もかけられず、立ち尽くす誠。

その姿に、誠の声が重なる。

誠の声 やっぱり、私が間違っていたのでしょうか――

○はたのメンタルクリニック

診察室（夕） ババ抜きをしながら話す、誠と美鈴。

誠 一番理解して欲しい人に、理解してもらえないのって……辛いです

美鈴 人生万事、塞翁が馬ですよ。一之瀬さん

誠 え……？

誠のカードを引きながら、

美鈴 一見、不幸に見えることが、実は、幸せの予兆だったりするんです。いろんなモ

ノを得たり、失ったりしながら、 後、自分の手に何が残るのか……。少なくと

も、それを見て、幸せかどうかを決めるのは、周りじゃない。あなた自身なんで

すよ

誠 ……

美鈴 （ニッコリ）もっと、自分に自信を持っていいんですよ

えい、と誠のカードを引く美鈴。

美鈴 あ……

引いたカード、ジョーカーで……。

○一之瀬家・ベランダ（日替り） 晴れ渡った青空。

ベランダに立ち、洗濯物を干している誠。

○同・リビング 二階から降りてくる誠。

と、玄関から入ってくる制服姿の麻耶とばったり出くわす。

麻耶 あ……
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一瞬、気まずい二人。

誠 ……今日は早いのね

麻耶 試験だから

誠 あ、そっか

二階に上がろうとする麻耶、階段から降りようとする誠。タイミングの合わない

二人。

と、固定電話の着信音。

慌てて電話に出る誠。

誠 はい、一之瀬でございます……あ、うん……私……うん……え？

驚いてカレンダーを見る誠。

6 月 21 日・土曜日に赤丸。

添えられた由香里の字。「サク授業参観」。

○スズキデンキ・倉庫 倉庫の片隅で、携帯で話す由香里。

由香里 ごめん。どうしても、午後、抜けられなくなっちゃった……。私の代わりに、サ

クの授業参観行ってやってくれない？

○一之瀬家・リビング 受話器をギュッと握り締める誠。

誠 え……？

由香里の声 お願い……

誠 うん……分かった

電話を切る誠。

麻耶 お母さん？

誠 うん……。サクの授業参観、行けなくなったから、代わりに行ってって……父親

として

麻耶 え……

誠、ジッと考えて……。

誠 ……支度しなきゃ

○同・寝室 箪笥を開けて、男性用のスーツとネクタイを取り出す誠。

寝室入り口で、その様子を窺っている麻耶。

鏡台の前に座り、束ねた髪を解く誠。

長い髪の毛を片手で掴み、目の前にあるハサミを手に取る。

誠 ……

ギュッと目を閉じ、ハサミの刃を髪の毛の根元に当てる。

唇をかみ締め、ハサミを持つ手に力をこめる誠――。

誠 ――！

誠が髪を切ろうとした次の瞬間、その手を麻耶が阻む。

誠 麻耶……？

ジッと誠を見つめる麻耶。

× × ×
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時間経過。

鏡台の前に座る誠。

その後ろに立つ麻耶。誠の長い髪の毛をブラシで解かしている。

誠 サクは……優しいから。家の中の異変を、気づかないフリしてくれてると思うの。

私、あの子を、悲しませたくない……

麻耶 だったら、余計、髪なんか切ったらだめだよ

誠 え……？

麻耶 自分のせいでお父さんが髪切ったって知ったら、アイツ落ち込むと思う

誠 でも、授業参観、行ってあげないと

麻耶 綺麗にしていけばいいじゃない。……もう一人の母親として

誠 （鏡越しに）麻耶……

麻耶 私の化粧品、貸してあげる

○みどり台小学校・二年一組 授業前の教室。

教室 クラスの中ほどに座る朔太郎。

後ろを振り向くと、数名の母親達が、既に並んでいる。

隣の席の子 （笑って）化粧くさいな

朔太郎 うん……

朔太郎、由香里の姿が無いのに不安顔。

朔太郎 ……

○一之瀬家・寝室 自分の化粧ポーチから、ファンデーションとアイシャドー等を取り出し、誠にメ

イクをする麻耶。

× × ×

由香里のクローゼットを開き、スーツを選ぶ麻耶。

誠の身体に、洋服を一つずつ合わせ、洋服を選ぶ麻耶。

× × ×

今のスーツを着た誠。
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麻耶、その誠の背中を叩いて。

麻耶 お父さん、猫背だから逆に目立つんだよ。もっと胸はって、ほら！

誠 は、はい

麻耶 堂々と。ね？

誠 うん！

○みどり台小学校・二年一組 算数の授業が行われている教室。

教室 チラチラと後ろを振り向く朔太郎。

誰もこないことにがっかりな様子。

と次の瞬間、ソッと扉が開く音。

振り向く朔太郎。驚く。

綺麗に化粧をし、ビシッと紺のスーツを着こなした誠の姿。

朔太郎 「……（唖然）」

周囲の保護者達から注目を浴びる誠。

「誰のお母さん？」とヒソヒソ声。

朔太郎の隣の席の子、呟く。

隣の席の子 すげー背が高い！モデルみてぇ

その言葉に、嬉しそうに微笑む朔太郎。

と、続いて由香里が飛び込んでくる。

由香里 （小声で）スミマセン、遅れました…

…！（誠に気づいて）あッ？！

教師 お母さん、お静かに……

由香里 すみません……

教室内に響く笑い声。

由香里、誠の豹変振りに唖然……。

○同・校門前（夕） とぼとぼと歩く誠と由香里。

誠 ごめんね。約束やぶって

由香里 ……

誠 あ……

校門を出たところで麻耶が心配そうに立っている。

誠 麻耶……

慌てて駆け寄ってくる麻耶。

麻耶 大丈夫だった？

誠 （ダブルピース）バッチリ。麻耶のお陰。ありがとう

由香里 麻耶が……？

きょとん、と二人を見つめる由香里。

麻耶 すごい。他のお母さんに混ざってもわりと違和感ないね

誠 （嬉しい）そう？

朔太郎の声 （大声で）お父さーん！！
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と叫びながら、誠に抱きつく朔太郎。

「お父さん？！」と驚いて誠を見つめる周囲の人々。

あちゃーと頭を抱える誠と麻耶。

麻耶 アホサク！声がでかいんだよ

朔太郎 なんで？お父さんは、お父さんじゃん！

誠 ……良いわよ。ずっとお父さんで

手を繋いで歩き出す誠と朔太郎。

そんな二人を後ろから見つめる麻耶と由香里。

麻耶 ごめんね、お母さん

由香里 ……ううん

麻耶 でもね、お父さん。サクの為に、髪の毛、切ろうとしたんだよ

由香里 ……

ジッと誠の後ろ姿を見つめる由香里。

○一之瀬家・リビング（深夜） 一人、ソファに座りアルバムを見ている由香里。

生まれたばかりの朔太郎や麻耶の写真。

アルバムをめくっていくと、男性の姿をしていた誠の写真がいくつも出てくる。

由香里 ……

○（由香里の回想）スタジアム 誰も居ない野球のスタジアム。

（数十年前） 学生時代の誠と由香里がポツンと佇んでいる。

誠、椅子の下を見ながらウロウロ。

由香里 ねえ、もういいったら

誠 ダメだよ。財布が無かったら、困るでしょ

由香里 一人で探すからいい。みんなと一緒に、先に行ってて。折角遊びに来たのに――

誠 一人で探すより、二人で探した方が早いって

由香里 ……

一生懸命、財布を捜す誠の後姿をジッと見つめる由香里。

× × ×

薄暗くなってきた中、財布を探し続ける二人。

誠 あッ！

誠、高々と財布を掲げて、

誠 あった！

誠と由香里、満面の笑顔――。

○一之瀬家・リビング（深夜） ぽたり、とアルバムに涙が落ちる。

一人、声無く涙を流す由香里。

○みどり台小学校・二年一組 休み時間。

教室 一人で画用紙に新幹線の絵を描いている朔太郎。

そこに数名の男女のクラスメートが近づいてくる。

男子１ なあ、お前のお父さんって、なんで女の格好してるの？

161



朔太郎 しょうがないんだ。身体は男でも、心は女なんだから

女子１ 知ってる。テレビで見たことある

男子２ えー、じゃあ。そのうち本当の女になっちゃうの？

朔太郎 うん

と、一人賢そうな男子が近づく。

男子３ 無理だよ

朔太郎 え……？

男子３ 子供がいるとダメなんだって。お母さんが、そう言ってた

朔太郎 ……

見る見る悲しそうな顔になっていく朔太郎――。

○団地・外観 何棟もある大きな団地。

○小久保家・居間 その団地の一室。

リビングの片隅にある仏壇。

小久保の遺影が飾ってある。

その前で手を合わせる誠。

誠にお茶を差し出す菜摘。

菜摘 ――タイミングが悪かったんですよね

誠 タイミング……？

菜摘 ちょうど、夫と娘が喧嘩した直後だったから……。娘が、自分を責めちゃって…

…。でもまさか、本当の理由を話す訳にはいかないし……。仕事で、ストレスが

溜まって……ってことにしてあるんです

誠 当事者だったことは、お子さん達は知らないんですね

菜摘 知らないし、これから教えるつもりもありません。夫はれっきとした男だったし、

子供達にとっては父親でもありましたから

誠 ……

菜摘 私には、あなたがなんでそう、平然と女性の格好をしてられるのか、分かりませ

ん。私達を残して自殺した夫のことも――。家族を犠牲にしてまで、貫き通した

かったことって何なんですか？

誠 言葉では……うまく……でも……

菜摘 ……

誠 私達は、他の人が当たり前のように持っている物を、与えられずにこの世に生ま

れてきたんです。女性として生まれ、女性の体を持ち、なんの疑問を持たずに生

きていく――。そんな当たり前のことが、私達には、与えられなかった。それは

……生きていく限り続く劣等感です。その劣等感を断ち切るには、この体を捨て

るか、体を変えるか……どちらかしか無いと思っています

菜摘 ……私の夫は、棄てる方を選んだってことですか

誠 ご理解はいただけないかもしれません。ですが、一つだけ分かって下さい。我慢

できることなら、我慢したかった――

菜摘 ……そろそろ、お引取り頂けませんか？娘が帰ってくるんで
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誠 はい……

菜摘にお辞儀をする誠――。

○その帰り道（夕） とぼとぼと歩く誠。

誠 ……

○（誠の回想）カラオケボックス カラオケボックスの個室で話をする

（数年前） 男性用スーツを来た誠と小久保。

小久保、紙に大きく名前を書く。

「亜香莉」。

誠 あかり……さん？

小久保 子供の頃、自分で付けたの。私の名前は『清』じゃなくて『あかり』だって――。

毎日、鏡の中の自分に言い聞かせてた

誠 分かる！……分かります！

小久保 アレやった？お母さんの口紅、こっそり――

誠 （頷いて）ひっぱたかれました！

小久保 （笑って）あと、赤いランドセルがいいって駄々こねたこともあったなあ――

誠 ……（頷いて）

小久保 お互い頑張って、良い女になろうね！落ち込むことも多いけど……でも、絶対負

けちゃだめよ

○新幹線の見える土手（夕） 小久保との思い出を回想する誠。

誠の声 前略、あかり様。あなたの気持ちを代弁しようと思ったけれど、上手く話せませ

んでした。ただ、今はっきり言えることは、誰がなんと言おうと、私の人生の中

で、あなたはれっきとした女性だった、ということ――

ふと、土手を見る誠。

ランドセルを背負ったまま、土手に座っている朔太郎の背中。

誠 サク？

振り返る朔太郎。泣きはらした顔。

誠 ……どうしたの？

朔太郎 お父さん、ごめん

誠 え？

朔太郎 僕がいたら、お父さん、女になれないんでしょ？

誠 ……

朔太郎 僕のせいで……（泣き出して）ごめんなさい……

誠 サク……

朔太郎を抱きかかえる誠。

誠 サクは何にも悪くないよ！

朔太郎 ……（泣いて）

誠 おかしいのは、法律の方なのよ。見てて。お父さん、法律変えてみせるから
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朔太郎 ……どうやって？

誠 仲の良いお友達とね、署名を集めようと思ってるの。子供が居ても、性別が変え

られるようにして下さいって

朔太郎 いつ変わるの？

誠 さあ……。すぐは無理かもね……。この国は、大勢が強くて、少人数は弱い国だ

から。でも、頑張る。麻耶とサクがいて、今の私なんだもの

朔太郎 お父さん……

誠 ん？

朔太郎 かわいいよ

誠 （噴き出して笑って）……ありがと

遠くの鉄橋に新幹線。

誠 あ……ほらサク！新幹線！

朔太郎 本当だ！

ワーッと土手に駆け出す朔太郎。

誠 気をつけて！

走る朔太郎の背中を見つめる誠。

その表情、どこか寂しげで――。

○一之瀬家・リビング（夜） テーブルの上に置かれた離婚届。

それを挟んで向かい合う誠と由香里。

誠 ……

由香里 ……考えてみたら、あなたがこんなにワガママ押し通すのって、初めてよね

誠 ……

由香里 いつも、人のことばっかりで、自分のことは後回しだったのに――

誠 ……

由香里 ここで、今までと変わらず、うまくやっていきましょうって言ってあげられたら、

どんなにいいかって思ってる。でもごめん。やっぱり無理なんだ

誠 ……うん

由香里 （涙ながらに）私は、男性のあなたを愛していたんだもの。目の前から愛した人

が、消えていく様子を見続けるのは、……辛い

誠 ……私も、同じこと考えてた。由香里にも、麻耶にも、朔太郎にも、それぞれ人

生があるのに、私のせいで、余計な心配事増えてしまう……。一緒に居ない方が

いいよね

由香里 ……（泣いて）

誠 由香里。愛してくれてありがとう

由香里 ……

誠 あと、麻耶とサクをありがとう

由香里 ……
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静まり返るリビング。

由香里のすすり泣く声だけが響いて――。

○緑の丘女子中学校・講堂 掲げられた看板。

（日替り） 「第 15 回吹奏楽部定期演奏会」

ステージ上でに座る吹奏楽部員達。

サックスのパートの中に麻耶が座っている。

大勢父兄が集まっている観客席。

そこに遅れて、誠が入ってくる。

ステージ上から誠に気づく麻耶。

誠、そっと手を振って――。

麻耶 ……（笑顔）

タクトを振り上げる松本。

演奏が始まる。

曲目は「ミスター・ロンリー」。

客席から、麻耶を見つめる誠。

演奏が進み、サックスのソロパート。麻耶、立ち上がり、美しい音色を奏でる。

誠、麻耶の勇姿をしっかりと見届けて――。

○その帰り道 二人きりで歩く誠と麻耶。

麻耶のサックスケース。誠が買った電車のキーホルダーがぶら下がっている。

誠 すごかったよ、麻耶。上手だった。誰の才能かなぁ……お母さんのお婆ちゃんか

な

麻耶 ま。 後にソロやらせてもらってよかったよ

誠 ……転校することになっちゃって。ごめんね

麻耶 ううん。ちょうどよかったんだ

誠 え……？

麻耶 お父さん、私ね……ずっと好きな人がいたの

誠 えっ、誰？

麻耶 顧問の松本センセ。みんなからは、キモイって言われてるんだけど……

私は、なんか 初から好きだった。一之瀬は、透明で綺麗な音を出すって、言っ

てくれて――

誠 そう

麻耶 でもね。来年、結婚するんだって

誠 ……そうなんだ

麻耶 失恋。二年越しの恋だったのに

誠 ……

麻耶 でも、いいんだ。初恋なんてこんなもんだよね？まだまだ先は長いんだし、先生

のことは早く忘れなきゃって

誠 いいじゃない。好きなままで

麻耶 え……

誠 この先、誰と恋をしようとも、今の麻耶は、先生のことが大好きなんでしょ？だ

ったらいいじゃない。無理に忘れたりしないで。いっぱい好きになって、いっぱ
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い泣きなさい。それも、大人になった時の一つの自信になるから

麻耶、泣きそうになるがグッとこらえて――。

麻耶 ……変なの

誠 え？

麻耶 昔だったら、絶対、お父さんにこんな話、しなかったよね

誠 そうね

麻耶 変だね

誠 （笑って）変ね

麻耶 （笑って）変な家族ッ！

笑いながら歩く誠と麻耶。

○品川駅・新幹線改札前 新幹線の改札前に立つ誠。

（数ヵ月後） その向かいに立つ旅行カバンを持った由香里、麻耶、朔太郎。

誠 サク。新幹線乗れてよかったじゃん

朔太郎 （ムスッ）うん……

誠 （麻耶と朔太郎に）お婆ちゃんによろしくね

朔太郎、不機嫌そうな顔。

誠 サク、どうしたの？

朔太郎 ……（ムスッ）

麻耶 ランドセルに付けてた、電車のキーホルダーがなくなっちゃったんだって

朔太郎 限定品だったのに……

誠 （微笑んで）大丈夫。探しといてあげるわよ。それでも見つからなかったら、ま

た、買ってきてあげる

朔太郎 本当？

誠 うん。約束

麻耶 ほら。サク。お父さんに渡すモノ、あるんでしょ

朔太郎 あ、そうだ！

朔太郎、ランドセルから一枚の画用紙を取り出す。

誠 何――？

朔太郎に渡された画用紙。

クレヨンで大きく書かれた下手な字。

「うちのおとうさんを、おんなとしてみとめてください」

その文字の横には、朔太郎と麻耶の署名が添えてある。

誠 これ……署名？

麻耶 うん

朔太郎 一番偉い人に渡しておいて

誠 ……ありがとう
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由香里 ほら。そろそろ時間だよ。お弁当買っておいで

麻耶 うん……

誠 また、春休みね

心配そうに誠を見つめる麻耶と朔太郎。

誠 （ニッコリ）私なら大丈夫！二人とも、元気でね！

麻耶 ばいばい

朔太郎 ばいばい

誠 ……ばいばい

寄り添って、歩いていく麻耶と朔太郎。

二人きりになる誠と由香里。

誠 ……二人のこと、お願いね

由香里 ……

黙ったまま、バックから、口紅を取り出す由香里。

誠 ……？

由香里 お土産でもらったんだけど、使ってなくて……。この色、あなたの方が似合いそ

う

誠 え……

由香里 あげる

誠 由香里……

由香里 じゃあね

誠 うん

キャスター付きバックを引いて、改札を通っていく由香里。

麻耶と朔太郎のところに早足で向かう。

手を振り続ける誠。

それに応える由香里、麻耶、朔太郎。

○一之瀬家・リビング（夕） ガランとしたリビング。

掃除機をかけている誠。

床に、クレヨンの跡が付いている。

誠 あ～あ……

掃除機を止め、床の上に座り込む誠。

ふと、ソファの下を見る。

誠 あ……

ソファの下、朔太郎の黄色い電車のキーホルダーが落ちている。

手を伸ばして、それを拾う誠。

誠 （微笑んで）ほら……。ランドセル振り回すから――

途端に、溢れ出す涙。

誠 ……

こらえていた悲しみが、一気に押し寄せてくる。
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誠 うっ……うっ、うっ……

一人、部屋の片隅で涙を流す誠。

ぎゅっとキーホルダーを握り締めて――。

○ビル・非常階段（日替り） 冒頭と同じ非常階段。

ハイヒールを履いた誠の足が階段を昇っていく。

立ち入り禁止と書かれたプレートを取り外し、そっと扉を空ける誠。

差し込む光――。

○同・屋上 柵の傍に立ち、街の風景を眺める誠。

誠 前略。あかり様。結局、私の手の中には、片手で収まるほどのモノしか残りませ

んでした

○各シーンのモンタージュ 誠の言葉に重なり、それぞれの登場

人物の各シーンが流れる。

× × ×

スズキデンキ。

思わず泣き出してしまった由香里の

肩を咄嗟に抱く遠山。

誠の声 優しい手――

× × ×

病院。

ベッドで横たわる水谷の妻、うっす

らと目を覚ます。

その手を力強く握り締める水谷。

誠の声 力強い手――

× × ×

スカートにエプロン姿で食事の準備をする誠。

物陰から、そっとその様子を窺っている朔太郎。

誠の声 何も聞かない優しさ――

× × ×

はたのメンタルクリニック。

器用にトランプをシャッフルしている美鈴。

次の患者を招きいれてニッコリ。

誠の声 言ってくれる優しさ――

× × ×

緑の丘女子中学校、音楽室。

演奏をする吹奏楽部。

ソロでサックスを吹く麻耶。

指揮台の松本を見る。

満足そうに、うんと頷く松本。

嬉しそうな麻耶の表情――。

誠の声 好きな人のまなざし――
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× × ×

居酒屋のカウンターで、二人お酒を

飲む誠と会田。

豪快に笑う間の笑顔。

誠の声 友達の笑い声

× × ×

一之瀬家リビング。引越し前夜。

ダンボールが積み重なった部屋の中。

相談しながら、画用紙に

「うちのおとうさんをおんなとしてみとめてください」と書いている、麻耶と朔

太郎。

その背後で、口紅をバッグに忍ばせている由香里。

誠の声 家族――

○屋上 一人、携帯メールを打っている誠。

誠の声 それでも、ここに立ち続けていられるのは、こうした生きる手がかりがあるから

だと思います。

そうそう。言い忘れていましたが、

娘が私に名前を付けてくれました。なんでも、日本の古文に出てくる綺麗なお姫

様の名前だとか。

『親の名付け親になるなんて私ぐらいだ』と娘は笑っていました。

この名前を引っさげて、これからも、私は、生きていきます。

メール画面。

どこにも送らずに、残っている「あかり様」というメールの数々。

○街中 オフィス街をスクーターで走り抜ける誠の姿。

○とある事務所 とある会社の社長に挨拶をしている誠。

社長、誠の名刺を見つめて怪訝な顔。

社長 これは……お名前は、なんとお読みすれば？

誠 咲耶（さくや）、です。一之瀬咲耶

一之瀬誠改め、一之瀬咲耶。

満面の笑顔。

○街の外観から地球へ そんな人々が住む街。

それは、地球のとある片隅で――。

終わり
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 ＜広告協賛＞

大塚製薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

日本イーライリリー株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

 ＜企業・団体協賛＞

GID 各種パスグッズの製造・販売 ローゼズカンパニー

FTM エピテーゼ専門店の「匠」 人工男性器の受注製作販売

医療法人 正和会 日野病院
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方、支援者の方、 研究者の方など性同一性障害に理解の
ある方であればどなたでもご参加いただけます。
※ 取材や研究目的の方は、事前に必ずご連絡ください。

お問い合せ   gidparty2011@gid.jp 

港区赤坂3-11-14 コンチネンタル赤坂2F
TEL. 03-3568-7172 

6 月 4日（土）
20:00 ～ 翌朝 5:00 （開場 19:00）

  2500円 
 （飲食別   先着200名様、2ドリンクサービス）

GID学会会場からお越しになる場合は、JR山手線
大崎駅より渋谷駅までご乗車になり、東京メトロ
銀座線に乗り換えて赤坂見附駅下車徒歩5分です。

参加申込     事前の参加申込みは不要です。
                 当日会場に直接お越しください。

＜東日本大震災 復興支援チャリティ＞

協賛 
GID各種パスグッズの製造・販売   ローゼズカンパニー
FTMエピテーゼ専門店の「匠」  人工男性器の受注製作販売

  

東日本大震災から2ヶ月が経過し、東京も少しずつ活気を取り戻してま
いりました。現在は電力の需給バランスも安定しています。
このような状況をふまえ、全国から参加される皆様に、終電や宿泊の心
配をせずに楽しんで頂きたいと考え、当初の予定通りオールナイトで開
催することにいたしました。 

被災地では、被害の長期化に伴い、性同一性障害の当事者ならではの事
情で、厳しい状況におかれている方も少なくないことでしょう。
そこで、今回のGID全国交流会をチャリティイベントとし、収益の一部
を被災された方への義援金とすることにしたいと思います。
また、当日は会場に募金箱を設置させて頂きます。
ぜひとも趣旨をご理解の上、広くご賛同頂けますよう、ご協力を宜しく
お願い申し上げます。 

尚、6月4日の夜は、GID学会の懇親会が予定されており、学会の懇親会
に参加した後、全国交流会に参加する方が多いと予想されます。
そのため、イベントの開始は21～22時頃を目安とし、後から参加され
た方も、十分に楽しんで頂けるよう配慮させていただきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

参加費
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