
アカイイト・アナザーストーリー

★伝えるべき想い（憎しみの果てに・分岐シナリオ）

１．理想と現実の差

　夜１０時・・・夜勤の無い一般企業の多くが１日の業務を終え、街全体が昼間の喧騒から解き放た

れて、静かな闇に包まれている時間帯。 

　そこから別世界へと迷い込んでしまったかのように、報道関係の会社というのは２４時間３６５日、

安らぐ事を知らない。 

　それは２４時間体制で最新情報を入手し、それを迅速に・・・他の同業社よりも一刻も早く的確に、

国民に対して報道する為だ。 

　今日もまた、取材から帰ってきたばかりの１人の青年が休む暇も無く、ノートパソコンで明日以降

の取材スケジュールの確認と調整を行っていた。 

　夜１０時という時間だからなのか、昼間に比べて仕事をしている者は少ないが、それでも事務所

の中は昼間と変わらない喧騒に包まれている。 

　取材の為に海外まで出張に行っている部下に、メールや国際電話で取材状況の確認と指示を

出す者・・・来週号の週刊誌に載せる記事を、締め切りに間に合わせようと必死に編集する者・・・ 

　そして・・・ 

　「おい池谷！！ちょっと来い！！」 

　編集長に呼び出されて、先程ノートパソコンで取材スケジュールの調整を行っていた、池谷と呼

ばれた青年が慌ててやってきた。 

　編集長が手にしているのは、今日の取材前に池谷がプリントアウトして編集長に手渡した、来週

号の週刊誌に載せる予定の記事の下書き・・・現代の浦島太郎・羽藤柚明に関する内容の物だ。 

　先程、池谷が帰ってくる直前に、編集長は忙しい時間の合間を縫って記事の内容をチェックした

ばかりなのだが、それを読んだ編集長は明らかに怒っていた。 

　「編集長、どうかなさいましたか？」 

　「お前なぁ！！今時こんなクソ真面目な内容の記事が、売れるとでも思っているのかぁ！？」 

　編集長はとても厳しい表情で、記事の下書きを思い切り叩きつけるように、目の前の池谷に向

かって無造作に投げつけた。 

　池谷の目の前で、数枚の紙がパラパラと床に舞い落ちる。 

　それは、記事の内容が編集長のチェックを通らなかったという事・・・早い話が「没」になったという

事だ。 

　それを悟り、ショックを隠し切れずに泣きそうな表情を見せる池谷。 

　「編集長・・・僕は柚明さんへの取材を元に、嘘偽りの無い真実を書いたつもりですが・・・・」 

　「俺が言いたいのはそんな事じゃ無いんだよ！！お前のこんなクソ真面目な内容の記事では、

他誌との競争に負けると言ってるんだよ！！」 



　『現代の浦島太郎・羽藤柚明・・・従妹を交通事故で亡くした彼女が、胸の内に秘めた深い悲し

みとは・・・？』 

　それが、池谷が書いた記事の冒頭の文章だった。 

　そして記事の内容は、桂が死んだ事で深い絶望に染まっている柚明への同情、そんな柚明をは

げまし、桂への哀悼の意を表する・・・編集長が言う所の「クソ真面目な内容の記事」だ。 

　ライバルの他誌が柚明のスキャンダル中心の記事へとシフトし、ある事無い事好き勝手に報じて

柚明の怒りを買っているのとは、あまりにも対照的だ。 

　だがそれが、無残にも編集長の逆鱗に触れてしまったのだ。 

　「羽藤柚明の悲しみや絶望なんか、どうでもいいんだよ！！そんな事より羽藤柚明に関する『面

白い記事』を書け！！他誌を１歩出し抜くような、あっと驚くような内容の記事をだ！！」 

　「ですが編集長・・・僕は今日の夕方に柚明さんを取材したんですけど・・・あんなに辛そうにして

いる柚明さんを面白おかしく取り上げろなんて、そんな残酷な事はとても・・・」 

　「お前は馬鹿か！？そんな下らない事をいちいち気にしててどうするんだ！？羽藤柚明が辛そ

うにしているなら、それをネタに『面白い記事』を作るんだよ！！」 

　柚明に同情する池谷に対して、編集長の怒りがどんどんエスカレートしていく。 

　編集長の怒鳴り声が事務所内に響き渡るが、他の社員は自分の担当の仕事で手が回らなくて

忙しく、怒られている池谷の事を同情する余裕など無い。 

　「編集長・・・柚明さんの悲しみをネタにしろだなんて、そんな・・・」 

　「あのなぁ！！俺達は学校の新聞部じゃ無いんだよ！！週刊誌を売る為に記事を書いてんだ

よ！！生活の為に記事を書いてんだよ！！分かってんのか！？」 

　「それは分かりますけど・・・しかし・・・」 

　「週刊誌が売れなきゃ俺達の給料だって下がっちまうし、最悪の場合は解雇されて会社だって

潰れちまう！！お前はまだ独り身だから実感は無いかもしれないがな！！中には死に物狂いで

記事を書いて、家族を必死に養っている連中だっているんだよ！！分かるか！？」 

　編集長の言う事は、確かに正論だ。彼等は遊びで記事を書いているわけじゃない。生活を賭け

て記事を書いているのだ。 

　他誌を出し抜き、他誌よりも多くの売り上げを伸ばし、給料を沢山稼いで、家族を養う為に。 

　その為には『面白い記事』を書かなければならない。他誌を１歩出し抜いた、読者を唸らせるよう

な内容の記事を。 

　だから柚明に同情などするな、むしろ柚明の悲しみや絶望さえも利用しろと・・・編集長はそう

言っているのだ。 

　週刊誌の売り上げを伸ばす為に。給料を稼ぐ為に。会社を存続させる為に。 

　他の社員やその家族を、路頭に迷わせない為に。 

　池谷もそれは頭の中では理解していたが、それでも納得が出来なかった。 

　あんなに辛そうな柚明の表情・・・それを実際に見てしまった池谷に、果たしてそれをネタにして

『面白い記事』にする事など出来るのか。 



　「ですが編集長・・・僕は柚明さんが・・・」 

　「羽藤柚明の有名税だと思え！！同情なんかするな！！むしろ逆に羽藤柚明をどんどん怒らせ

て、精神的に追い詰めろ！！それで羽藤柚明にボロを出させて、それをどんどんネタにして『面白

い記事』にするんだよ！！分かったか！？」 

　「・・・・・。」 

　「分かったらさっさと羽藤柚明の自宅まで、電話取材を敢行して来い！！」 

　時計の針は、夜１０時を回っていた。 

　どう考えても、こんな時間に電話取材など非常識だ。 

　それこそ柚明の逆鱗に触れてしまう事だろう。 

　「編集長、幾ら何でもこんな時間に・・・」 

　「お前、俺が今言った事を忘れたのか！？羽藤柚明を精神的に追い詰めろと言ったよな！？」 

　「・・・・・。」 

　「録音とっておくのを忘れるなよ！？羽藤柚明が何かボロを出した時に、決定的な証拠になるか

らな！！いいな！？」 

　池谷は不本意ながらも、柚明のマンションまで電話を掛ける。 

　プルルルルルル。プルルルルルル。 

　長い呼び出し音の後、憔悴し切った声で柚明が電話に出た。 

　『はいもしもし、羽藤ですけど・・・』 

　「あの、こんな夜分遅くにすみません。週刊未来を発行している激文社の者なんですけど、柚明

さんがこの１０年もの間に体験して来た事に関して、取材させて頂きたくて・・・」 

　『・・・また貴方たちなんですか！？私はその件に関してはノーコメントだって言ってるじゃないで

すか！！』 

　それは池谷が、夕方に柚明に取材を申し出た時に言われた事。 

　これ以上その件に関して深入りするなと、とても辛そうな表情で柚明に告げられた事。 

　池谷とて、出来れば柚明をそっとしておいてあげたい。だが上司の命令でそれは出来なかった。 

　「そんな事言わずに教えて下さいよ。柚明さんが１０年間、一体何をしてきたのか・・・」 

　『だからノーコメントだって言ってるでしょ！？聞こえなかったのかしら！？』 

　「実は一部報道では、柚明さんが１０年前からタイムスリップしたのではないかという意見も出てい

るんですが、その辺の真相を・・・」 

　このネタは、今日発売された他誌の記事で話題になっていた物だ。 

　とっさに頭の中の情報を整理して、即座に取材のネタに出せる・・・この優れた情報分析能力に

関しては、池谷は社内で高く評価されていた。 

　だがこの話題が、完全に柚明の逆鱗に触れてしまう事になる・・・。 

　『うるさいわね！！話す事なんか何も無いわよ！！そもそも今何時だと思っているのよ！？』 

　「ですが、柚明さ・・・」 

　『黙れって言ってるでしょ！？いい加減にしないとアンタたちの会社に乗り込んで全員ぶっ殺し

てやるわよ！？身体を八つ裂きにして内蔵を抉り出して、目を潰して頭の中をかち割って脳をほじ

くり出してあげようかしら！？』 

　「あ、あの・・・」 



　『死ね！！死ね！！お前らなんか死んでしまえ！！死ね死ね死ね死ね死ねえっ！！』 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　物凄い形相で怒鳴り散らし、柚明は電話を切った。 

　「はあ・・・はあ・・・はあ・・・」 

　「ゆ・・・柚明さん・・・？」 

　「・・・今の電話ね・・・週刊誌の人なの・・・。私や桂ちゃんの事を色々と、ある事ない事書かれ

ちゃってね・・・ほら見て烏月さん・・・この週刊誌の記事・・・」 

　柚明が烏月に見せたのは数冊の週刊誌の、桂や柚明に関する記事。 

　いずれも違う出版社の物だが、どれもこれも柚明の心を逆撫でするような・・・真実の記事もある

かもしれないが、事実無根の記事までもが多数書かれている。 

　「一体何を考えているのかしらね・・・こんな夜遅くに電話で取材だなんて・・・」 

　「柚明さん、こういう事はあまり気にし過ぎない方が・・・」 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　プーッ、プーッ、プーッ。 

　一方的にまくし立てられて、電話が切れてしまった。 

　その一連の会話が、しっかりとＵＳＢメモリに記録されている。 

　編集長は池谷の電話からＵＳＢメモリを取り出して、自分のノートパソコンに繋いで音声ファイル

を再生してみた。 

　『いい加減にしないとアンタたちの会社に乗り込んで全員ぶっ殺してやるわよ！？身体を八つ裂

きにして内蔵を抉り出して、目を潰して頭の中をかち割って脳をほじくり出してあげようかしら！？』 

　『死ね！！死ね！！お前らなんか死んでしまえ！！死ね死ね死ね死ね死ねえっ！！』 

　「・・・これは使えるな。」 

　「使えるって・・・編集長！！」 

　「おい池谷。明日は羽藤柚明のマンションまで取材しに行かなくてもいいから、明日までにこれを

ネタにして記事を完成させろ。いいな？」 

　仮に柚明の怒りを買って裁判を起こされても、『実際に羽藤柚明がこういう事を言っていた』という

『確固たる証拠』が残っているのだ。それを踏まえて編集長は池谷に命じたのだ。 

　これをネタにして『面白い記事』を作れ・・・と。 

　「来週号の原稿の締め切りは明後日の夕方５時までだが、お前の執筆能力なら明日中には充分

に完成させられるだろ。」 

　「編集長・・・本気で言ってるんですか・・・！？」 

　「記事の見出しは・・・そうだな、『羽藤柚明の凶暴な本性が発覚！！電話取材を試みた当社の

社員を脅迫！！』・・・ってのはどうだ？これ位やらないと面白く無いからな。」 

　それこそ、柚明の逆鱗に触れてしまいかねない内容だった。 



　だが逆鱗に触れてしまおうが、柚明の電話での発言の一部始終が記録として残っているのだ。 

　だからこれは正当な記事として、全国の読者に堂々と公開されてしまうだろう。 

　何しろ柚明の発言は『嘘偽りの無い事実』なのだから。 

　その事実が、一体どれだけ柚明の事を苦しめるのか・・・それを思うと池谷の胸が痛んだ。 

　『物事の真実を国民に伝える』・・・マスコミという仕事のそんな内容に惹かれ、池谷は大学卒業

後に週刊誌の大手・週刊未来を発行している激文社に入社した。 

　その優れた分析能力と執筆能力を買われて瞬く間に頭角を現し、入社２年目にして『現代の浦

島太郎・羽藤柚明』の関連記事という、誰もが喉から手が出る程の大役を任される程になった。 

　だが現実は、池谷の理想とは遠く掛け離れ・・・池谷が書いた『物事の真実』を編集長に徹底的

に否定され、他誌を１歩出し抜いた『面白いネタ』『面白い記事』を書くように要求された。 

　他誌よりも面白い記事を書いて、他誌よりも売り上げを伸ばす為に。 

　売り上げを伸ばして、会社を存続させて、給料を稼ぐ為に。 

　社員の雇用を守り、社員の家族を路頭に迷わせない為に。 

　今の世の中は海を渡って活躍する日本人大リーガーの『活躍』よりも、『スキャンダル』が喜ばれ

るような時代だ。 

　そんな世の中において、確かに池谷が編集長に拒絶された『真面目な記事』は、面白みが無く

て読者に敬遠されてもおかしくないかもしれない。 

　だからこそ誰もが喜ぶような『売れるネタ』・・・柚明の心を逆撫でするような『面白い記事』を書か

ないといけないのだ。 

　それによって、桂を失って絶望に打ちのめされている柚明を、どれだけ苦しめる事になろうとも。 

　そんな理不尽な狭間の中に立たされ、池谷の心はズキズキと痛んでいた・・・。 

２．転換の時

　翌日の昼間に出勤してきた池谷は、早速来週号の週刊誌に載せる記事の編集に取り掛かった。

　編集長が言っていた、昨日の夜の電話の内容をネタにした『面白い記事』・・・その下書きを済ま

せ、それを元に編集長と綿密な打ち合わせをしながら、夕方６時に記事を完成させて編集長に提

出した。 

　「・・・池谷。やれば出来るじゃないか。」 

　完成させた記事を読んだ編集長は、昨日とはうって変わってとても穏やかな笑顔を見せている。 

　まさに池谷の会心の記事・・・それは昨日の柚明の電話の内容をネタにしつつ、さらにそこから１

歩踏み込んだ内容だった。 

　間違いなく他誌の記事を１歩出し抜いていると言える。これなら確実に読者の心を掴み、週刊誌

の売り上げも大きく伸びる事だろう。 

　だがこれは、昨日池谷が書いた記事とは全くの正反対の内容・・・完全に柚明の心を逆撫でして

しまいかねない内容の記事だ。　　　 

　この記事を柚明が読んだら、一体どんな気持ちになるだろうか。 



　それを考えると池谷は、胸が痛んだ。 

　「どうだ？今日は仕事が終わったら、俺と一緒に飲みに行くか？明日から俺もお前も２連休だか

ら別にいいだろ？」 

　「・・・いえ、遠慮しておきます。そんな気分じゃ無いんで・・・」 

　「連れない事言うなよ。俺が奢ってやるから。」 

　「失礼します。」 

　「おいおい・・・ったく、相変わらず付き合いの悪い奴だよなぁ・・・」 

　背中を向けて去っていく池谷の後ろ姿を、編集長は溜め息まじりに見つめている。 

　池谷は編集長に背中を向けながら、心の中で柚明に対して詫びていた。 

　夜１１時・・・休み明けの取材スケジュールの調整を済ませ、今日の業務を終えた池谷は自宅へ

と向かう。 

　池谷の自宅のすぐ近くには柚明のマンションがあり、嫌でもその様子を目にする事になる。 

　相変わらず柚明のマンションの周囲を無数の報道陣が取り囲んでおり、柚明のスキャンダルの

様子を捉えようと、虎視眈々とその機会を伺っている。 

　「よう池谷。今日の仕事はもう終わりか？」 

　「・・・ああ、佐倉か・・・」 

　池谷に声を掛けてきたのは、柚明のマンションに張り込んでいる記者の１人・・・池谷と同じ大学

を卒業した友人だ。 

　今は池谷とは別の出版社に就職しており、池谷とは言わば敵同士と言ってもいい間柄だ。 

　だがそれでも２人の関係は険悪というわけではなく、むしろ互いに一緒に酒を飲んだり、ネタの

情報を交換し合ったりする、大学の頃と変わらない友好な関係を維持している。 

　「佐倉。お前は今日も朝まで張り込みか？」 

　「おうよ。でも毎日取材してんのに柚明さんは中々コメントを残してくれなくてさぁ、こっちも記事の

ネタに困ってるんだよなぁ。」 

　「そうか・・・。」 

　「そう言えば池谷。お前昨日の夕方に、商店街まで買い物に言ってる柚明さんに突撃取材して

きたんだろ？」 

　「ん？ああ・・・。」 

　「それで、何かネタは無いか？柚明さんが何か言ってなかったか？」 

　好奇心に満ちた佐倉の表情・・・だが池谷はその瞳の奥から、佐倉の必死さや真剣さを敏感に

感じ取っていた。 

　彼も『売れる記事』を書く為に、必死なのだ。 

　いや、彼だけではない。他の記者も佐倉と同様に必死なのだ。 

　週刊誌の売り上げを伸ばして、会社の利益を伸ばして、給料を沢山稼いで、家族を養う為に。 

　自分が売れる記事を書いて、会社を存続させて、他の社員の雇用を守る為に。 

　この街で、家族や大切な人と一緒に、何としてでも生き残る為に。 

　自分たちの幸せを掴み取る為に。 



　中には本当にそれこそ面白半分で、柚明のスキャンダルを追いかけている記者もいるにはいる

のだが、多くの記者は自分たちの生き残りを賭けて必死なのだ。 

　柚明の絶望や悲しみなど、気にしてはいられない・・・むしろ『売れる記事』を書く為には、それさ

えも利用しなければならない・・・そう言わんばかりに。 

　「・・・佐倉。恐らくお前が取材した時と同じだよ。『ノーコメント』『これ以上この話題に触れる

な』・・・以上。」 

　「はぁ・・・そうかよ・・・全く、本当に口が堅い女なんだよなぁ・・・」 

　「それで僕は昨日の夜に編集長に言われて、柚明さんのマンションまで電話取材したんだけど

さ・・・そしたら・・・」　 

　「・・・そしたら？」 

　他の記者に聞かれないように、池谷は佐倉の耳元で囁いた。 

　「・・・死ねって言われた・・・。」 

　「・・・・・。」 

　呆気に取られた佐倉を見て、池谷は溜め息を付く。 

　確かに電話取材をして死ねとか言われるなど前代未聞だ。佐倉が唖然とするのも無理も無いか

もしれない。 

　いや、柚明の心がそこまで壊れかけているという事なのか。 

　「・・・俺、柚明さんへの電話取材だけは止める事にするわ。」 

　「ああ、それが懸命だよ。命が惜しかったらな。」 

　「そう言えば池谷。さっき柚明さんの部屋に、小山内梢子が慌てて入って行ったんだけどさ。」 

　「・・・何だって？小山内梢子が？」 

　「ああ。剣道の全国大会に出場してたはずなんだけどな。急にどうしたんだろ。」 

　予想もしなかった・・・というか佐倉が言うように、ここにいるはずが無い人物の名前に、池谷は驚

きを隠せない。 

　あの特錬の飛車・鳴海夏夜の親族・・・青城女学院の剣道部に所属する１年生の少女。池谷も名

前だけは聞いた事があった。 

　スポーツ新聞でもたまに小さな記事で、彼女の特集が組まれている事がある。 

　「いや、それ以前に梢子君と柚明さん・・・どういう繋がりがあるんだよ？」 

　「て言うかさっき部屋の中から、小山内梢子の物凄い泣き声が聞こえたんだけどさ。」 

　「・・・何で？」 

　「さあ？」 

　何が何だか分からないという感じで、首をかしげる佐倉。 

　他の記者たちも梢子が部屋から出てくるのを、虎視眈々と待ち構えているようだ。 

　その時、柚明の部屋の扉が突然開いたと思った瞬間、そこから梢子に手を引っ張られて、柚明

が記者たちの前に姿を現した。 

　記者たちは待ってましたとばかりに、まるで競うように梢子と柚明に次々とＩＣレコーダーを向け、

一体柚明とどんな話をしていたのか、先程の泣き声は何だったのか、柚明とどんな関係なのか・・・

梢子にしつこく聞いてくる。 



　「おっと、俺もこうしちゃいられねえや。それじゃあ池谷、また後でな！！」 

　「あ、ああ・・・。」 

　佐倉もＩＣレコーダーを必死に梢子と柚明に向けて、２人の会話を内容を記録しようと奮闘する。 

　だが梢子は記者たちの質問に一切答える事無く、自分の想いの全てを記者たちに宣言した。 

　「私、小山内梢子はたった今、羽藤柚明の妹になりました！！」 

　「ちょ・・・梢子ちゃん！？」 

　記者たちも佐倉も仰天し、一斉にカメラのフラッシュが鳴る。 

　柚明が嫌っていたフラッシュの光が、容赦無く柚明に襲い掛かる。 

　一瞬怯えた表情になる柚明だが、梢子はそんな柚明の肩を優しく抱き寄せた。 

　何も心配はいりませんから・・・そう告げるかのような、頼もしい笑顔で。 

　「ですから今から羽藤柚明の妹として、皆さんにはっきりと言っておく事があります！！」 

　一体、どんな話があるというのか・・・ 

　池谷は思わず、梢子の話に耳を傾けていた。 

　柚明と梢子が一体どんな関係なのかは知る由も無いが、それでも梢子が目の前の沢山の記者を

前に、どんな事を言うのか・・・池谷はとても興味があった。 

　そして梢子は記者たちを厳しい表情で見据えながら、大きな声ではっきりと宣言した。 

　「姉の事を記事にするのは構いませんが、その記事が事実無根だったり、姉を傷つけるような内

容の物だった場合は、私は絶対に皆さんを許しませんから！！私が姉さんを守りますから！！家

族に相談して、法的に訴える事も検討しますから！！」 

　池谷は、理屈抜きで梢子に感心していた。 

　いきなり沢山の記者たちにカメラを向けられても、それでも決して引かずに臆する事無く立ち向

かう、あまりにも図抜けたその態度。 

　記者にカメラを向けられて舞い上がってしまう者も少なからずいるというのに、何という強い心の

持ち主なのか。 

　「それと・・・少しは姉さんの気持ちを考えなさいよ！！姉さんの事をこんなに苦しめて、姉さんの

事をいじめて、貴方達は一体何が楽しいのよ！？何がそんなに面白いのよ！？何をそんなにニ

ヤニヤしてるのよ！？」 

　梢子の凄まじい気迫に圧されて、記者たちは一斉に後ずさる。 

　いつの間にかカメラのフラッシュも止み、誰もが戸惑いの表情で、呆然と梢子の事を見据えてい

た。 

　そして遠くからその様子を見ていた、池谷もまた・・・ 

　「貴方達マスコミは、人を面白おかしくいじめて楽しむ事が仕事なわけ！？違うでしょう！？そう

じゃないでしょう！？貴方達マスコミの仕事は、物事の真実を国民に伝える事が仕事でしょ

う！？」 

　梢子のこの一喝に、心の底から完全に打ちのめされてしまった。 



　物事の真実を国民に伝える・・・池谷はその強い想いを胸に、記者の道を志したはずなのだ。 

　それなのに・・・いつの間にか池谷は上層部からの圧力により、『真実に迫る記事』ではなく『面白

い記事』を書くように強要されるようになってしまった。 

　それは他誌よりも売り上げを伸ばして、会社を存続させ、社員の雇用を守り、社員と家族を路頭

に迷わせないようにする為に。 

　だから池谷も会社の為だと割り切って、心の整理をつけようとしていたのだ。 

　例え柚明の事をどれだけ傷つけようとも、それが会社の為になるのならば。 

　だが梢子のこの一言で、今の池谷の心は完全に揺らいでいた。 

　物事の真実を追い求める・・・その強い信念を持って、自分は雑誌記者になったのでは無かった

のか・・・と。　 

　自分が雑誌記者になったのは、人を面白おかしくいじめて楽しむ為だったのか・・・と。 

　「・・・分かったのなら、もう二度と姉さんに付きまとわないで下さい。いいですね？」 

　「しょ・・・梢子ちゃん・・・」 

　「それじゃあ姉さん、行きましょうか。」 

　柚明の右手を引っ張って、梢子が部屋へと戻っていく。 

　誰もが梢子の気迫に圧倒されて、柚明と梢子を追いかける事が出来ない。 

　池谷もまた呆然として、その場を１歩も動けずにいた。 

　「僕は・・・一体何の為に・・・」 

　「ひゅ～、怖い女だよなぁ・・・って、おい池谷？どうした？」 

　「・・・・・。」 

　「お～い、池谷？もしも～し？」 

　佐倉の呼びかけにも応じずに、立ち尽くす池谷。 

　梢子が自分たちマスコミに向けた言葉の一つ一つが、池谷の頭の中を駆け巡っていた。 

　「・・・僕は・・・」 

　「池谷？どうしたんだよ池谷？お～い。」 

　佐倉の問いかけも全く耳に入らず、池谷は頭の中で葛藤していた。 

３．伝えるべき想い

　あれから１カ月が過ぎた。 

　柚明は小山内家に引き取られ、梢子と共に新たな生活をスタートし・・・今では梢子の専業主婦と

して、充実した日々を過ごしている。 

　相変わらず、記者たちの梢子や柚明への取材攻勢は止む事は無かったが、それでも梢子や仁

之介が柚明への取材を全て断わっており、無理矢理にでも柚明の事を取材しようとする者は、全

て梢子や仁之介によって追い払われていた。 

　それに柚明自身も、梢子と仁之介が傍にいてくれるお陰で、以前よりも記者に対して穏便な対応

が出来るようになっていた。 



　そして・・・ 

　「梢子君。柚明さん。」 

　とてもよく晴れた、日曜日の昼間・・・レジ袋を手に買い物から帰ってきた梢子と柚明の前に、とて

も穏やかな表情をした池谷が現れた。 

　柚明は、彼の姿に見覚えがあった。 

　一ヶ月前に商店街で自分に突撃取材を敢行した、あの青年だ。 

　それを思い出し、柚明は梢子の身体にしがみつく。 

　そんな柚明の態度を見た梢子は、池谷がマスコミの関係者だという事を即座に見破った。 

　「また取材ですか！？いい加減にして下さいよ！！私達は・・・」 

　「待ってくれ。今日は取材じゃないんだ。君たちにどうしても話しておきたい事があって・・・」 

　「・・・え？取材じゃない？」 

　池谷の言葉に、梢子は一瞬呆気に取られてしまう。 

　よく見ると確かに今の池谷は、カメラなどの取材用具を一切持ち合わせていない。 

　取材をするのであれば一部始終の証拠を残す為に、何かしらの記録媒体を持参しておく物なの

だが、今の池谷は完全に手ぶらなのだ。 

　「・・・梢子君。柚明さん。僕がこんな事を言っても、君たちは決して僕たちマスコミの事を許さない

と思う。僕たちは柚明さんの事をあれだけ苦しめてしまったのだから・・・だけどそれでも、君たちに

どうしても知っておいて貰いたい事があるんだ。」 

　「・・・一体どういう事なんですか？」 

　「僕も含めてどの雑誌記者も皆、柚明さんの事を面白半分にネタにして、スキャンダルばかりを追

い求めて記事にしているんだけど・・・」 

　池谷のその言葉を聞いて、柚明の表情は曇っていた。 

　それを見た梢子が、とても厳しい表情で池谷を睨みつける。 

　「だけど多くの記者が、心の底から面白がってそんな記事を書いてる訳じゃないんだ。雑誌の売

り上げを伸ばす為に、他誌との競争に勝つ為に、会社を存続させる為に、お金を稼ぐ為に、家族

を養う為に・・・誰もが皆、必死なんだ。この街で生き残る為に必死になんだ。」 

　「・・・それで、少しでも売れる記事にする為に、姉さんの事を面白半分にネタにしている・・・と言

いたいんですか？」 

　「・・・ああ、その通りだ。」 

　とても申し訳無さそうな表情で、池谷は梢子をじっ・・・と見据えていた。 

　許して貰えるとは思っていない。許して貰おうとも思わない。 

　自分たち記者が柚明に与えた傷跡というのは、とても深い物なのだから。 

　１ヶ月前、柚明が深夜に電話取材を敢行した池谷に『死ね』『殺してやる』などと罵倒した事が、

その傷の深さを物語っていると言える。 

　「こんな事を言っても、君たちには言い訳にしか聞こえないかもしれない。だけど記者たちの多く

が、遊びであんな記事を書いているわけじゃないという 事・・・誰もが自分たちの生き残りを賭けて、

あんな記事を書いているという事・・・頼むからそれだけは、君たちには分かって貰いたいんだ。」 



　それでも池谷はこの事だけは、どうしても梢子と柚明に伝えたかったのだ。 

　自分たちは学校の新聞部ではない・・・自分たちの生活の為に記事を書いているのだという事を。

　自分たちが何の為に記事を書いているのか・・・記者たちが胸に秘めた『想い』を。 

　だが梢子は、情け容赦はしなかった。 

　「言い訳ですね。そんなの。」 

　「・・・・・。」 

　「自分たちが生き残る為なら、ネタにした人たちがどれだけ傷つこうとも知った事じゃない・・・貴

方はそう言っているのと同じですよ。」 

　「分かっている。言い訳は一切しないよ。だけど・・・」 

　「貴方たちのせいで姉さんは、どれだけ心に深い傷を受けたのか分かりますか？桂とノゾミが死

んで、心の中が深い悲しみと絶望に染まって、誰も心の支えになってくれなくて・・・そんな姉さん

の心を、貴方たちはさらに傷つけたんですよ？」 

　梢子の言葉に、池谷は胸が痛んだ。反論の余地も無かった。 

　いや、元より池谷は梢子と柚明に対して、何も言い訳をするつもりは無いのだが。 

　だが梢子に少しも同情されず、はっきりと『言い訳だ』と断言されてしまった事に、池谷もさすがに

ショックを隠し切れないようだ。 

　「逆に聞きますけど、貴方の大切な人が姉さんと同じ目に遭ったら、貴方はどう思いますか？」 

　「・・・・・。」 

　「貴方達マスコミというのは、物事の真実を国民に伝える事が仕事じゃないんですか？」 

　「・・・今は、そんな綺麗事が通用するような世の中じゃないんだよ。」 

　池谷は梢子の言葉に感銘を受けて、休み明けに編集長に伝えたのだ。 

　自分はこれから柚明の事を『ネタ』にするのではなく、柚明の『真実』を追い求めたいと。 

　だが編集長は、池谷のその案を一蹴した。 

　『真実』なんかじゃなく、あくまでも『ネタ』を追い求めろと。 

　他誌との競争に勝ち、売り上げを伸ばす為に。 

　会社を存続させ、社員とその家族を路頭に迷わせない為に。 

　「梢子君。君はまだ学生だから実感が無いかもしれないけど、君もいつか社会に出れば思い知

る事になる・・・大切な人を守る為に、時には理不尽な事に向き合わなければならなくなるという事

をね。」 

　「姉さんを守るために、他の誰かを傷付けなければならなくなる・・・という事ですか？」 

　「・・・その通りだ。」 

　「そんなのって・・・。」 

　「まあそれは、仕事の内容にもよるんだけどね・・・少なくとも僕らのようなマスコミという仕事には、

そんな奇麗事は通用しないんだ。そしてそんな奇麗事が通用しない世界で、記者の誰もが必死に

あがいている・・・それだけは君に分かってほしいんだ。」 

　「・・・・・。」 

　「僕が言いたかったのはそれだけだよ。それじゃあ。」 

　梢子と柚明に背中を向け、立ち去ろうとする池谷。 

　だが梢子は池谷の背中に向けて、こんな事を口にした。 



　「・・・私は、マスコミというのは本当に最低な人たちばかりだと思っていましたけど・・・」 

　池谷は立ち止まり、梢子に背中を向けたまま応対する。 

　「でも安心しましたよ。貴方のような人もいるんだって事が分かったから。」 

　「ありがとう・・・そう言ってくれただけでも嬉しいよ。」 

　「貴方はこれからも、姉さんの事を記事にするつもりなんですか？」 

　「少なくとも、今は僕が柚明さんの担当だから。」 

　「それは姉さんの事を『ネタ』にする記事なんですか？」 

　「・・・会社の方針には、従わなければいけない・・・僕が言えるのはそれだけだよ。」 

　会社の方針・・・その言葉を聞いた梢子はムッとした。 

　梢子とて池谷が置かれている立場は分かっている。池谷だってボランティアで記事を書いている

わけじゃない。給料を稼ぐ為に、生活の為に記事を書いているんだという事を。 

　給料を稼げなければ、池谷は路頭に迷ってしまう。それ位梢子にも分かっていた。 

　だがそれでも梢子は、言わずにはいられなかった。 

　「・・・貴方たちマスコミが国民に『伝えるべき想い』というのは、本当にそんな下らない事なんです

か？」 

　「・・・・・。」 

　「答えて下さい。貴方は一体何の為に雑誌記者になったんですか？」 

　「・・・・・。」 

　梢子に背中を向けたまま、苦虫を噛み締めたような表情で、池谷ははっきりと告げた。 

　「・・・言っただろう？今はそんな奇麗事が通用するような世の中じゃないと。」 

　「だけど・・・」 

　「君も社会に出れば、嫌でも思い知る事になるさ・・・今の僕のようにね。」 

　それだけ告げて、池谷は梢子と柚明の下から去っていく。 

　その後ろ姿を、梢子と柚明はじっ・・・と見つめている。 

　以前、柚明は梢子にこう言っていた。 

　『この世界は汚れている』 

　『私はこんな世界を守るために、オハシラサマになった訳ではない』・・・と、 

　最初はそれがどういう意味なのかよく分からなかった梢子だったが、今の池谷の言葉を聞いて、

柚明が言いたい事を少しは理解出来たような気がした。 

　「大切な人を守る為に、時には理不尽な事に向き合わなければならなくなる・・・か・・・」 

　「梢子ちゃん・・・」 

　「姉さんが以前、この世界が汚れているって言っていたのが、私にも何となく分かる気がしますよ。

だけど・・・」 

　自分にしがみつく柚明を、梢子は優しく抱き寄せた。 

　とても強い意志を秘めた瞳で、柚明をじっ・・・と見据える。 

　「この世界がどれだけ理不尽だろうと、私はずっと姉さんと一緒にいる・・・姉さんは私が守る・・・



それだけは約束しますから。」 

　「・・・ええ・・・梢子ちゃん・・・・」 

　柚明もまた、梢子の身体をぎゅっと抱き締める。 

　確かにこの世界は汚れている。だがそれでも今の柚明の隣には、こうして梢子がいてくれている。

　だからこんな汚れた世界の中ででも、梢子と共に精一杯生きて、死んでしまった桂とノゾミの分ま

で幸せになる・・・それを柚明は改めて心に誓った。 

　この世界がどれだけ汚れていようとも、私は姉さんを守り抜いてみせる。 

　この世界がどれだけ汚れていようとも、私は梢子ちゃんと幸せになる。 

　梢子と柚明は互いの『伝えるべき想い』を、互いに抱き締め合う事で伝え合ったのだった・・・。 
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