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第二話「激闘！ダメ物件コンペティション」

　１　チャンスは突然やってくる

　雨ばかり降る六月だった。
　紫

あ じ さ い

陽花の小さな花びらが落ちて、ぬかるんだ地面に埋もれた上を、学生の
靴が踏みつけていく。
　私は岩隈講堂前の庇

ひさし

のある階段に腰かけ、じっと人の流れを見ていた。
「仕事も大学講義もない時はケータイが鳴るまで散歩するか、人の歩くのを
ぼんやり眺めろ」とバードが言ったのだ。バードとは、私の勤める広告代理
店〈アド・カレッジ〉の社長で、ふだんクールなわりにやたら感動屋で、そ
のうえ好きな食べ物には了見が狭いという二大がっかり要素を抱えたイケメ
ンである。この会社は、私も含め学生だけで運営している。
　社員になってはや一か月。仕事内容としては、小さな商店の広告を手掛け
ることが最も多いが、じつはそれらは大した収入にはなっていない。現在の
ところ、〈アド・カレッジ〉の大きな収入源は中小企業十社のリ・ブラン
ディングプロジェクトにある。
　企業ソング、企業ダンス、動画作成、広告展開、ＰＲ戦略に至るまでバー
ドが考え、企業ロゴ、商品パッケージ等を岩瀬さんが制作している。もっと
も、この辺りは私が入社する前に始まっていたプロジェクトでもあり、私は
蚊帳の外である。
　そんなわけで――二限、三限と立て続けに休講となった今日は日がな一日



人間ウォッチングである。
　バードはまだ私を一人前とは見做

な

していない。一応キャッチコピー案だけ
は日々五十近く出させられるが、結局どれも採用はされず、バードが自分で
考え出したコピーに決まることが多い。
　バード曰く。「言葉のセンスで勝負しようとしている時点でまだ甘い」ら
しい。日々ボツの山を築くうち、だんだん私には才能がないのかとか、バー
ドは単なる自分の好みでキャッチコピーを選んでいるだけではないかなどと
考え出してしまう。
「つまらんつまらんつまらん」
　ぼやいていると、ケータイが鳴った。
「今日の講義は？」
　電話をかけてきたのは、バードだった。
「もう今日はありません」
「すぐ社に戻れ。大きな仕事だ」
「大きなガイドブックの説明書きですか」
　最近の私の仕事はもっぱらその手合い。説明書のリライトだとかそういっ
たものばかりなのだ。
「いいからすぐに来い」
　電話は切れた。
　やれやれ。私はゆっくり立ち上がった。路傍の紫陽花の葉には、賢明に動
くカタツムリの姿があった。
「あんた歩くの案外速いわね」
　それから傘を差して、戸山大通りを渡った。
　一つ溜息をつく。
　一か月前まで、私は夢に向かって歩いていた。
　そして、亡くなった父と同じコピーライターという肩書きを手に入れたの
だけれど――欲しいのは肩書きではない。
　いくら名刺をもらっても、まだ、私はコピーライターではない。



　どうやったら本物のコピーライターになれる？
　まだ私にはその答えがわからなかった。
　わかっているのは、とりあえずバードに与えられた仕事をこなしていくし
かないということだ。
　私はため息を無理やり深呼吸に変え、古びたビルディングの扉を開いた。
アド・カレッジはこのビルの三階にある。
　なけなしのやる気を振り絞って、私はその階段を上り始めた。
　この時の私は知る由もなかった。今日、自分に大きな転機が待ち受けてい
ようとは。

　２　メリットの薄い物件

　会議室のドアを開くと、すでに全員お集まりだった。
　今日の岩瀬さんはひときわ機嫌が悪く、髪をかりかりと掻きながら眼鏡の
奥からギロリとこちらを睨みつけた。
「遅いじゃない」
「そうですか、電話もらってまだ一分ですけど」
　私は彼女の隣に腰かけた。向かいの席にいる木梨君がいつになく緊張の面
持ちで机の上に広げられた資料を見つめていた。
「どうします？　断るなら今日電話入れておきますよ。まあ、頭数合わせに
利用された気がしないでもないですし」
　どうやら木梨君が営業で取ってきた仕事のようだ。ホストのような身

み

形
なり

を
しているが、じつはわが社唯一の営業マン。彼が仕事を取ってこないことに
は我々にも仕事は回ってこない。
「下手をすれば、無駄骨だ。時間と労力の多大なる浪費」
　奥の席に陣取ったバードはぼそりとそう言ってから、チロルチョコの包み
紙で器用にプテラノドンを作り、満足げに顔を上げた。
　そこでようやく私に気づいたようだ。



　縁なし眼鏡をかけたその男は、前髪を涼しげに掻き上げる。眼鏡の奥の透
き通った眼差しが、私を捉えていた。
　ほれ、といってバードは資料を投げて寄

よ

越
こ

した。
　そこにはこう書かれていた。

　四葉不動産兎
と

ヶ
が

崎
さき

大規模集合住宅プロジェクト

「何ですか？　これ」
「見ればわかるだろう。物件資料だ」
　一枚ページをめくると、マンションの概略が載っている。総戸数 345 戸。
全十四階建て。ターゲット層は、まだ子どものいない共働きの世帯。年齢は
問わないと書いてあった。
「大規模と言ってはいるけど、最近ではよくある程度っすよ」
「兎ヶ崎って海岸で有名なところだよね？」私は木梨君に尋ねた。
「そう。すぐ近くの茅ヶ崎にはだいぶ人気の点で劣るものの、それでも夏に
は観光客で賑わう。新宿までぎりぎり一時間以内。広域で考えればロケー
ションはそこそこといったところかな」
　ビジネス層を狙うロケーションとしては、あまり良くはない。都内に通勤
する人たちにとっては、もっといい物件がありそうだ。
「普通、都内勤務の人がこういう土地に住むものですか？」
　私はバードに尋ねてみた。
「まあ、考え方によるだろうな。都心に近いことが重要な人もいるが、人に
よっては休日にのんびり海辺で過ごせるのは憧れの生活に見えなくもないだ
ろう」
「海辺なんて塩害がたいへんなだけですよ」口を挟んだのは木梨君だ。「車
がすぐ錆びちゃうんですから」
「経験があるの？」と岩瀬さんが尋ねる。
「いや、俺今年の夏からサーフィン始める予定だから、海行く時は親父の車



貸してくれって頼んだんですよ。そしたら、塩害にやられるからダメって言
われちゃって」
　バードは、目を瞑

つむ

ったままその言葉に軽く頷く。
「確かに、そういう面もある。ただし、それは飽くまで海に近い家だった場
合の話さ」
「兎ヶ崎なんて海に近くなかったら、住む価値ないっすよ」
「そこなんだよな……」
　バードは言葉を途切れさせた。
「え……まさか」私は次のページを開いた。
「そのまさかだよ」とバードはあくびをする。
　私はそのページで衝撃的な文言を目撃することになった。

　海まで徒歩二十分。

　驚きの数字である。バカンスとして人気の兎ヶ崎で海岸近くに住んでいな
いなんて。だが、私はあることに気づいた。
「あ、でも私友達に聞いたことがあります。兎ヶ崎海岸って駅からだいぶ歩
くんですよね。ということは、この物件は駅に近いってことなんじゃないで
すか？」
　海岸までは遠くても駅に近ければ、ターゲット層に訴求できる。
「その下をよく見ろよ」
「え？」
　言われたとおりに、その下を見る。さらに衝撃が走った。

　駅まで徒歩十五分。

　新宿までぎりぎり一時間以内に行けるとは言っても、駅まで十五分かかっ
たのでは意味がない。



「でも、バスとかあるんじゃないですか？」
「一時間に一本くらいはな」
「……いいところなし……じゃないですか」
「ご名答。いいところのない物件なんだ」
　バードはあっさり笑顔で言うと、私の顔をまっすぐに見た。
「この物件を君に任せる」
「は……はい？」
「コンセプトメイキングから広告展開案作成、そしてプレゼンテーションま
で。俺は一切口を出さない。すべて君がやれ。大丈夫だ、岩瀬がサポートし
てくれる」
　岩瀬さんは一瞬眉間に皺を寄せたが、すぐに運命を受け入れたようだった。
だが、私はそう簡単に事態を受け入れられなかった。
「金になるかならないかわからない案件にそれ以上人員を割けないというの
がこの弱小企業の実情でね。俺は他で手いっぱいだ」
「金になるかならないかわからない仕事って、どういうことですか？」
「あれ、言ってなかったっけ？」と木梨君。「これね、コンペなんだ」
「コンペ……」
　コンペティション。
　その存在は、広告の教科書などで見て知ってはいた。クライアントが二社
から三社程度の広告代理店に広告案を出させて審査し、いちばん良かった案
を採用する形式。
　採用された企業には莫大な金額が入るが、負ければお情け程度のお金か、
最悪無償の場合もあると聞く。不況続きで、コンペの世界は年々無償化が進
んでいるとも書かれていた。
　つまり――バードとしては、利益になるかならないかわからないものに費
やす時間がないから、まださして役にも立たない私に任せようと、そういう
ことのようだ。
「わかりました、やります」



　何だってやる。私には他に選択肢などないのだ。
　バードは、そんな私の顔を見て、満足げに大きく頷いた。

　３　ガールズトークとブレストと

「こんな喫茶店初めて来ました」
「私は休憩によく利用してるよ」
　岩瀬さんはそう言いながら、煙草をふわっと吐き出す。
　ここへやって来たのは、コンペティション組としてペアを組まされた私と
岩瀬さんの二人でブレインストーミングをするためだ。社外でやろうと言い
出したのは、私ではなく岩瀬さんである。
「どうして社内じゃないんですか？」
　そう尋ねると、岩瀬さんは煙草の灰を灰皿に落としながら答えた。
「一つ、あなたと私は女同士で、まだ二人だけでじっくり話をしたことがな
い。二つ、『俺は一切口を出さない』とか言ってたけど、バードは何だかん
だで心配屋だから、結局私たちが社内でブレストをやっていれば気が気じゃ
なくて口を出したくなるに決まってる。三つ、今回のコンペの意義について、
社内では言えない事情もある」
　岩瀬さんは腰パンに臍

へそ

出しＴシャツを着ている。色の白い引き締まったお
腹が見える。
「話変わるけど――バードはあなたに気があるわよ」
「はい？」
　彼女は三十秒私の顔をじっと見つめた。
「なーんだ、大して動揺しないね。つまんない」
「なんで動揺するんですか、そんなことで」
　バードが誰を好きになろうと、私に動揺が発生する道理はない。
「嘘だよ」
「そのうえ嘘ですか。まあいいですけど」



「あなた、変わってるわね」
「変わってるのは意味のない嘘をつく岩瀬さんですよ」
　岩瀬さんは私の返しを無視して続ける。
「服も、白か黒しか着ないよね。今日なんか黒のワンピースに黒のストッキ
ングって、なんか葬式の帰りみたいだよ」
　私は自分の恰好を見返す。
「でもノースリーブですし、わずかながら若さをアピールしていると言えな
いでしょうかね？」
「自分でそんなこと説明するのもどうかと思うけどね」
　岩瀬さんはそれから、遠い目をした。
「もしかして、岩瀬さんはバードさんのことが好きなんですか？」
　その瞬間――岩瀬さんの顔が瞬間湯沸かし器のように真っ赤に染まってい
くのがわかった。
「す、好きじゃない」
　嘘だな。これに騙されるような人間はいない。だが、ここは後輩として知
らぬふりをしておいてやるべきか。
「好きじゃないんですか、良かった。本当は私バードさんに恋してるんです
よ」
　瞬時に岩瀬さんの目に宿った殺気を、私は笑顔でやり過ごす。
「冗談です」
「……面白くない」
　自分の言った冗談と大して変わらないのに。だが、これも黙っておく。
「それより、さっき言っていた、社内で話しにくいことって何ですか？」
「それなんだけどね」岩瀬さんはそこで声を潜めた。「今回のコンペは三社
競合なんだけど、そのうちの二社が超大手なの」
「超大手というと……」
「一つは、〈黒報堂〉、もう一つは天下の〈天通〉」
　私の脳裏には、我が家の写真たてにあった父と並び写っているバードの姿



が浮かんでいた。まだ十代の頃のバードは、父と肩を並べて、微
かす

かにはにか
むような笑みを浮かべていた。
　それから、母の言葉を思い出した。
　――結局内部抗争に敗れて会社を去ってしまったらしいわ。
　バードが今回の件に直接関わろうとしないのは、〈天通〉の人間と顔を合
わせたくないからなのだろうか？
「彼、むかし〈天通〉のクリエイターだったの」
「そうなんですか？」ここは知らない設定でいくことにする。
「十代のときに国際的な広告賞を獲って〈天通〉に才能を買われたまでは良
かった。でも、その後、社内で彼と一緒にタッグを組まされたクリエイター
が、若い彼の言うことを聞きたがらなくて、そこで意見衝突が何度かあった
みたい。彼の味方は直属の上司一人だけだったそうよ。結局その人でも守り
切れず、バードは会社を辞めちゃったの。その直後よ、上司の男性が亡く
なったのは。過労だったんですって」
「岩瀬さんはその話をどこから？」
「私ね、この会社に入る前、一年だけ〈天通〉でバイトやってたの。若干だ
けどいるのよ。学生バイトって。まあ、私がいたのはＷＥＢのバナー広告と
かやってたマイナー部署だったけどね」
　やはりバードは父の部下だったのだ。私の苗字から、私が何者か知って採
用してくれたのだろうか。父への義理立てで？
「だから――このコンペ、バードは平静を装っているけど、本音ではかなり
勝ちたいと思っているはずよ」
「それなら、自分が担当すればいいのに……」
「あなたを信用してるからでしょ？」
　微かに面白くなさそうに岩瀬さんは言った。
「信用はされてないと思いますよ」
　すると、岩瀬さんはその言葉を鼻で笑った。
「百歩譲って信用してないにせよ、バードは負けるとわかっていて引き受け



たりはしない。それは、才能のない人間を雇わないのと同じ理屈よ。バード
がこのコンペティションを引き受けたからには、そこには勝算があるという
こと。あなたを使うことで勝ち目がわずかでもあると踏んでいるのよ」
「そうでしょうかね……」
　私を使うことで、バード自身が出向くより勝算が上がるとは到底思えない。
「不動産広告はかなり特殊な世界よ。そして、とてもやりづらい世界。いわ
ゆる広告的な〈遊び〉の要素が使いにくい。よく新聞に入っている広告を見
てみればわかるわ。〈駅徒歩三分〉、〈全戸南向き〉、〈都内最大級タワーマン
ション〉、こういう、いわばハードなスペックを全面的に押し出さないとい
けない。だから、クリエイターに夢を抱くような人はあんまり好んではやり
たがらないのも確かね」
「ですよね。あんまり不動産のチラシって広告雑誌に掲載されるようなクリ
エイティブなもの、見ませんもの」
「でもね、だからあなたにはうってつけなのよ」
「……どういうことですか？」
「この物件を担当することで、あなたは自分の欠点から脱却できるかも知れ
ないわ」
「私の――欠点？」
「あなたはボキャブラリーは豊富なわりに、スペックの料理の仕方がいまい
ち下手クソなの。特に最近のキャッチコピー案を見てると、小手先に走りす
ぎてるわね」
　まさかここで猛烈なダメ出しの嵐に遭遇するとは思わなかった。
「あなたは今、躍起になって自分らしい表現を探してる。違う？」
「……」
　その通りだった。
　早く認められたい一心で、自分らしい表現を工夫する方向に傾いていた。
でも――その結果、できたのはボツ案の山だ。
「もっと堅くていいのよ。面白味もなくていい。できるだけ広告のスペック



と距離を近づけなさい。あなたらしさは、あなたが色づけするものじゃない
わ。スペックを真剣に考えた結果、後からついてくるものよ。私のデザイン
もそうだもの」
　そう言えば、岩瀬さんのデザインはシンプルだ。あまり突飛な発想の引き
出しは持っていない。アイデアを出してくるのはバードであり、彼女はそれ
をいわば淡々と受け入れてデザインを仕上げる。ところが、出来上がったも
のを見せられると、彼女が０から考え抜いたデザインとしか思えないほど、
岩瀬さんカラーの広告に仕上がっている。
　要するに、商品を考えた結果として、彼女の味がついてきているのだ。
「その点、不動産広告には初めから殆

ほとん

ど遊べる余地がないわ。ガチガチのス
ペックだらけの世界に一度身を置いてみれば、あなたはコピーを再発見でき
る。バードはそう考えているのよ」
　岩瀬さんはアイスコーヒーをストローで飲み、さて、と言った。
「それでこの物件なんだけど、まず売りが何なのか考えないとね」
「売り……ですか」
　売りがないのが売りのような物件である。これは最初から難問にぶつかっ
た。頭を悩ませていると、岩瀬さんがふと物件資料の地図のページを眺めて
言った。
「この物件が建つ予定の場所、もしかして女優の女木野陽子が豪邸建ててい
た場所なんじゃない？」
「女木野陽子……ああ、最近あまり名前聞きませんね」
　中学校の頃までは、テレビでよくその姿や名前を見ていたことを思い出す。
「知らないの？　彼女五年くらい前に引退宣言したのよ」
「そうだったんですか」
　岩瀬さんは女木野陽子のプロフィールを説明してくれた。
　ロマンポルノからデビューして、その後竹梅映画でも主演を張った大女優。
男性とのいくつかの浮名を流しながらも、独身を貫き、五十を過ぎた辺りで
兎ヶ崎に引っ込んで悠々自適の隠居暮らしを始めたのが五年前。



「大女優の豪邸跡地って、物件の売りに使えないかしらね？」
　岩瀬さんがふと、そんなことを言った。
　私はしばし考えてから、首を横に振った。
「なりませんよ、きっと。すでに亡くなった俳優なら、伝説の地にもなりま
すが、現役の俳優で、しかも女木野陽子って、名前は知っていますけど、原
節子とか石原裕次郎みたいな普遍的な大スターってわけじゃないですよね」
「古いところを持ち出してくるわね。まあでもそれは確かに一理あるわね。
そうなると、これも売りにはならないか……」
「残念ながら」
「中途半端なのよねー、どれも。普遍的とまで言えない大女優の豪邸跡地、
駅から十五分、海まで二十分、大規模だけどそれほど自慢できる規模でもな
い物件……」
「設備・仕様とかはどうなんでしょう？　最近あるじゃないですか、家具が
セットで売られてるとか、オール電化とか……」
「デザイナーズマンションではないわね。オール電化はいまどき何の売りに
もならないわ。どこもそうだもの」
「じゃあ、せめて値段が安いとか……」
「これ、見て」
　岩瀬さんは最後のページを見せた。
　そこに値段が書いてあるが、相場のわからぬ私にはそれが安いのか高いの
か判断できない。
「難しいラインよ。都内でこの物件なら安いかも。でも兎ヶ崎のこのロケー
ションでこの値段は、なかなか手を出しにくい」
「なるほど……。周りにインフラが整っていたりということはないんでしょ
うか？」
「周辺施設は、小さな商店街が一つ、小規模スーパーマーケットが一つ。ま
あ、どっちかと言ったら、寂れてるわね。コンビニだって駅前まで行かな
きゃないんだから」



「んん……」
　残されたわずかな希望の芽まで摘み取られた感じだ。
「物件の良さは、ほぼ皆無ね。四葉不動産もどうしてこんな土地を買っ
ちゃったんだか。たまたま余っていたにしても、ひどいわね。本当に隠居を
覚悟した人が行くような土地よ。それに、そういう人は集合住宅なんかじゃ
なくて個人宅を購入すると思うのよね」
「同感です」
　他人との関わりを避けるのなら、個人宅にしたほうがいい。そうでないに
しても、海からも駅からも遠いなんて不便すぎる。
「でも――実際にその土地で昔から生きている人もいるんですよね」
「んーまあそうだけどねえ」
「私――これから行ってきます」
「え？　今から？」
　時間は二時。今から行けば三時過ぎには到着できるだろう。
「岩瀬さん、打合せの続きは今夜にしましょう」
「……わかった」岩瀬さんは軽く敬礼の真似をする。「グッドラック」
　かくして私は、兎ヶ崎に単身向かうことになったのだ。

　４　足を使え！

　兎ヶ崎駅に着いたのは、三時過ぎだった。
　この土地で何かが掴める保証はどこにもない。しかも、せっかく海辺へ行
くのに雨ときている。しかし、来ずにはいられなかった。
　私がバス停で時刻表をチェックしていると、背後から声を掛けられた。
「バスは一時間に一本。タクシーで行ったほうが早いぞ」
　その声は――。
「今回は私に全部任せるんじゃなかったんですか？」
「任せるとも。俺はただ別件で来ただけだ」



　見え透いた嘘。
　バードは停まっているタクシーに手を上げる。
　タクシーのドアが開いた。バードは傘を畳みながら言う。
「行くぞ。広告屋にとって時は金なり、だ」
　思わぬ同行者が現れてしまった。私はバードの後に続いてタクシーに乗り
込んだ。
　物件の住所を伝えると、運転手は怪

け

訝
げん

な顔になる。
「あの辺、何もないよ？　いいの？」
「仕事なんですよ」と私は答えた。
「へえ……」
　それきり考え込むようにタクシー運転手は黙った。
　バードは私に話しかける。
「どうだ。岩瀬とのブレストは、実りあるものだったのか？」
「ええ。バードさんが案外モテるらしいことはわかりました」
「何だそりゃ」
　本当に怪訝な顔をしている。惚れられている自覚はないらしい。
「ブレストの末、とりあえず現地に行かないとどうにもならない、という結
論になったので、こうして来ているんです」
「いい結論じゃないか。マンションのスペックは、何よりもその土地の魅力
だからな。どんな建物も土地と無縁ではない。マンションだろうと戸建てだ
ろうと、造られた瞬間からその土地の一部になるんだ。だから、ここを訪れ
ることを思いついたのは正解だ」
　スペックとは何かをよく吟味しなければならないということは、前回豆腐
屋の件で学んだ。しかし、実際に不動産のようないじりようのないハードな
スペックでも、物件概要から洩れているスペックはあるのかも知れない。
「あ！　わかった。あんたら四葉不動産の関係者の人だね？」
　タクシーの運転手が突然、素

す

っ頓
とん

狂
きよう

な声を上げる。
「はあ……」



「ここらじゃ、あんたたちは敵扱いだよ」
「敵？　どうしてですか？」
「そりゃあんたらが兎ヶ崎のマドンナ、女木野陽子を奪ったからさ」
「奪ったって……人聞きの悪い……」
「海岸以外これといった売りのないこの土地にとって、銀幕のスターが住ん
でるってのはちょっとした自慢の種だったんだから」
　そんなものか。
「それはすみませ……」
　言いかけた時、突然バードが窓を全開にした。
「運転手さん――町の家々はみんな片流れの屋根をしていますね。これには
何か理由があるんですか？」
　言われて私も窓の外に目をやる。たしかに一軒一軒の屋根に皆同じ方向を
向いた片流れが採用されている。
「この町は全体に海に向かってなだらかな坂になってるんだ。だから、雨水
を海に返す意味で屋根は海に向かって傾斜をもってる。兎ヶ崎という町は海
を挟んで東西に広がっている。だから町の東と西では片流れの向きは違う。
こっちは西側だからみんな東を向いてる」
「それが、兎ヶ崎という地名の由来ですね？」
「そのとおり。東と西の片流れの屋根が、兎の耳みたいに見える、と明治と
か大正の頃に誰かが言ったのが始まりらしい」
　土地の名前に由来あり。
　バードは私の手元から物件概要を取り上げると、最後のページを開いた。
そこには、物件の敷地配置図が載っていた。
「建築家はきちんと土地の特性を理解してるみたいだ。ちゃんとマンション
の屋上を片流れの屋根みたいに斜めにしている」
「あ、ホントですねえ」
　やはり土地に実際に来てみないとわからないことがある。土地のイメージ
は膨らんできた。磯の香りがし、町の景観も一体感があって見ていて気持ち



がいい。
　しかし――それらはまだ売りとまでは呼べるものではない。
「女木野さんの住んでいたあたりは、まあよその者にはわからないだろうけ
ど、うちらならあの辺がいちばん住みやすいと思うね」
「どうしてですか？」
「海の近くは水害の恐れもあるし、塩害もひどい」
　それは木梨君も言っていたことだ。
「かと言って、駅の近くは何かと物騒だ。何しろ、夏の間は観光客で混み
合うからね。この土地に関係ない連中がわんさと来る。そういう意味じゃ、
ちょっと不便でも奥まった場所ってのは年中通して心穏やかに暮らすにはい
いもんだ」
「なるほど……」
　運転手の言葉に相槌を打ちながら、何かが頭に浮かんだ気がした。
　しかし、淡い思考は恥ずかしがり屋で、追いかけるほどに奥に逃げていっ
てしまう。それからしばらく、私は片流れの屋根をぼんやり眺めながら自分
の思考を掘り続けた。コピーを考えるとは、こうやって自分の身体が先に
知っていることを、掘り返す作業なのかも知れない。
　思考が、片流れの屋根の上を、滑る、滑る。
　
　５　ＵＳＰは何ですか？

　タクシーの運転手をその場に待たせて、物件予定地に向かった。そこは、
物件資料からは読み取れなかったが、なだらかな丘陵になっていた。
　すでに女木野陽子の豪邸はなく、更地になっていた。
　敷地の周囲には戸建ての家々が建ち並んでいる。閑静な低層住宅街といっ
たところか。
「ここは丘陵ですから、上階からの眺望は売りにできるんじゃないでしょう
かね？　視界を遮るものがありませんし」



「まあな。ただ、ここに建つのはタワーマンションじゃない。上階の眺望を
売りにするのは予告広告じゃなくて、実際の販売が始まった時期に打つ本広
告にとっておく展開だろう。ＵＳＰとは言えない」
「ＵＳＰ？」
「unique selling proposition の略だ。要するに購入者の購入動機となる最
大の特徴は何か。俺は今回のＵＳＰが眺望だとは思えない」
「……」
　無言のままバードをじっと見やる。
「何だよ」
「いや、ばっちり口を出してらっしゃるなーと思いまして」
　一瞬、ギクリとした表情になりながらも、バードはすぐに空を見上げる。
雨はだいぶ小降りになってきている。バードは傘を畳んだ。
「……空気がいいな。そうそう、俺は今日別件で来たんだった」
「嘘臭いの通り越してますよ」
　バードはじろりと私を睨んでから敷地の隣の民家のほうへ歩いていくと、
白い大きめの邸宅のインターホンを押した。
「ちょ……ちょっと何をやってるんですか！」
「言っただろ？　俺は別件で来たんだ」
　バードはそう言ってニヤリと口元に笑みを作った。
《はい》
　インターホンから男のくぐもった声が漏れる。
　不機嫌そうな声だ。
「あ、どーも、この度は我々四葉不動産がご迷惑をおかけしております」
　バードは堂々と嘘をついた。完全に不動産の営業マンに成り切っているら
しく、微かに腰を曲げて低姿勢になっている。もはやこちらをチラとも見よ
うとしない。
　ドアがガチャリと開き、中から白髪の男性が現れた。
「帰ってくれ！　あんたたちの顔なんか見たくもない！」



　バードは素早く深々と頭を下げた。
「大変申し訳ございません。この度は、我々が皆様の大切なご隣人を奪うか
たちとなりましたことを深くお詫び申し上げます」
「ふざけるな。あんたらはどうかしてる！　俺たちの陽子ちゃんを何だと
思ってるんだ！」
「申し訳ありません！」
　再びバードは頭を下げる。
　一体、何をやっているのだ、この男。
　これが「別件」？
　なぜ四葉不動産の人間に成り切ったりしているのだろう？
「あんたらの社長が現れてからというもの、彼女は日に日に顔色が悪くなっ
ていくようだった。土地を奪うために脅迫でもしたんじゃないのか？」
「と、とんでもありません！」
　バードはおどけた様子を見せる。疑いを肯定するような発言をすれば、四
葉不動産に迷惑がかかることにもなるだろう。
「知っているぞ、俺は。あんたらの社長は大昔、陽子ちゃんに手痛く振られ
ていたらしいじゃないか？」
「それは……私は存じ上げませんが……」
「ふふ。俺はな、隣人として陽子ちゃんから直接聞いたんだ。間違いない。 
　『あの人、私に振られたのにしつっこくて困るわ』ってな！」
「申し訳ありません」そこでバードは鞄をがさごそと漁り、何やら菓子折り
が入っていると思われる個包装を取り出す。「これはほんの気持ちです」
　男性はそれをぐいとバードに押し返す。
「要らないね！　それに――まあこの件ではもうこれ以上騒がないでくれっ
て当の陽子ちゃんに手紙もらっちまったんだ。彼女との約束じゃ、守らない
わけにはいかないよ」
「陽子さんが手紙を？」
　これさ、と言って彼は玄関の引き出しにしまってあった手紙を取り出した。



「住所がありませんね」
「可哀想に、きっとあんたらの社長から逃げるために住所を誰にも言えない
のさ」
　ぶんとバードの手から手紙をひったくると、「それじゃ失礼するよ」と
言ってドアを閉めてしまった。
　バードは私のほうに戻ってくる。
「俺の別件は終了した。では、帰るかな。お前、どうする？」
「先に戻っておいてください。海を見て行きたいんです」
「しょーがないな……一緒に行くか」
〈別件〉は済んだのではなかったのか、と思ったが、私は結局黙ってバード
と共に待たせていたタクシーに乗った。
　それにしても――。
　バードは一体、何のために四葉不動産の人間を演じたのだろう？

　６　海辺で愛について語る

　海に着く頃、ようやく雨がやんで遅まきながら太陽も見えてきた。
　先程までの雨の影響か、波が高く、サーフィンをやる人の姿も今日ばかり
はほとんどない。
「物件から徒歩二十分って言ってましたが、歩いて来れそうにはない感じで
したね」
　ここへ来るまでの道路は、細く曲がりくねっているうえに、車がわりに飛
ばしていた。歩いて海辺にやって来るのは少し危ないかも知れない。
「まあな。けど、実際サーフィンとか船とか釣りに興味のない人間にとって
はそれほど重要なアイテムではないんだよな。たまにこうして潮風を浴びに
来られれば満足っていうかね」
　バードはそう言いながら伸びをする。
「気持ちいいなぁ……波の音を気軽に聴きに来られるって案外いいものだな。



素晴らしい、素晴らしいじゃないか……」
　もしやと思ってバードの顔を覗き込むと――。
「な、泣いてますか？」
「泣いて何が悪い？　素晴らしい潮風じゃないか」
　バードは鼻を啜

すす

る。この男の感動屋ぶりには毎度呆れてしまう。
「いや……でも物件から遠いですし……」
　私は鞄からポケットティッシュを取り出して渡してやる。
「それがどうした」と鼻をかみながらバード。「車なら五分だ」
「そ、そうですけど……」
「ようは自分が買う物件に、プラスアルファのおまけがついていたら嬉し
いっていう程度のことだろ。実際には海なんか、近くにあってもいいことは
あんまりない。まあせいぜい――水着姿のおねえちゃんとか……」
　ちょうどそこをビキニ姿の金髪美女が通りかかった。六月にも拘

かか

わらず果
敢な姿で海に挑む女性もいるらしい。私は大きく咳払いをしてバードの関心
を引き戻す。
「ところで、さっきの隣人さんへの質問、どういう意味があるんですか？」
「いくら土地開発に困ったとはいえ、あんな不便な場所を買い取ることにし
たのには、何か背景があるんじゃないかと思ってね。もし背景があるなら、
それはＵＳＰと結びつくかも知れないと思ったんだが――まあわかったのは、
土地購入の背景は物件と別件だったってことだ」
　今のはダジャレだろうか。とりあえず放置しよう。
「四葉不動産の社長の私怨では、ＵＳＰと結びつけようはないですね。ただ、
いくら私怨でも、あの土地はなしだと思いますけど」
「自分が担当になった物件に文句は言いっこなしだ。骨の髄まで愛するんだ
よ。そうでないと見えてこないものがある」
「愛するって――何ですかね？」
「愛するとは――味わうこと、認めること」
　味わうこと、認めること――。



　愛の問題は、到底私には理解できなさそうだ。
　不意に、背後からサーファーらしき男性に口笛を吹かれた。どうやら、今
の会話を完全に誤解されてしまったようだ。
　誤解――そう考えてふと思う。バードは会社の皆に兎ヶ崎に行ってくると
伝えて出てきたのだろうか？　それは少し、いやかなりまずい。私はまだ岩
瀬さんに呪い殺されて死ぬには若すぎる。
「いい暮らしじゃないか、仕事をバリバリこなして、たまにふらっと海に足
を運ぶ」
　暢

のん

気
き

なものだ。こっちの心配も知らないで。
「徒歩十五分とか二十分とか、数値化されると途端に本来の良さが損なわれ
るが、よくよく考えれば悪い物件じゃないよ」
「ものは考えようですか」
「そう！　それだ！」突然バードは叫ぶ。「君に足りないもの。ものは考え
よう。それが足りないんだ」
「何ですか、急に……」
「最近の君は一つの壁にぶつかると、自分がやりたかった方向を捨てきれず
に苦戦したり、すべてを投げやりにしてつまらないコピーを作ったりする」
　ギクリ。確かに、最近の私にはその傾向が顕著かも知れない。センスで勝
負して歯が立たないとおざなりなコピーを作ってしまう。
「俺が君の才能を認めていないと思っているのかも知れないな。だが、自信
をもって言えるのは、俺は才能のない奴に興味はないってことだ」
「でも見込み違いかも知れません」
「天才はそういった間違いは起こさないんだ」
「……まあ伝説のクリエイターですもんね」
　言ってから、しまった、と思った。
「誰から聞いた？」
　バードの目が不意に冷たくなる。
「……忘れました。教えてください。今回のコンペティションを任せたのは、 



　〈天通〉の人と顔を合わせたくないからなんですか？」
　バードは海に背を向けて歩き始めた。
「君の気にすることじゃない」
「いいえ、私は任されたんですから、その理由が知りたいんです」
「君に任せたのは、君を信用しているからだ。それ以上でもそれ以下でもな
い。それと――俺は奴らから逃げ回ったりはしない」
　強い口調だった。
　それからは、タクシーの中でも、電車の中でも、バードは一言も口を利い
てくれなかった。
　怒らせてしまったのだろうか。
　やっぱり〈天通〉との関係はタブーだったのかも知れない。
　けれど、今さら謝るのもおかしい。
　目を閉じた。すると、眠りに落ちる間際――ふっと脳裏にアイデアが浮か
んできた。物件予定地へ向かう道中に浮かびかけた〈何か〉が、やっと降っ
てきたのだ。
「バードさん、勝ちますよ、このコンペ」
　私の隣で目を瞑っているバードに、囁

ささや

くように言った。どうせ眠っている
だろうと思って。
　だが、バードは静かに小さく頷いた。
「それでいい」

　７　コンペティションは危険がいっぱい

「緊張するなよ、いつも通り行け」
　部屋に入る前に、バードは私にそう告げた。
　ここは虎ノ門にある四葉不動産本社ビルの二十階にある会議室前。
　ノックして部屋に入ると、すでにほかの二社は席についていた。
　長机をコの字に囲んで、六人の男たちがいる。奥がクライアント二名。入



口から向かって右側が天通二名、左側が黒報堂二名。私とバードは黒報堂の
横の、空いている末席に腰かけた。この席順がすでにヒエラルキーをよく表
している。
　――不動産関連の人間は広告業界を自分たちより一段低く見ている。それ
は彼らがずっとハードなスペックを打ち出すだけの広告で飯を食ってきた自
信があるからだと思う。でも時代は変わった。そう簡単にはモノが売れない
時代になったんだ。これから企業は二方向に分かれるだろう。
　――二方向？
　――広告費を余計な経費として削る会社と、広告に工夫を凝らして成果を
挙げようとする会社。俺たちの存在が認められるのはこれからなんだよ。だ
から、扱いがぞんざいでも気にするな。
　――わかりました。
「遅いよ」と奥に座っている二人の男のうち、眠たげな眼をした男がどすの
利いた声で言った。まだ十分前なのに、と思ったが、バードは深々と頭を下
げた。
「申し訳ありません。最高のプレゼンで挽回したいと思います」
「そいつは楽しみだ。ま、お手並み拝見といきますか、根本さん」
　眠たげな男の隣に座った、操り人形みたいに大きな目をした男が言う。根
本と呼ばれた眠たげな顔の男はむっつりとしたままだ。
「よう、久しぶりじゃないか、坊や」
　バードにそう声をかけてきたのは、〈天通〉の男だった。
　髪を金髪に染め、白いヒョウ柄のスーツを着ており、どこから見ても怪し
い商売の男にしか見えない。
「お久しぶりです、樋口さん。天通がこんなお堅い企業にも手を出すなんて、
最近は経営難ですか？」
　バードはさらりとそう言った。
「何だと……！」
　バードに樋口と呼ばれた男は、その隣に座っているがっしりとした男に宥

なだ



められる。今度はその男が口を開く。
「おい、バード、お前、学生を集めてこっそり会社やってんだってな？　広
告ごっこがやりたいんなら、どっかよそ行けよ」
「おや、竹下さん、ごっこが好きなのはあなただと思ってましたけどね。お
遊びはやめましょうって言った僕を無視したせいで、一つ大きなクライアン
トを失った過去を忘れましたか？」
　バードは淡々とそう言い返す。
「き……貴様！」今度は冷静さを失したのは竹下と呼ばれた男のほうだった。
まあまあ、と今度は樋口が宥める。
「所

しよ

詮
せん

、尻尾巻いて〈天通〉を去った人間の言うことだ。坊や、天通ナン
バーワンクリエイターの俺の前に再び姿を見せたことを後悔させてやるよ」
　樋口――。
　その名前は知っていた。私が毎月買っている広告雑誌には、彼の作品がい
つも掲載されている。たしか昨年もその前年も、国内の広告賞を手にしてい
るクリエイターだ。
「小競り合いはそれくらいにしてもらおうか」
　根本が睨みをきかせ、その場がシンと静まり返った。
「広告業界の皆さんもたいへんだろうが、うちも社長のせいで妙な物件を売
らされる。今回ばっかりは物件の魅力だけじゃどうにもならない。だから本
気で知恵を貸してもらいたい。もちろん、広告業界のネームブランドなんか
で採用したりはしない。コンペをやる以上、出来レースなんぞ糞喰らえだ。
さあ、それじゃ、とっとと始めてもらおうか」
　その言葉で、広告マンたちは一様にかしこまり、押し黙った。
　それから、順番が割り当てられた。
　最初に〈天通〉、次が〈黒報堂〉、最後が〈アド・カレッジ〉。
　天通のプレゼンテーションを行うのは、金髪の樋口だった。
　樋口は大きなパネルを用意していた。
　最初のパネルには、物件のメリットが描かれている。



　●駅まで徒歩十五分
　●海まで徒歩二十分
　●新宿まで電車で一時間以内、都心直結
　●穏やかな住環境
　次の一枚は一言、キーワードが描かれていた。

　ＢＲサンドイッチ生活

　Ｂはビジネス、Ｒはリゾートだと説明があった。要するに、ビジネスとリ
ゾートの両面が楽しめるエリアだよ、ということらしい。
　まずい、と私は内心で焦っていた。自分たちの主張とかぶっていたからだ。
　果たして、彼らが持ち出した広告は――。
　そのビジュアルには息を呑む美しさがあった。砂浜のなかに新宿の街並み
がある。そして、そのなかを手を取り合って水着姿で闊

かつ

歩
ぽ

する男女の後ろ姿。
　そして真ん中にボンとある巨大なキャッチコピー。

　大
だい

都
と

「海
かい

」生
せい

活
かつ

へ、ダイブ。

「大都会、東京の暮らしを生きる共働き夫婦層にとって、リゾート風の休日
も手放さず、都心直結の生活も捨てないこの場所は、まさに理想的なエリア
です」
　そう熱く語る樋口の熱気に押されるように、担当者二名は深く頷いた。
「〈大都会〉と〈ダイブ〉で韻を踏んでいるのもいいねえ。またビジュアル
がカッコイイ」
　すぐダジャレに食いつくのだな、オジサンという生き物は。
「うんうん、物件を表に出して勝負するより、こういうイメージ広告だよね、
やっぱり」
　二人ともまるで勝負あったと言わんばかりの手放しの絶賛だった。



　だが、イメージ広告という点では我々も同じ戦略を採っている。まだ、勝
負は終わっていない。
　続いて、黒報堂。こちらはわりを食った展開となった。
　大規模集合住宅の「大規模」に一点特化してしまったのだ。兎ヶ崎エリア
は戸建ての多い街並み。都内エリアの物件に比べれば並みの規模ではあって
も、兎ヶ崎では大規模集合住宅は一つしかなく、プライオリティになるとい
う主張だった。
　だが、このプレゼンには問題点があった。プレゼンの最中から予想できた
とおり、ビジュアルが物件のパース――建物を立体的な絵に起こしたもの 
――をドンと表に出す地味なものになってしまったのだ。
　パースを斜め上空から見たアングルで、東側に海を望んでいるからそれな
りに爽快感はあるが、如

い

何
かん

せん天通のイメージ広告を見せられた後では分が
悪い。
　その上――。
「これ、兎ヶ崎エリアに住んでいる人には通じる話でも、都心に住んでいて、
これから移住を考えている人に響くかな？」
　担当者は二人で顔を見合わせ、首をひねる。それから、慇

いん

懃
ぎん

な笑顔を作る。
「まあ、これはこれで検討させていただきます、と」
　ます、と――じゃないだろう。このビジュアル作るために何日も徹夜した
デザイナーがいることをこのオッサンたちはわかっているのだろうか？　コ
ンペだから？　タダだから感謝もしないのか？
　そんな関係ない部分に怒りの矛先が向きそうになる自分を抑え込む。労力
にではなく、成果に対して対価が支払われるのが広告だ、とバードが以前
言っていたのを思い出したのだ。
　だが、それでもこの居丈高なクライアント陣に我慢がならないのも確か
だった。
　おのれ、目にもの見せてくれる。
　私の番になった。机の下で、バードが親指を立てる。私は小さく頷いてか



ら立ち上がった。

　８　いざ、プレゼンテーション

　用意したのは、大きなトランプのカードである。
「都心を中心とする共働きの夫婦の一週間の生活をこのカードでまとめてみ
ました」
　バードが白い大きなマグネットボードを掲げる。私はそこにトランプを貼
りつけていく。
　クローバーマークは男性を、ハートマークは女性を表している。

日
曜
日

土
曜
日

金
曜
日

木
曜
日

水
曜
日

火
曜
日

月
曜
日

夫婦 海 仕事 仕事 仕事 仕事 仕事

夫婦 友人 仕事 仕事 仕事 仕事 仕事



「これは三十代から四十代の共働き夫婦の、想定される一週間の動きです。
もちろん、中には夫婦そろって海が大好きというご夫婦もあるでしょう。し
かし、そうでないかぎり、女性は夏場以外、そんなに海で休日を過ごそうと
は考えないものです。男性にしたって冬場まで海で遊ぶのは少数派だと思い
ます。そうなると、海の価値はどこにあるのか。それは――リゾート感です。
雰囲気でしかないのです」
　ここでクライアントの反応を見る。二人は大きく頷いている。今までのと
ころは、〈天通〉とも同じ主張であり、理解も得られているようだ。プレゼ
ンを続ける。
「海はたまに味わえればそれでじゅうぶん。仮に男性が海好きで年中サー
フィンを楽しみたいにせよ、やはり土日のうちどちらかは夫婦の時間をとっ
てもらいたい。それくらいの生活像を求めるのは、理想の押し売りとは言え
ないのではないでしょうか？」
　私がそう問いかけたとき、ドアが開いた。
「もっともだ。家庭の円満は、我々不動産が望むところでもある」
　そう言って入ってきたのは、頭の禿

は

げあがった白髪の男性だった。痩身で
腰がぴんと伸びており外国映画に登場する紳士のような雰囲気がある。
「コンペ中に失礼したね。私もこの物件は気にかけていてね」そう言いなが
ら、老人は扇子を取り出してパタパタと仰いだ。担当者二名が直立不動で頭

こうべ

を垂れている。どうやら偉い人らしい。
「我々はただ家を売っているわけではない。そこに暮らす人々の幸せを願い、
真心を込めて作り、販売している」
　その時――バードが口を開いた。
「その真心には、土地を奪われた人の幸せも含まれていますか？」
「何？」
　老人はじろりとバードを睨みつけた。
「あなたは、四葉不動産代表取締役、四葉慎一郎さんですね？　この土地に
は、女木野陽子さんの豪邸が建っていたと聞きます。彼女の幸せもお考えに



なられたのでしょうか？」
　老人はじっとバードを見据え、やがて深く頷いた。
「もちろんだ。仕事とは愛をもって為さねばならぬ。君はどこの人間かね？」
「〈アド・カレッジ〉という広告代理店を運営しております、海

うみ

月
づき

越
こえる

と申し
ます。広告界ではバードと呼ばれることが多いですが」
　初めて聞くバードの本名だった。
「その若さで会社を運営しているのか……」
　それから四葉社長は満足げに微笑むと、バードの肩をポンポンと叩き「邪
魔したな」と言って出て行った。
　担当者二名はほぼ同時にふうっとため息をついた。
「まったく、徘徊老人は大人しくしていてくれよな」根本がうんざりした口
調で言う。自社の社長とはいえ、失礼な物言いだ。
「ホントっすよね。ふだん何もしないでぶらぶらしてるかと思うと、突然こ
んな寝ぼけた土地買い付けたりして。早く引退してくれりゃいいのに」とは
目玉人形の言。
　それから根本はこちらのプレゼンが途中だったことを想い出し、「あ、そ
れじゃあ続けて」と言った。
　続けますとも。
　私はホワイトボードに貼りつけたトランプを示して言った。
「この割合を見て、あることに気づきました。この土地で暮らす時のレ
ジャーとの距離感は、忙しく勤勉に生きる日本人社会には最適な物件なので
はないかと。そこで、キーワードを考えました」
　バードが素早く白いボードからトランプを取り外す。私はそこに特大のマ
グネットを貼りつける。

　超・ビジネスライフ型リゾー都。

　おお、と担当者二名がやや腰を上げる。キーワードはなるべく直球で。オ



ジサン受けするように何ならダジャレも混ぜて、というのは不動産の鉄則だ
とバードが教えてくれた。
　キーワード作成で大事なのは、この後に見せる広告案が芯を捉えたものだ
よという手ごたえを感じさせることだ。
　現段階でそれは成功している。
　そして――キャッチコピーを見せる。
　

　靴、ときどき裸足。
　
　ビジュアルは手前に大きく革靴とハイヒールが並んで置かれ、遠景に砂浜
を駆ける男女のイメージ写真が用いられている。そして、遠景には、あの片
流れの屋根の家並みが広がっている。
　兎ヶ崎という地名にネームバリューがない以上、ビジュアルであの屋根を
見せたほうが効果的だと判断した。
「ビジネスに生きる暮らしを靴で、たまに海へ足も伸ばせる利点を裸足とい
う言葉で表してみました。男と女、どちらの暮らしも大切に考える現代的な
ライフスタイルに、この物件は相

ふ さ わ

応しいと考えます」
　大きく頷きながら担当者二名は食い入るように見ていた。
「これは――艶っぽい広告だなあ」と根本。
　クールで艶っぽい雰囲気のデザインをやらせたら、岩瀬さんは超一流であ
る。
「以上で、アド・カレッジのプレゼンテーションを終わります」
　先方の反応も悪くはない。あとは結果を待つのみ。
　椅子に腰を下ろすと、ほんのわずか数分のあいだに身体じゅうが筋肉痛に
なっていることに気づいた。
　何はともあれ――やり切った。



　９　結果はしばしば非情なもの

　担当者二名はううむ、と唸り、三つのチラシを並べてじっと考え込んでい
る。が、やがて根本がおもむろにこう言うのだった。
「〈黒報堂〉さん、今回はちょっと間違えちゃったんじゃない？」
〈黒報堂〉の二人の表情が蒼ざめる。いや、その前から自分たちが分が悪い
気配は察していたようではあるけれど。
「悪いけど、今回はお宅の案は使わないかな。忙しいのに、悪かったね。も
うお帰りください」
　あまりにあっさりとした物言いに驚いたが、〈黒報堂〉の二名は文句を言
うこともなく立ち上がると、黙礼して荷物をまとめて立ち去った。広告業界
ナンバー２の会社なのに。
　厳しすぎる現実を目の当たりにして、私は自分たちの結果どころではない
妙な焦燥感に駆られた。間違った世界にいるような気すらしてきてしまった。
　これが――勝負の世界なのか。
「で、この二つなんだが――ちょっと〈アド・カレッジ〉さんのほうは艶っ
ぽすぎるかな」と根本。
「艶っぽすぎる……ですか？」私は思わず身を乗り出して聞き返してしまっ
た。
「不動産広告っぽくないんだよ」根本は私の顔を見て言う。
「そう、それは俺も思った」と目玉人形。「そこがいいっていう意見もある
だろうけどね。まあ結局いつの時代もお金握ってるのは男なわけよ」
「で、でもこの物件は共働き夫婦がターゲット層なわけで……」
「洒

し や れ

落てる必要はあるよね。でもここまで艶っぽいチラシを夫に見せたらど
うかねえ？　俺が夫なら物件に興味もつかなぁ。だってこれ、ロマンチック
すぎてラブホテルのチラシみたいだ」
　ラブホテル――。



　こんな高級感のあるラブホテルのチラシがあってたまるか。
　飽くまで決定権は夫がもつものという考え方が根底にあるせいで、明らか
に歪

ゆが

んだ捉えられ方をしている気がした。
「そこいくと、やっぱり〈天通〉さんの広告はインパクトもバシっとあって、
その上クールだよね。何より斬新だよ。砂浜に新宿が出現するなんてね。普
通思いつかない」
　そこまで絶賛するほどだろうか、とも思うが、思っているのは私ではなく
クライアントだ。私がとやかく言うことはないのだろう。
　しかし何だろう、このふつふつと湧き上がる怒り……。
「それじゃ、〈アド・カレッジ〉さん、お疲れ様でした。気を付けて帰って
ね」
　そう言うと、担当者二人は再び天通の作成チラシに魅入っていて、こちら
の存在など忘れているようだった。
　不機嫌な表情をどうにか堪えて立ち上がる。樋口がせせら笑いながら、
バードに声をかけた。
「やっぱり俺たちが勝っちゃったな。おまえの実力なんてそんなものってこ
とさ」
　その言葉が――私の血管を浮き上がらせた。
　バードが何か言い返す前に私は怒鳴っていた。
「ふざけないでください。社長は今回のプレゼンはノータッチです」
「やめておけ」とバードが耳元で囁く。
　だが、私は止まらなかった。
「社長が担当じゃなくてよかったですね。そうしたら、この程度のチラシが
採用されるなんて万に一つもなかったでしょうから。失礼します」
「な、何だ！　あの失礼な小娘は！」
　背後で男どもが騒ぎ出すのも、もう私には関係なかった。
　これでクビにされるかも知れない。
　でも――黙っていられなかったのだ。



　10　負けても残るもの

　帰りのタクシーの中は無言だった。
　お互いに考えていることは一つに決まっていたけれど、何も言えなかった。
「君ね……」
　バードが口を開いたのは、信号の待ち時間でのことだった。
「何も言わないでください。悪かったのは私です。たいへんご迷惑をおかけ
しました。辞めて責任を取ります」
「政治家みたいなこと言うなよ。辞めて取れる責任なんかない。それから、
俺は何も君を責めようなんて思ってない」
「え……」
「『コンペごときで一喜一憂するな』と言いたかっただけだ」
「……一喜一憂、しますよ……」
「あの広告はよくできてた。その点は評価されてる。あとは担当者の好みだ
からな。こっちはそこまでカスタマイズできないよ。俺たちがやれるのは、
その先の消費者を見つめることくらいだ。だから結果はどうでもいい」
「でも、負けたらお金にならないじゃないですか」
「まあな。でも、今回のコンペで、君がコピーライターとして成長したとし
たら、それはうちの社にとって大きな利益だ。違うか？」
「……」
「あのコピー、良かったよ。俺には書けない」
　そう言って、バードはノートを投げて寄越した。そこには何百とキャッチ
コピー案が並んでいた。いずれも、兎ヶ崎の物件のためのキャッチコピーだ
とわかった。
「昨日会社に顔出して、もしも君がつまらんキャッチを作ってたら、土壇場
で俺の案に変えることも視野に入れてたんだ。でも、出る幕はなかった。今
回のコンペで作ったチラシは世に出ないが、間違いなく君の最初の仕事だよ。



おめでとう」
　私は咄

とつ

嗟
さ

に目を瞑った。柄にもない熱いものが溢れてきそうだったから。
「何か甘いものでも食べて帰ろう。ご褒美だ。ああ、それから、もう一つ」
　バードは私の頭を乱暴に撫でた。
「言いたい奴には言わせておけ。これ、この業界にいるかぎりの鉄則な」
「……」
　なぜ自分の顔が赤くなるのかわからなかった。
　わかっているのは――バードの掌

てのひら

の感触が、乱暴でありながらどこか優し
かったこと。
「この業界、素晴らしい人は本当に素晴らしいが、クソみたいな奴も多い。
いちいち腹を立てていたって始まらないさ」
「でも、〈天通〉の人は論外にしても、あの不動産の人たちの価値観の古さ
にもげんなりしました」
「まだまだ古い価値観を引きずっている輩

やから

は多い。まあでも、トップはまと
もな人みたいだったし、あの会社全部がそうってわけじゃない。気にするな。
ほら、見てみろ」
　彼が示したのは、道路に面した大きな総合病院の入口付近だった。そこに
花束を持って入っていく人の姿を見つけた。
　四葉社長――。
「覚えていないか？　物件予定地の隣人が言っていたこと。『あんたらの社
長が現れてからというもの、彼女は日に日に顔色が悪くなっていくようだっ
た』。あれは逆を言えば、女木野陽子の顔色が悪くなっていくプロセスと、
四葉不動産が土地を買いに来た時期がシンクロしていたってことでもある」
「それじゃあ……」
　私は隣人のべつの言葉を思い出していた。
　――あんたらの社長は大昔、女木野陽子に手痛く振られていたらしいじゃ
ないか？
「調べたところ、あの社長と女木野陽子は大学で同じサークルに入っていた



ようだ。振られたというのもその頃だろう。恐らく、大学の集まりか何かで
彼女の体調の異変に気づいたのさ。女木野陽子は最近じゃめっきりテレビ出
演が減った。年老いた大女優にどれほどの貯金があったかは想像に難くない
よ」
「ということは――土地を買ったのは、入院費を作ってやるため？」
「女木野陽子はきっと病院に入るのを拒否していたんだろう。だから言い合
いになった。隣人が目撃したのは、その光景だったのさ」
　――あの人、私に振られたのにしつっこくて困るわ。
　女木野陽子の言葉は、四葉に何度も治療を勧められて困っているというこ
とだったのか。
「隣人に出した手紙に住所が書いてなかった理由も、病院ならわかる。そし
て、今の花束。自分の会社に近い病院に入院させれば、毎日でも看病に来て
やれる。あの妙なロケーションの物件は、高嶺の花を一生愛し続けた男の決
断の結果だったのさ」
　一見不可解に見える物事には理由がある。
　四葉社長の個人的な動機から生まれた偶然の産物のような物件。
　しかし、どんな地にも、その場所ならではの良さはある。社長はそのこと
を知っていたのだろう。土地などどこでも良い、と。
　あのマンションにはこれから多くの夫婦が住まうことだろう。土地が空い
たのも愛ゆえならば、そこにやって来る人々もまた、愛ゆえにやって来る。
　コンペの結果は面白くないけれど、私は四葉社長の姿を見たことで、すべ
てが氷解していくような気がした。
　車が動き出した。
　病院の中に――社長が入り、姿が見えなくなった。



　11　もう一つの転機

　その一か月後のことだった。
　一本の電話が鳴り響いた。
「はい、〈アド・カレッジ〉です」
　私が電話に出ると、か細い男の声が返ってきた。
「四葉不動産の野村と言います」
　前回の担当者のどちらでもない、小心者そうな男の声だ。
「はあ……お世話になっております」
「あのぅ、先日弊社の兎ヶ崎プロジェクトのコンペでお作りいただいた御社
のチラシ案を社長に見せられまして、ぜひ私の担当している物件の広告展開
を御社にお願いしたいと、お電話した次第です」
「……はい、喜んで！」
〈依頼はあまねく受けろ〉がわが社のモットー。
　電話を切った後もしばらく放心したままだった。
　デスクの脇には、まだあのコンペのチラシが飾られている。私の記念すべ
き第一号キャッチコピーだから。
　おめでとう。私はこっそり、そのチラシに声をかけた。
　電話の内容を報告すると、バードも岩瀬さんも木梨君も喜んでくれた。
「二人のお陰で新規の仕事が来た。よくやった」バードが褒め称えると、す
かさず木梨君が咳払いをする。
「あのね、そのコンペ、俺が取ってきたんだけどなぁ」
「もちろん、感謝してるさ」とバードは木梨君の肩を叩く。すると木梨君は
急にニヤッと笑い、両手を高く上げる。
「それじゃあ、今夜はパーッと……」
「パーッと仕事をやろう」
　バードはそう言い残して自分の席へ帰っていく。



　その様子に微笑んでいると、ちらっと岩瀬さんが私を見た気がした。気の
せいかも知れない。
　あのプレゼンの日、バードとカフェで抹茶フロートを食べて帰ったことは、
今のところまだ岩瀬さんには言っていない。
　内緒にしているつもりもない。しかし――。
　岩瀬さんの視線が私からそれたことを確認してから、私はそっとバードの
席に視線を走らせた。
　あの日から、私は微かにバードを意識してしまっている。そういう意味で
は、あのコンペはコピーライターとして以外に、もう一つの転機を私にもた
らしたとも言える。
　けれど――自分の気持ちに答えを出すのは、もう少し先にしておきたい。
自分がコピーライターだと、胸を張って言えるようになるまでは。
　デスクの脇に貼られた、この世に一つしかないチラシを見つめる。
　裸足で砂浜を歩く男女は、これからどこへ向かうのだろう？
　まだ自分にはわからないことが多い。
　たとえば――愛の問題。
　――愛するとは――味わうこと、認めること。
　先日、バードはそう言った。
　コピーライターとして身を立てる頃には、愛についても少しはわかるよう
になっているのかも知れない。
　そうでありたいと願いながら、私は今日もコピーを紡ぐ。


