
アドカレ！

森晶麿

第三話「お詫び広告でメイク・ア・ミラクル！」

　１　とんでもない案件

　グラスの中の氷が解けて、コトリと音を立てて動いた。メロンソーダはも
うすでに飲み干してしまって、氷に色がつく程度しか残っていない。文学部
カフェテリアの日差しはいよいよ強まり、このまま氷とともにこちらを解か
そうとしているかのようだった。
「朝の謝罪会見見た？」
「見た見た、あれ馬鹿だよねー。今まで隠してたなんてさ」
「いくら頭下げたって反省してんのかって思っちゃうよねー」
　目の前の女子たちが話しているのは朝のワイドショーでやっていた「耳

みみ

長
なが

乳業」の謝罪会見のことだろう。もともと良品質を誇るこの業者は、コア層
に愛されていた。それが、三年前に事情が変わってきた。
　全農乳連の定める〈生乳鮮度保証牛乳〉という普通の生乳では滅

めつ

多
た

にクリ
アできない基準を満たした〈耳長グー・ミルク〉を完成させると、一気に莫
大な投資を行って全国の大手スーパーマーケットやコンビニにシェアを拡大
したのだ。ただの生乳ではない〈生乳鮮度保証牛乳〉が価格も手ごろにどこ
でも手に入るとあって、〈耳長グー・ミルク〉は名だたるブランドを押しの
けて一躍牛乳界のトップに君臨したのだ。
　それが――脱脂粉乳を利用していたことを認めたのだ。
　昨今のこの国はどうしてしまったのだろう？　企業も人も、政治も科学も、



まがい物ばかり。
　そして――今目の前にいる女子たちは、差し詰め「ニセモノ学生」とでも
言ってしまいたくなる代物だった。
「ねー、そろそろ発表の準備しようよ」
　私がそう切り出すと、ゼミ長を務めている咲菜が迷惑そうな顔でみんなを
代表するかのように言った。
「待ってよ。時間はたっぷりあるんだしさ。ちょっと話してからでもいい
じゃん。もう受験生じゃないんだし」
「来週、試験なんですけど」私は苛

いら

立
だ

ちを抑えて言った。
「わかってるって」
　いいや、わかってないよ、あんたは。七月に入ると、前期試験が行われる
から、グループ発表の準備のためにこうして会いたくもないゼミ仲間とも顔
を合わせなくてはならないのだが、この連中が欠

かけら

片もやる気のない連中ばか
りなのだ。
「やだ、ピリピリしてる。なんか感覚が違うよねぇ。合わせてもらわないと。
学生で〈会社員〉やってるのなんてあなたくらいしかいないんだからね？」
　そう。私は学生の分際で会社員をしている。所属するのは学生だけで運営
されている広告代理店アド・カレッジ――通称アドカレだ。
　本来なら、こうした学生同士の面倒なお付き合いはすべて退けていたいと
ころなのだが、会社の社長であるバードが〈できるだけ多くの学生と仲良く
するように〉との規約を最近になって設けたものだから、仕方なくこうして
文学部のカフェテリアなんぞで友人どもとティータイムを過ごしているのだ。
　――馬鹿なお喋

しやべ

りに付き合ってる時間がもったいないですよ。
　私がバードにそう愚痴ると、彼はチロルチョコを口に放りつつ、包装紙で
手早く恐竜を作りながら答えたのだ。
　――広告は消費者に届けるもの。いちばん身近な消費者は身の回りの友人
だ。友人は一人でも多いほうがいい。
　そう言われてしまえば、たしかに私はまだ市井を知っているとは言えない



のかも知れない。
　それにしても――。
「それより、こないだの合コン、どうだった？」
「イケてなかったよねー」
　などという会話からどのように市井が見えてくるのか。
　はたまた、こうだ。
「聞いてよ、バイトの店長が超イケメンでさぁ」
「えーマジマジ？　いいなぁ。うちのサークルももうちょっといい男入らな
いかなー……」
　何のために働き、何のためにサークルに集まっているのか。
　頭が痛くなってきた私が席を立ちかけると、先日言語学のノートを貸して
いた美穂子がこちらへ駆け寄ってきた。
「ごめーん、ホントごめん！」
「え……？　何？」
　彼女は私の顔の前で両手を合わせる。生

あい

憎
にく

こちらは仏壇ではない。手など
合わされるいわれもない。
「こないだ借りたノート、うちの犬が珈

コーヒー

琲ぶちまけちゃって」
「こ、珈琲……」
　頭の中で、半年間美しく取り続けたノートが焦げ茶色に染まっていく。
「それで――どうしたの？」
　まだ望みはある。乾かせば復活するかも知れない。
「え？　それでって……ホントごめんね。あの、これ、さっき駅前で買って
きたの。これで許して」
　美穂子が差し出したのは新品のノート。もちろん、言語学の講義の記録が
記されているわけでもない。
「……いやいや、もとのノートは？」
「えっと……もうぐにゃぐにゃで無理やり開こうとしたら破れて滅

め

茶
ちや

苦
く

茶
ちや

に
なったから――捨てちゃった」



　彼女はそれからもう一度両手を合わせ、ごめんごめんと繰り返した。いろ
んな「ごめん」があった。上目づかいにこちらを見る「ごめん」があり、両
目を強くぎゅっと閉じた「ごめん」があり、頭を深く下げた「ごめん」が
あった。
「美穂子も反省してるみたいだしさ、許してやんなよ」
　周りの女子たちがどこまで事情を知っているのか知らないものか割り込ん
でくる。謝罪会見までやっている企業に対しては反省の色がないだのと辛

しん

辣
らつ

な意見を平然と吐いているくせに、個人になると許さないこっちがさもひど
い人間みたいに見られてしまうものらしい。だが、こんなことで溜

ため

息
いき

をつい
てＣＯ２を排出するのも馬鹿げている。だから代わりに答えた。
「そう。しょうがないよね。いいよ。でもこれは受け取れない。だって私が
渡したのは半年間講義に出て一言一句洩

も

らさずに記録したノートだから」
　場が白けていることに気づいた時はもう遅かった。
　私は逃げ出すようにしてカフェテリアを後にした。
　その後を追ってくるものがある。
　美穂子だろうか。まだ謝る気か。また今度にしてくれ。一週間くらいすれ
ばもう少し笑顔で許してやる気にもなるかも知れないから。
　だが、肩を叩かれては無視するわけにもいかない。
　嫌気がさしながら振り返ると――。
「……何だ、木梨君」
　そこにいたのは、アドカレ唯一の営業マン、木梨君だった。ホストのよう
な身

みなり

形は、七月になっていっそう派手になってきた。
「どうしたの？　文学部キャンパスになんか現れて」
　彼は学部が違うはず。
「社長に言われて捜しにきたら、なんかカフェテリアで戦争始めてるからつ
いつい手に汗握って見物しちった。エヘ、ごめんよ」
　何だ、そういうことか。
「本当に悪いと思っている人は『エヘ』なんて言わないよ」



　私は大学の入口のほうへ向かって歩き始める。怒りはまだ収まっていない。
おのれ、人の大事なノートをよくも、よくも……。
「本当に何考えてるんだろうね。大学に来ていながら講義にも出ず、挙げ句、
他人のノートをダメにするなんて」
　思わず木梨君にそう愚痴ると、彼はアハハと暢

のん

気
き

に笑った。
「何とも思ってないんじゃない？　楽しけりゃそれでいい。それが大学生
活っしょ？　俺だってそうだし」
「……聞きたくなかったよ、その答え」
　もう少し高い志でうちの会社にいるのだと思っていたが、どうやら木梨君
はただ楽しいからやっているようだ。
　自分はどうだろう？
　まだコピーライターという仕事を楽しむところまでは至っていない。日々
ボツ案を山のように作り、「おまえに任す」と言われた案件を最終的にバー
ドに没収されることは多い。
　でも、これが学ぶということ。なぜ周りの学生がもっと懸命に学問に取り
組まないのか、納得がいかずにいると木梨君はこう言った。
「彼らからすれば、君のほうが異常なんだよ。学生なのにどこのサークルに
も所属せずに、会社員なんかやってる」
「彼らだって四年生になったら就職活動しなきゃならないんだよ？」
「だからこそ、今はモラトリアムなんだろ？　たぶん」
「それ、必要ある？　講義も聞かず、授業料を無駄に親に納めさせて、それ
でどんな素

す

敵
てき

な未来が待っているのか聞いてみたいもんね」
　木梨君は私の剣幕にお手上げといったポーズを取って見せる。
「まあ、でもさっきの女の子、必死に謝ってたじゃん」
「必死でもなんでも、許せないことってあるでしょ？」
「ううむ……」
　そう。過ちは、犯してしまった時点で、一つの忌むべきものなのである。
その行為を受け止め、消化するのには時間がかかる。行為の内容を告げられ、



即座に謝罪を繰り出されても、その謝罪を、簡単に受け入れることなどでき
るわけがないのだ。
「それで、バードさんがお呼びってことは仕事？」
　話題を変えたかった。もう失われてしまったノートのことなど思い出した
くない。すると、木梨君は珍しく表情を引き締め、静かに一つ頷

うなず

いた。
「とんでもないことになっちゃったんだよ」
「とんでもないこと？」
　木梨君は頷きながら、武者震いをした。
　蝉
せみ

の声が初夏にリズムを施していく。額を伝う汗をハンカチで抑えながら、
考えた。とんでもないことって何だろう？

　２　火中の栗を拾う

　会社の方角に向かっていないことに気づいたのは歩いてしばらくしてから
のこと。
「どこに行く気？」
「金

きん

璧
ぺき

」
　金璧というのは戸山駅前にある高級中華料亭で、完全予約制のいちげんさ
んお断りで有名な店だ。
「バードさんが金璧を使うってことは、誰かＶＩＰの応対？」
「ピンポーン。超ビッグなクライアントだよ」
　そう聞いて俄

にわ

かに緊張が走る。
　店内に入ると赤に金の刺

しし

繍
ゆう

が施されたチャイナドレスの女性が、「コッチ
コッチ」とかたことの日本語で奥へと案内してくれた。
〈白
びや

虎
つこ

の間〉にはすでに岩瀬さんとバードの姿がある。
「とんでもないことになったわよ」
　岩瀬さんまでが言うのだから、これは相当「とんでもない」ことには違い
ない。



　岩瀬さんは今日はタンクトップに短パンという夏仕様の露出多き服装で私
が男だったら目のやり場に困ったことだろうと思った。
　バードは一番奥の席に陣取り、ピータンを口に運んでは、縁なし眼鏡の奥
にある透き通った瞳を潤ませる。
「うまい……こんなうまいピータンは久々だ……もっと大きい仕事をじゃん
じゃん入れていっぱい使おう……」
　バードは社長のくせに存外小さな夢を口にしながら次々ピータンを消化し
ていく。
「食べ過ぎですよ。で、何があったんですか？」
「それがね……」
　前のめりになった岩瀬さんに、バードが被

かぶ

せるように答えた。
「大したことじゃない」
　たった今まで泣いていたくせに、急にムキになっているように見えるのは
気のせいか。この男は案外子供っぽいところがあるのだ。
「……バードさん、〈とんでもないこと〉と〈大したことない〉は基本的に
両立しませんね」
「だから、大したことないんだってば」不機嫌に言いながらまたピータンを
食べて頬をほころばせる。不機嫌か上機嫌かどっちかにしてもらいたいもの
だ。
「何が起こっているのか教えていただけますか？」
　バードは口の中のピータンがすっかりなくなってから言った。
「いま日本中の注目の的になっている企業の名前を言ってみろ」
「日本中の注目の――的？」
　そう尋ねられて浮かんでくるのは、今朝の謝罪会見だ。どのチャンネルに
しても同じ会見を中継で流していたから、恐らく今お茶の間の話題はあの謝
罪会見一色に染められていると言っていいだろう。
「耳長乳業ですか？」
「そう――俺たちは火中の栗を拾うことになった」



　その言葉に過剰反応したのは木梨君だ。
「ど、どうして俺たちがシチューの栗を拾わなくちゃならないんですか！」
　これについて何か解釈をくわえてやろうとする親切心のある者はこの中に
はいなかった。
「まさか――耳長乳業の広告を？」
「そのまさかだ」
　ガチャリとドアが開いたのはちょうどその時のこと。
　現れたのは――白髪に眼鏡をかけ、作業着のボタンを首までしっかりかけ
た真面目一徹といった雰囲気の男性だった。
　この人、見たことがある。咄

とつ

嗟
さ

にそう思ったものの、それも当然かと思い
直す。バードが男性に問いかけた。
「武居社長ですね？　お待ちしていました」
　武居――。
「す、すまない、マスコミの目を欺きながら来たので時間を意識せずに来て
しまった」
　あまり社長らしくはないおどおどとした振る舞いで中にやって来ると、武
居さんはバードに案内されてゆっくりと一番奥の席に腰を下ろした。
　バードはそれから私たちのほうへ武居という人物を紹介した。
「この方が、耳長乳業の新社長、武居壮二郎さんだ」
　今朝テレビの中で頭を下げていた人物は、今私たちに深々と頭を下げてい
た。

　３　牛乳の黒い内幕

「武居社長」とバードが呼びかけると、
「社長と呼ぶのはやめてくれないか。こんなのただの貧乏くじ引いただけな
んだ」
　本当に迷惑そうな顔で、武居氏は深く溜息をついた。



「わかりました。武居さん、話の推移をお聞かせ願えますか？」
「……うむ」
　神妙な顔で武居氏は北

ペキン

京ダックを頬張りながら、今回の一件の裏にあった
騒動の内幕を話してくれた。
　話はこうだ。
　耳長乳業は去年まで、〈生乳鮮度保証牛乳〉の高い基準を守ってやってい
た。全都道府県での契約酪農家を厳選しつつ確保することで、二年連続、乳
業界の国内売り上げナンバーワンを保持することができた。
　ところが一年前、感染病などで飼育牛の頭数が著しく減ったことから、供
給数を大幅に減らすか、さもなくば生乳率百パーセントを放棄するかの選択
を迫られることになった。
　だが、前社長の耳長氏はここで生産数を落とすことだけはあってはならな
いと断固拒んだ。そこで、三パーセント分、脱脂粉乳を混入する案が浮上し
た。脱脂粉乳入りの牛乳は市販にも多く出回っているが、そうなると、現状
の〈生乳鮮度保証牛乳〉の基準からは大きく外れ、さらに「生乳百パーセン
ト牛乳」とすら言えなくなってしまう。
　ブランド名に瑕

きず

がつく、というわけである。
「それほど恥じ入る数字でもないと思いますが……」
　私がそう言うと、武居氏は首を横に振った。
「最近では生乳百パーセントを謳

うた

う業者が多い。百パーセントですらないも
のを生乳などと声高には言えないのが乳業界の現状だよ」
　そういうものか。昔に比べて消費者の舌も肥えてきた分、難しい時代に
なってきたということかもしれない。
　とにかく、耳長前社長は社内の反対を押し切って期間限定で品質を下げる
方向に舵

かじ

を切った。
「だが、問題が一つあった。すでに大量のパッケージが刷られていたんだ。
今から変更は難しい、との判断になり、そこから半年、世間の目を欺くかた
ちで〈生乳鮮度保証牛乳〉の表示がついたまま脱脂粉乳入りの〈耳長グー・



ミルク〉は市場に出回ることになった。だが、我々の不安をよそに、その半
年間消費者からそのことを疑問視する声はまったく出てこなかった」
「そう言えば、私も毎朝飲んでますけど、気づきませんでした」
　情報を鵜

う

呑
の

みにしていたから、味覚が麻
ま

痺
ひ

していたのかも知れない。そう
考えると、自分の味覚などあてにならないものだ。
「しかし、半年してパッケージを新たに発注するタイミングが来た。これ以
上隠すことはできない」
　そこで、開発部の本部長だった武居氏は社長に掛け合い、〈生乳鮮度保証
牛乳〉の表示削除と生乳率の表記変更を直訴した。
　ところが――これを耳長前社長が一蹴したのだ。
　――消費者は今市場に出回っている牛乳を脱脂粉乳入りだとは思っていな
い。高品質の〈生乳鮮度保証牛乳〉だと思ってるんだ。だが、表記を切り替
えれば必ず誰かが表記前と味が違わないことに気づくだろう。その時、君は
対処できるのかね？
「その問いに、私がちゃんと答えていればよかったんだがね」
　武居氏は深く溜息をついた。
「結局私は社長の言葉に答えられず、ただ黙っていた」
　すると、耳長前社長はこう続けたらしい。
　――パッケージを変えたところで、この半年間のことについては嘘をつく
ことになる。パッケージがそのままでも何も変わらないさ。
　――いつかバレますよ。
　――バレるわけがない。わが社は乳業界のトップブランドなんだよ？　み
んな味に満足している。誰もたったの三パーセントなんか気にしないさ。
「ところが、悪事は内側から発覚した」
　ソーシャルネットワークサービス〈フェイッサー〉の〈ミルキー〉という
アカウントから、「耳長乳業の生乳、お前ら成分ちゃんと調べたことねーだ
ろ？」という一言とともに、自らが調べたとされる成分表が載せられていた
のだ。その精緻なデータはとても個人で調べたとは思えないものだった。



「内部告発の可能性がある。だが、今は誰がやったかなんて犯人捜しはどう
でもいい」武居氏は強く断言した。「いま優先させなければならないのは社
内改革だ。耳長社長は今日の午前中に辞表を出した。だが、これは形ばかり
で、ほとぼりが冷めたら戻ってくるつもりだろう。代わりに飛ぶのは私のク
ビのほうかもしれない」
　恐ろしい駆け引きが行なわれている。これが大人の社会というものか。
「だから私のほうはその前に社内の空気を入れ替えて体質を変えておきたい
んだ。隠

いん

蔽
ぺい

に関わった者たちは部署を異動にした。とくに宣伝部は総入れ替
えにした」
「宣伝部は上から言われただけじゃないんですか？」
「たしかに彼らは社長に直接言われて偽の広告を打ち続けただけだ。しかし、
本当の中身を彼らは知っていた。彼らだけではない。広告代理店もまた内訳
を知らされながら黙ってやっていたんだ」
「その代理店というのは――」
「天通だよ」
　私は耳長乳業のコマーシャルを思い出した。
　赤ん坊からお年寄りまで、たくさんの人の笑顔がアップで次々と映し出さ
れる。破顔して、鼻に皺

しわ

を寄せて笑い転げる人々には気取りはない。そして
コピーが出る。
〈この国の笑顔は、鮮度にこだわったほうが増えると思う〉
　ひねりはないが、シンプルに〈生乳鮮度保証牛乳〉の良さを伝えたそのコ
ピーは長らくバージョンを変えつつ活

い

かされている。
「新たな宣伝部はまだ人選が終わっていない。だから私が自ら動くことにし
た。お詫

わ

び広告をやるなら、天通以外と組まなければ生まれ変わったイメー
ジは付けられないだろうと思ってね」
　それまでの虚偽の片棒を担いでいた企業とまた広告を作るよりは、べつの
広告業者と作ったほうがクリーンなイメージを打ち出せる可能性はあるだろ
う。



　だが――。
「なぜうちの会社なんですか？」と私は思わず尋ねた。
「それは――君たちの社長がいちばんわかっているんじゃないのかな？」
　武居氏はそこでバードを見やった。
　バードは――今度は天

てん

津
しん

飯
はん

に舌鼓を打っている最中だった。
　が、視線が自分に集まっていることに気づくと、ゆっくり顔を上げた。
「君が生み出したコピーの尻拭いをしてもらおうと思ってね」
　武居氏がそう言うと、バードの眉間に皺が寄った。
「参りましたね。実際には完全に俺の作品ってわけでもありません。言葉の
並びとかを見てくれたのは、当時の上司の人でしたからね」
　その言葉で、私の身体はふっと過去に戻された。
　そして、なぜ自分がこんなにも鮮明に耳長乳業のコピーを知っているのか
を思い出した。
　そう――その広告には、我が父も関わっていたのだ。

　４　因果な広告

「君と上司のコンビが、当時天通ではもっとも有能と言われていたらしいね。
そして、耳長乳業を象徴するような名キャッチコピーが生まれた。当時宣伝
部の連中にずいぶん自慢されたもんさ」
「まあ、よくできたコピーだとは思ってますが」
　謙遜も何もないのか、この男は。
「だからと言って、あのコピーのようなミラクルが今回も起こせる保証はあ
りませんよ」
「うちの会社は、いま再出発の仕方を間違えれば、そのまま海の底へ沈んで
しまうだろう。それくらい風評は恐ろしい。ここでゼロから誠実に一歩ずつ
踏み出す印象を付けられなかったら、わが社の明日はない。君にやってもら
わなきゃ困るんだ」



「そう言われましてもねえ……」
　私はバードの不機嫌な理由がわかった。バードはこの案件を引き受けたく
ないのだ。何

な

故
ぜ

だろう？
　すると――突然、社長が土下座を始めた。
「頼む。うちの会社を救ってくれ」
　その様子を見て、バードはふうっと溜息を一つつき、武居氏のもとまで歩
み寄ると、同じく正座をした。
「やってみましょう。生憎依頼は断らないというのがうちのルールなもので
すから。ただし、条件があります」
「条件……？」
「今回にかぎり、こちらの提案をすべて呑

の

んでいただきたいんです」
「……す、すべてだって？」
「なに、とんでもないことを言うつもりはありませんよ。ただね、どの企業
もお詫び広告となると、真

しん

摯
し

になろうとするあまりただひたすら丁重に謝る
方向に出ようとします。どの広告代理店も、お詫び広告で広告的な〈遊び〉
の要素を入れることはまずありません。おそらく、コンプライアンスに引っ
かかって、たとえ提案したところで許可が下りないからでしょう」
「まあ……そうだろうな」
「でも、おざなりでつまらないお詫び広告を作るためにうちにやってきたわ
けではないでしょう？　でしたら、従来のお詫び広告の概念は捨て去ってく
ださい。うちはそういう仕事はしない」
「……わかった。任せよう」
　バードはにっこりと微

ほほえ

笑むと、武居氏に手を差し出した。
「契約成立ですね。後悔はさせませんよ。奇跡を起こせるかどうかまでは保
証できませんが」
「起こしてくれ。奇跡を。明日、専務を連れてもう一度ここへ来る」
「明日ですか？　ちょっと気が早いですね」
「一刻の猶予もならないんだ。明日までに何らかのプランを聞かせてもらい



たい」
「……わかりました。やってみましょう」
　かくして――我々は世間を賑

にぎ

わす大スキャンダルの後始末に追われること
になったのだった。

　５　うまいことは言えない

「秘策があるんですか？」
　会社に戻ってから会議室でブレストをしている時に尋ねると、バードは大
きな欠

あくび

伸をしながら「ないよ」と即答した。
　机の上にはかつてない数のおびただしいチロルチョコが広げられている。
思考が速くなるほど、バードはチロルチョコを必要とする。一つ食べては、
一つ恐竜が生まれる。その繰り返しだ。
「この案件、君と俺で手分けしないか。あれだけ世間的に騒がれちゃった以
上、お詫び広告も二段構えにしたほうがいいと思うんだ。最初のお詫び広告
は俺がやる。君には第二弾のほうを頼みたい」
「え……ええええ！」
「大丈夫、サポートはするから」
　しかし――。
「お詫び広告ってどうやればいいんですか？」
「何だ、そんなことか。個人に当てはめて考えればいいじゃないか。どう
やって謝ったら、許してもらえるのか。はたまた逆に、どうやって謝られた
ら、許さざるを得ない気持ちになるのか」
　どうやったら――。
　私が思い出していたのは、さっき文学部のカフェテリアで起こったノート
破損騒ぎのことだった。私にとっては耳長乳業の不祥事よりよほど一大事
だったのだ。ついさっきまでは。
「いくら土下座で謝られたって、人の気持ちは簡単には収まるもんじゃない。



そうだろ？」
「それは――確かに……」
「じゃあどうやったら許してもらえる？」
　今朝、私には、どんなに頭を下げられても、手を合わせられても、相手が
反省していると感じることができなかった。
　しょんぼりされていればよかったのか？　それとも下唇を噛

か

み、下を向か
れていれば？　どれでもないだろう。
「時間がかかるんじゃないでしょうか」
「そういうことさ。許してもらうには時間がかかる。だから二段構えでいく
んだ。まず俺が謝罪の手前にまでもっていく。君はその後の大事なお詫びの
部分を頼む。これからの姿を見て判断してもらうしかないんだ。本当に反省
しているのか、していないのか、それはその人のこれからを見て決めるしか
ないことだ」
　短い中にも、バードは重要なヒントを私に対して投げているような気がし
た。
「そもそも、謝罪というのはひどいマイナスからのスタートだ。マイナスを
いかに少なくして終われるか、というのが通常は課題となる。だが、今回、
社長は奇跡を望んでいる。要するに、ゼロを目指してほしいってことだ」
「ゼロ――」
「プラスはあり得ない。だが、お詫び広告が企業イメージをマイナスからゼ
ロに戻す可能性は――完全にゼロでもない」
「……ややこしい言い方しないでください」
　すると木梨君が言う。
「それじゃあ、さっきの社長が坊主になる、なんてどうっすか？」
　さすが営業。直球を投げてくる。が、バードはすげなく「頭を丸めればそ
れで反省したつもりかって言われるだろうな」と返す。
　確かに、どこかのアイドルがやったような手だ。一部の人間には理解され
ても、多くからは逆に反感を買う可能性が否めない。



「それじゃあ」と岩瀬さんが口を開く。「牛が謝っているのとか、どうです
か？」
「ふざけてると思われるだろうな」
「そっか……」
　そこで私は思いついたことを口にする。
「牛乳を――絨

じゆ

毯
うたん

にこぼしたビジュアルはどうでしょう？」
「絨毯に？」
「ええ。で、コピーでこう書きます。〈過ちの匂いは、しつこく残る〉」
「うまい！」
　叫んだのは木梨君だった。私自身、咄嗟に考えたにしてはなかなか広告的
な発想なのではないか、と思っていた。
　すると――バードは首を横に振った。
「広告的なあざとさが悪いほうに出ているな。たとえば、君に彼氏がいると
しよう」
「彼氏なんていませんが」
「いるとしての話だ。その彼氏が浮気をする。しかもいつも君たちが使って
いるベッドだ」
「やだ、ベッドとか言わないでください。セクハラです」
「このレベルで？」
「私がそう思ってるならそうでしょ」
「まあいいや」良くはないぞ。「とにかく、君の彼氏はベッドに君以外の女
を連れ込んだ」
　だからセクハラだと言っておるに。
「ベッドにはべつの女の香水の匂いが立ち込めている。そこで君が怒ると彼
氏が答える。〈そうだよね。謝っても許されることじゃないってことはわ
かってたんだ。本当にごめん。過ちの匂いは、しつこく残る〉。さあ、君は
何て答える？」
「――殺しますね」



「そういうことさ」
「シチュエーションが違いすぎませんか？」
「でも、謝罪って点では同じだろ？　それなのに、誰がそんな場でうまいこ
とを言うなんて期待するだろうか？」
「あ……」
　そうか。お詫び広告とはいえ広告なんだから、と考えていた自分はそこの
落とし穴にすっぽりはまってしまったようだ。
「これがお詫び広告の難しさなんだ。ただのお詫びになってもつまらないが、
広告っぽくなってしまうと〈ふざけている〉と捉えられかねない」
「……難しいですね」
「まあ焦ることないさ。まだ二十時間くらいはある。君は君にできることを
やっていく。俺は俺でできることをやっていく」
　新しい形式の仕事のやり方だった。前半と後半をバードと私で分けてやる
なんて。ちょっとワクワクしてきた。
「出かけてきます」
　私は思い立ったが早いか動き出すことにした。頭だけではバードの足元に
も及ばない。だったら、足を使うしかないのだ。いつものように。
　バードが親指を立てた。
「グッドラック」
　私は敬礼のポーズをしてみせてから、ミーティングルームを出た。

　６　コピーは足で書く

　向かったのは、西武池袋線の所
ところ

無
なし

駅だった。
　ケータイアプリの地図に従うなら、目的の場所は電車を降りて駅からわず
かに東へ歩いた先にあるはずだった。
　細い坂道を下ること十分。低く、のどかな気分になる鳴き声が聞こえてき
た。



〈福
ふく

藁
わら

牧場〉の看板が見える。
　そして、おびただしい数の牛、牛、牛……。
　小太りの牧場主がちょうど外に出てきたところで頭を下げた。
「マスコミの人なら帰ってくれよ。喋れることは何もないんだから」
「いえ、私はマスコミの人間ではないんです」
　その言葉にホッと肩の力を抜いたのがわかる。どうやら朝からその手の問
い合わせが多かったようだ。
「何だ、マスコミの人間じゃないのか。失礼したね、私はここの牧場主の福
藁だ」
「私、広告代理店でコピーライターをしております――」
　名を名乗ると、
「珍しい名前だね。昔、あんたと同じ苗字の男の人が、やっぱりここを訪れ
たことがあったっけね。その人も広告代理店の人だったかな」
　父のことだろう。
　父も、ここを訪れていたのか。
　――コピーってのは足が書いてくれるんだぞ。
　よくそんなことを言っていたっけ。
　あの頃は、冗談を言っているのだと思っていた。足が書くわけがない。コ
ピーを書くのは手だし、使わなきゃならないのは頭だ、と。
　だが、アドカレに入って二か月。私の中で、少しずつだけど薄皮が剥がれ
ていくように何かが変わりつつあった。
　足を使わなければわからないことは、思いのほか多い。
「父は――あ、いえ、その私と同じ苗字の人は、どんなことを尋ねたので
しょうか」
「乳のことさ。それ以外に聞くこともないからな。ただし徹底的に聞いてい
たよ。広告に必要ない部分が八割だったろうにね」
　刑事のように細かく聞き込みを行う人だったらしい。家では穏やかだけれ
ど、几

きち

帳
よう

面
めん

な性格は随所に垣間見られ、部屋もいつも整理が行き届いていた。



私も、そのＤＮＡを受け継ぐ時がきたのだ。
「お聞きしたいのは今回のスキャンダルのことなんですが、脱脂粉乳の混入
に牧場の皆さんはお気づきになられていたのかなと思いまして」
「いいや、俺は気づかなかったねえ。ただ、脱脂粉乳の開発をずっと前から
していたのは、ここに出入りしてた耳長乳業の人から聞いて知ってたけど
ね」と福藁さんは言い、それからふと声を潜めた。「そう言えば――じつは、
うちの娘がちょっと前から、どうもうちの牛乳に何か混ぜたような味がす
るって言いだしてね」
「お嬢さんはどこにいますか？」
「ん？　娘かい？　アイツなら……おい、出てきて挨

あい

拶
さつ

くらいしなさい」
　振り向くと、干し草小屋の陰に少女の姿があった。
　彼女はこちらをじっと睨

にら

んでいたが、私が頭を下げると、ぷいっと行って
しまった。
「あんたを耳長乳業の人間と思ったようだ」
「娘さんは耳長乳業の人が好きじゃないんですね」
「ああ」気まずそうに福藁さんは答えた。
　まさか――彼女がフェイッサー上の告発者？
　そんな憶測を繰り広げていると、福藁さんは「そうだ」と急に明るい声に
なって言った。
「まあうちの娘の言ってたことが本当かどうかはさておき、だ。今、搾りた
てを飲ましてやるよ。どんな味がするのか。あんたが自分の舌で確かめれば
いい。あんたの父親もやっていたようにな」
　バレていたのか。
「それだけそっくりな目していたら、苗字が木村と田中だって親子だと断言
できるさ」
「……そうですか」
　血は争えないということか。何だか気恥ずかしいような、でも微

かす

かに嬉
うれ

し
いような妙な感じだ。



　もじもじしていると、一度家に引っ込んだ後で福藁さんが牛乳をコップに
注いでやってきた。
「今朝のとれたてだ」
「いただきます」
　ゴクリ。一口大きく飲む。美

お

味
い

しい。新鮮な牛乳というのはかくもすっき
りとした味わいがあるのか。
「それで、こっちが脱脂粉乳入りの奴」
　新たに差し出されたコップに口をつける。
　あれ？　こんなはずじゃなかった。もっと大きく味が違うと思っていた。
ところが――。
「……違いが出ませんね」
　思わずそう漏らしてしまった。
「脱脂粉乳混ぜたって言っても、三パーセントだからね。しかも、脱脂粉乳
の粉末の基になってるのはうちらのような耳長乳業の提携牧場でとれた牛乳
らしいから」
「そうだったんですね」
　脱脂粉乳のクオリティにまで考えが至っていなかった。が、考えてもみれ
ばたとえ三パーセントでも味を落とさないだけの高い品質が脱脂粉乳にだっ
て必要だったであろう。
「俺が思うに、だ。結局これまで世間が何も言わなかったのも、味に違いが
出ないからなんじゃねえかな」
「そんな……」
「うん。牧場としては複雑だけどさ、耳長乳業の脱脂粉乳製法はものすごく
進んでるらしいからね」
「あの――脱脂粉乳の特殊製法の研究が始まったのはいつくらいからです
か？」
「牛が病気になる危機はずっとあったから、六、七年前から研究は始まって
いたし、三年前には完成してもいたよ。耳長の関係者が自慢げに言ってたか



ら」
　偽物の概念が揺らぐ。
　生乳百パーセントにこだわるよりも、耳長乳業はその脱脂粉乳テクノロ
ジーを全面に押し出して消費者に訴えればよかったのではないのか？
　いつ来るかわからぬ牛の危機に備え、高品質の脱脂粉乳を開発したと公表
したほうがよほど耳長乳業のためになるのに――。
　お詫びの方向性が、私の中で少しずつ明確になり始めた。
　ンモォオオオオオオ
　牛の鳴き声が、私の心を後押ししている気がした。
「まあ、今回の風評で、牛の乳が無駄になることだけは避けたいね」
　溜息交じりに福藁さんは言った。
「……そこですよね」
　その瞬間、すべてが数珠のようにつながっていった。
　できた。
「一枚だけ、牛の写真を撮らせてください」
「ああ、いいよ」
「できれば、乳搾りをしているところを」
　福藁さんはしゃがみ込んで乳搾りのポーズをとってくれた。
　私はデジカメで一枚パシャリと収める。
　いける、と私はもう一度心の中でガッツポーズをとった。
　奇跡を――起こせるかもしれない。

　７　よく練って、よく寝かす

　その晩のことだ。
　自宅でのんびり紙面構成を練っていると、バードから電話があった。時計
を見ると、もう十二時近い。
「よう。やってるか、後半クン」



「人のことを〈後半〉って呼ぶのはやめてもらえますか？」
　たしかに二段構えという意味では後半なわけだけれど。
「何かネタくれよ。行ってきたんだろ？　牧場に」
「ええ、まあ」
　そこで自分の見てきた出来事を語る。
　すると――バードはなぜか黙りこくった。
「なるほどな」長い沈黙のあとに彼はそう言うと、「それで見えたぞ」
「何がですか？」
「犯人さ。今回の一件をフェイッサーに暴露した人間が見えた」
　何だそんなことか。それくらい私だって目星はついている。
「福藁さんの娘さんですよね？　私もその線は怪しんでいたんです」
「ふふ。まあ答え合わせは後にしよう」
　なぜかバードは焦

じ

らすようにそう言うと、「いい情報教えてくれてサン
キュ」と言って電話を切ろうとした。
　いや、ちょっと待て。
「え……あの、え？　ちょっ……それだけの電話ですか？」
「デートの誘いの電話とでも思ったか？」
「ば……そ、そんなんじゃないです！」
　なぜ電話越しに顔を赤くしなければならないのか。
「がんばれよ。ジュニア」
　それだけ言うと、電話は切れた。
　ん？
　今、何て言った？
　――がんばれよ。ジュニア。
　やっぱり――気づいている？
　そりゃそうだよ。あんな苗字、私だって見たことがない。
　やっぱり――バードは私の父のことを知っていたのに違いない。
　だとしたら、今回のお詫び広告に私を関わらせようとしているのは、これ



が私の父の仕事だったからだろうか？
　あれこれ考えていると、思考が乱れる。
「雑念よ、去れ！」
　私は念仏のようにそう繰り返しながら、企画に向き合った。
　時間はいつの間にか夜中の二時。いいところまでいっているが、肝心の
キャッチがうまくはまらない。悪戦苦闘していると、ノックの音がして、母
親がお盆にラーメンを載せて入ってきた。
「ありがとう、お母さん」
「あんたの後ろ姿見てたら、何だかお父さんみたいだったわ」
　母は、そう言って朗らかに笑った。
　もうすぐ、父が亡くなって一年半。
　母一人、子一人。よく耐えてきたものだ。パートに出るようになった母は、
最近少し白髪が増えたようだ。
　今回の仕事が通ったら、給料が上がるだろうか……。
　そうしたら、パートを辞めさせてあげられるかもしれない。
　そんなことを考えていたら、お腹

なか

が空
す

いてきた。ラーメンの香りが空腹を
刺激する。
「根を詰めるのもいいけど、パパがよく言ってたわよ。コピーはよく練って、
よく寝かすこと」
　よく練って、よく寝かす、か。
「うん、食べたらもう寝る」
　食べ終えたのと、目

まぶた

蓋を閉じたのは、ほぼ同時だった。
　次に気が付いたときは、もう朝になっていた。
　そして、知った。
　父の言う通り。コピーはよく練って、よく寝かす。
　たった一晩で、昨日のアイデアが化けることもあるらしい。
「よーし、起こすぞ、奇跡！」
　ぐーんと伸びをすると、パジャマを脱いですぐに着替えを始めた。



　窓の外では、今日もさらに暑くなるぞと太陽が予告していた。

　８　メイク・ア・ミラクル

　金璧の〈白虎の間〉にいるのは、私とバード、武居氏、そして専務の佐藤
という小柄な男性の計四名。岩瀬さんと木梨君は留守番だ。
　佐藤という男性は、抜け目なくバードと私を交互に見て、それからフンと
鼻を鳴らした。
「本当にちゃんとやってくれるんでしょうね、ずいぶんお若いが」
　彼はどうやら前社長の一派らしい。武居氏もこの男が専務ではなかなか大

おお

鉈
なた

を振るいにくそうではある。何しろ開発畑の人だから、人を取り仕切るの
に向いているわけでもない。こうしている今も、佐藤氏の隣でただ何も言わ
ずに展開を見守っている。
　と、そこでバードが口火を切った。
「今回、お詫び広告を二段構成で考えてみることにしました。それで、最初
の第一弾広告を僕が。第二弾広告を彼女がプレゼンします。まだ紹介してい
ませんでしたが、彼女はうちのホープでしてね。名前を――というんです
よ」
「！！」
　武居氏、佐藤氏、双方の顔に戦

せん

慄
りつ

が走った。
「なるほど……彼の……」
　父は彼らにとって相当インパクトのある人物だったようだ。
「では、まず予告どおり僕から参りますね」
　果たして、バードはどんな広告案を提案するのか？　後半に私が提案する
ものとの間にズレがないと良いのだが――。
　バードは一枚もパネルを用意していなかった。
　その代わりに、〈耳長グー・ミルク〉のパックをクーラーボックスからボ
ンと取り出してテーブルに置いた。



「初めに考えたのは、この商品がこれまで生み出してきた消費者の皆さんの
笑顔のことでした」
　武居氏は神妙な顔で頷

うなず

く。
「裏を返せば、それは同時に御社が今失いつつあるものです」
「その通りだ」と佐藤氏も鼻を鳴らしつつ同意を示す。
「はっきり言えば、百万回お詫びをしても、許してもらうにはまだ早い時期
だと言わざるを得ません。たとえどんな言い方をしたにせよ、です。ただし
――一つだけ方法があります」
　そこで、バードは懐から一枚の写真を取り出した。
「これは、僕のマンションの近所に住む女の子です。親御さんの許可をとっ
て昨日の夕方に少しお話をしました」
　少女は真一文字に口を結び、じっとレンズを睨んでいた。
　同じだ。
　あの、牧場の娘と同じ、怒りの目。
　バードはさらに次々と写真をテーブルに広げていく。
「これは八百屋のおじさんの写真です。こっちはＯＬさん。ここにある写真
はすべて、昨夜の報道について僕が尋ねたときの表情を捉えたものです」
　苦笑いする人、うんざりした顔の人、いろんな人がレンズを見据えている。
「しょうじき、今どんなお詫びを口にしても、損をするだけな気がします。
絶対にマイナス感情はゼロにはなりません。それなら、消費者の気持ちを代
弁するほうが先なのではないか、と考えました」
「消費者の気持ちを代弁する、とは？」
　今度は問い返したのは武居氏のほうだった。バードは頷き返してから続け
た。
「もっと言うと、コピーらしいコピーも要

い

りません。彼らのナマの意見を一
つずつ文字に起こし、いろんなバージョンの広告を作って配布するべきです。
たとえば、さっきの少女のコメントはこうです」
　バードはそう言って一枚の紙を広げた。それはさっきの女の子を大きなサ



イズの紙に引き伸ばしたものだった。そして写真に重ねるようにして彼女の
台
せりふ

詞がある。

「嘘って聞いたら、美味しくなくなっちゃった。」

　痛い本音である。だが、これは多くの国民の心でもあるだろう。
「こんなもの、広告にしてどうする気だね」
　静かな調子で武居氏が尋ねると、バードは「この台詞の隣に、ただ事実を
書きます。こんな感じで」と言ってもう一枚別の紙を取り出した。そこには
筆文字でこう書かれていた。

　私たち耳長乳業は約半年にわたり〈生乳鮮度保証牛乳〉の看板を掲げなが

ら、三パーセントの脱脂粉乳を使用し、多くの笑顔と信頼を失いました。

「こ、こんな広告を作ったら、我々は恥をそこらじゅうに撒
ま

いているような
ものじゃないか！」
　怒りだしたのは佐藤氏だった。こめかみの血管が浮き上がって今にも破裂
しそうだ。怒りだすのも無理はない。これではゼロに戻すどころかマイナス
なのではないか。私ですらそう思った。
　ところが、バードは微

み

塵
じん

も慌てる様子がなく淡々とこう続けた。
「ええ。でも、それがお詫びの本質なんですよ。それに、この広告は消費者
の鏡となるんです。自分たちの怒りの姿を見ることで、消費者の怒りは少し
ずつ収まっていくことでしょう。そして、何より消費者が広告の中にいるっ
てことは、耳長乳業がこちら側――つまり消費者サイドに下りてきた、と考
えてもらえるはずです」
　なるほど。思いもよらない理論だが、バードの考えた広告展開は、多くの
消費者にとって溜

りゆ

飲
ういん

の下がるものであるように思われた。
「ううむ……」と武居氏も深く唸

うな

っている。



　悩んでいるようだ。たしかに、斬新なうえに、今の理屈を聞けば思いがけ
ない正攻法のようにすら感じられる。
　しかし、大企業としてはそうやすやすと口車に乗るわけにもいかないのだ
ろう。
　バードもここで頷かせる気はないらしく、
「といったところで、彼女にバトンタッチしたいと思います」
　そう言ってあっさりと腰を下ろすと、私の耳元で囁

ささや

いた。
「思いっきり行け」
　私は頷き、深呼吸を一つして、立ち上がった。
　奇跡を起こせ、ともう一度心に言い聞かせながら。

　９　罪を憎んで乳を憎まず
　
「バードさんが今提案したのは、初期のお詫び広告でした。私がこれから提
案するのは、お詫び広告第二弾です」
　そうして私は、二つの牛乳パックを用意した。
「これから、手品をしたいと思います」
　私は二つのグラスを取り出し、それぞれに均等に牛乳を注ぎ入れた。
「向かって右は昨日御社の提携牧場である福藁牧場で搾ってもらった牛乳。
向かって左は、四日前にうちの母が購入していた〈耳長グー・ミルク〉で
す」
　二人は仏頂面のまま、黙って牛乳を一口ずつ口に含んだ。
「どちらが、どちらかわかりますか？」
　すると、佐藤氏はその言葉が気に障ったのか不機嫌な様子になる。
「耳長乳業の人間だ。わからないわけがない。それに今君が言ったじゃない
か。右が福藁の搾りたてで左が〈耳長グー・ミルク〉だと！」
　狙い通りの反応だった。
「すみません。じつは逆なんです。右が〈耳長グー・ミルク〉。左は福藁牧



場の搾りたてです」
「……」
　佐藤氏が唖

あ

然
ぜん

とした表情になるのに比べると、武居氏の表情の変化は読み
づらかった。私は続けた。
「味に違いがないんです。それほど、脱脂粉乳のテクノロジーが優れている
ということです」
　そこで私は新たな一枚を取り出した。そこにはこんな言葉が印字されてい
る。

　耳長乳業が本当にすごい理由は、
　まだ理解されていない。

　昨晩考えて出した、お詫びの前提となる考え方だ。
「調べてわかったのは、御社は隠蔽という間違った行為をすることで、本来
むしろ誇るべき技術力に蓋をしてしまったということです。そのため、世間
ではあたかも脱脂粉乳がマイナス要素であるかのように扱われています。と
ころが調査してわかったのですが、御社の脱脂粉乳は普通の脱脂粉乳とは違
うＳＤＭという御社独自で開発した全く新しい脱脂粉乳だったのです。ＳＤ
Ｍは生乳本来の旨

うま

みをぎゅっと閉じ込める製法で作られている。このテクノ
ロジーさえあれば、牛の数が減っても、生乳と何ら変わらぬ味を提供できる
のです」
「馬鹿な…！」佐藤氏が絶句しているところを見ると、自社の開発部のやっ
てきたことによほど無関心だったらしい。
　対する武居氏は――少し困ったような顔をしていた。
　佐藤氏はまだ納得しきってはいないらしく、言い募る。
「三パーセントならそうでも、パーセンテージが変われば誤

ご

魔
ま

化
か

せないぞ。
そんな大したもんじゃ……」
　私はもう一つのパックを取り出した。今日の午前中に耳長乳業本社ビルを



訪れ、開発部に直接もらってきたものだ。
「これが――今日、御社の開発部にお邪魔していただいてきた百パーセント
の脱脂粉乳です。どうぞ、お試しください」
　佐藤氏は私がここまで用意しているとは思わなかったのか屈辱に満ちた表
情で私を睨みつけながらそれを飲み干した。
「これは……！」
「確かによくよく味わえば〈耳長グー・ミルク〉より味は落ちますが、よそ
の生乳に比べても美味しいと思いませんか？」
「うちの技術屋がこれを……？」
　佐藤氏は絶句していた。自社の開発部の実力を見くびっていたものらしい。
　一方の武居氏は――やはりじっと黙っている。
「世間を欺き、〈生乳鮮度保証牛乳〉と表示し続けたことは、いけないこと
です。でも、その裏にあった技術はもっとこれから広く認知されるべきもの
であり、耳長乳業のいちばんの強みだと思います」
　私は次のページを見せる。
　そこにあるのは、乳を搾られている牛の写真だ。
「これは福藁牧場の牛です。もし風評によって耳長乳業の牛乳が売れなくな
れば、牛たち――彼女たちの生み出したミルクが無駄になっていきます。一
つの企業が責められるべきであるという事実と、生み出されるミルクに対す
る態度を分離させることが、今回のお詫び広告の要だと思うんです」
「分離か……そんなことができるかね？」
　武居氏が、私のアイデアに食いついているのがわかった。
「人は簡単には罪を許しません。けれど、許さないなりに一瞬一瞬が生の貴
重な瞬間だということも本心ではわかっています。だから、こうしている今
も日々生み出されている牛のお乳の存在を思い出させることが重要だと考え
ます。そうすれば、企業への非難の気持ちと〈耳長グー・ミルク〉への態度
は分離されるでしょう」
　武居氏の顔に少しずつ生気が宿り、徐々に身を乗り出しはじめる。それは



隣の佐藤氏にしても同じだった。
　ここで私は昨夜考えておいたキーワードを取り出す。
「お詫びをするうえでのキーワードは〈罪を憎んで乳を憎まず〉です。これ
は表に出すべきものではありません。けれど、広告を見た人が、しぜんとそ
うした気持ちになって御社の牛乳を再び手にとってくれたら、それは素晴ら
しい再出発の第一歩となるのではないでしょうか？」
　武居氏は大きく頷いた。
「君の言う通りだ。それ以上の再スタートはないと言えるだろう」
「そこで、さっきの牛の写真に戻ります。これが、〈耳長グー・ミルク〉の
母の姿です。だとしたら、脱脂粉乳によって不足分を補っている開発部の皆
さんは、父親みたいなものだと思うんです」
　私は続いて、コピー案を見せる。

【お詫び】私たちは重大な事実を隠していました。
　●月●日、我々は約半年あまりの間、〈耳長グー・ミルク〉が〈生乳鮮度

保証牛乳〉ではなく、三パーセント分の脱脂粉乳を使用していた事実を隠蔽

していたことを公表しました。判断を大きく誤った社会的責任は、今なお私

たちの肩に重くのしかかっています。

　そもそもなぜこんなことになったのか？　始まりはウィルス性感染によっ

て〈耳長グー・ミルク〉の母親の数が激減したことでした。

　しかし、じつはこの事態は予測されたものでもありました。開発部は長き

にわたり生乳と変わらぬ風味を作り出す脱脂粉乳〈ＳＤＭ〉の開発に心血を

注いでおりました。その結果、三パーセントの脱脂粉乳の混合にも拘わらず、

味の品質をそれまでから落とすことなく作ることができるようになっていた

のです。

　開発部はこうして〈耳長グー・ミルク〉の父親に名乗り出ましたが、上層

部はこの〈父〉を隠蔽することで〈耳長グー・ミルク〉の信用を保とうとし

ました。



　しかし、今私たちは痛いほど理解しました。何かを隠して保てるような信

頼などありはしないのです。

　本来ならば、私たちは長期的に営業の自粛を考えなければならないところ

です。しかし、こうしている今も、〈耳長グー・ミルク〉の母たちはせっせ

と乳を生み出しています。勝手に母を汚した我々が、さらに勝手を重ねてそ

の搾乳を阻害するわけにはいきません。私たちにできるのは、過去の過ちを

深くお詫びし、恥を忍んでそれでも「母が生み出した乳を買ってください」

と皆様に頭を下げることです。

　私たちは重大な事実を隠していました。乳には、父もいます。生乳百パー

セントでなくとも、〈生乳鮮度保証牛乳〉と言えなくとも、愚直なまでの汗

と涙で母を助けようとする父が。もう金輪際偽ることはありません。生乳率

97％、ＳＤＭ３％、〈耳長グー・ミルク〉は今もう一度生まれ変わります。

　本来ならキャッチにくるべき「乳には、父もいます」をあえて謝罪文の中
に溶け込ませることで地味にさせ、〈広告的〉なあざとさを感じさせないよ
うに配慮した。
　ふと、武居氏の顔を見ると――そこでは到底私の想像を超えた事態が起
こっていた。武居氏は、突然号泣し始めたのだ。
「え……あの……武居さん……？」
「素晴らしいコピーだ……これでいこう……」
　そう言うと、武居氏は私に手を差し伸べた。
「やはり君たちに頼んで正解だった」
　武居氏は泣いたことの照れ隠しのように豪快に笑いだした。
　その隣で、佐藤氏は焦点の定まらぬ顔をしていた。まるで、彼の中の常識
が数分の間に百八十度覆されでもしたかのように、疲弊しきっていた。
「約束通り、我々は何も口出しはしない。この路線で、製作よろしく頼んだ
よ。来週には、新聞各社に大きく十五段広告を入れよう」
　すごい。十五段といったら一頁まるごとの広告ではないか。



「はい！」
　武居氏はバードと私の手をとり順々にしっかり握手した。
　そして、最後にこう言った。
「奇跡が起きる。そんな気がするよ」

　10　そして奇跡は起きた

　一週間が経った。
　奇跡は、起きた。私たちの作った広告は、ネットのニュースで取り上げら
れて拡散し、多くの消費者に好意的に受け止められたのだ。
　そして――再出発した〈耳長グー・ミルク〉は、見事に不死鳥のごとく
蘇

よみがえ

ることに成功した。
「なぜあのとき武居さんは泣いていたんでしょうか？」
　その日の昼休み、社内には珍しく私とバードしかいなかった。
　バードは眼鏡を外して手入れをしているところだった。眼鏡をとっている
と、いつもしっかりした起業家青年という面持ちのバードの顔が、ファショ
ン誌から飛び出したようなただの甘いマスクの青年に変わる。
「忘れたのか？　武居さんは開発部の本部長だった。それが、前社長の任命
を受けて社長に抜

ばつ

擢
てき

されたんだ。長らくＳＤＭ開発の指揮をとってきたのは
彼だっただろう。彼にとって、自分たちが開発したテクノロジーは生みの子。
ところが、前社長はＳＤＭの存在を世間に認知させようとせず、まるで恥部
のように扱い、偽りのレッテルで世間の目を誤魔化した。現状にいちばん嫌
気がさしていたのは、きっと武居さん自身だっただろう。あの涙は、自分た
ちの血と汗と涙の結晶が評価されたことの歓

よろこ

びだったに違いない」
「それじゃ、まさか……」
「恐らく、フェイッサーにおける密告者は彼かその部下だろう。内部の犯行
であることは情報の細かさが裏付けている。ＳＤＭというかわいい子どもの
ために、彼は自社の膿

う

みを出す道を選んだ。そうとは知らない前社長は、自



分の過ちのケツを拭かせようと武居さんを一時凌
しの

ぎのつもりで社長にさせた。
武居さんが願ったのはＳＤＭが表に出ることであって会社を引き継ぐことで
はなかっただろうが、幸か不幸か、これで本来の耳長乳業の姿に戻れるだろ
う。そして、武居さんは一時凌ぎなんかじゃなく、耳長乳業になくてはなら
ない有能な社長になっていくに違いない」
　私はてっきり牧場の娘が告発者なのだと思っていたが、とんだお門違い
だったようだ。
「バードさん」私はこの際気になっていたことを聞いてみることにした。
「本当は知っていたんですよね。私の父のこと」
　眼鏡を拭く手が止まった。
「……そりゃ、まあ珍しい苗字だからな。すぐにわかったよ」
　なぜだろう。何かを誤魔化しているように聞こえた。
「今回の件を私にやらせたのは、何か意味があったんじゃないかって思った
んですが……」
　バードは遠い目になる。そうしていると、バードは少年のようにあどけな
く見えた。
「あの頃、まだ俺は駆け出しのクリエイターだった。大きなアマチュアの広
告賞を受賞して十代にして大人たちに混じって仕事をさせてもらえる。有頂
天になっていた俺はこの仕事で初めてミスをやらかしたんだ」
「え……バードさんがミスを？」
「ああ。広告デザインにジャージー産の牛を使ってしまったんだ」
「そ、それは――」
「ホルスタイン種が主である日本ではあまり使われない。だからこそ珍しい
し目立つだろう、と俺は思っていた。キャッチも微妙に違っていた。〈鮮度
が牛乳に革命を起こしました〉。で、その広告案を見て、耳長乳業の人間を
怒らせそうになったんだ」
　懐かしむように目を細めて言うと、バードは眼鏡をかけた。
　現在のバードの顔に戻る。



「その時、君の親父さんは機転をきかせて『と、ここまでが昨夜うちの会社
で彼の言っていた案なのですが、じつは彼はさらにそこから考えを深めてく
れました』と言って自分の考えてきたホルスタイン牛のビジュアルをメイン
に据えた案をあたかも俺が考えたみたいにして見せてくれたんだ。そして、
そこには俺のコピーをちょっと彼流にいじったキャッチコピーが収まってい
た」
「父が……」
　胸の奥で、熱い感情が溢

あふ

れてくる。
「そんなわけで、俺が耳長乳業の人間に今も感謝されてるのは、ぜんぶ親父
さんのお陰なんだ。だからなんか気恥ずかしくてこの依頼受けるの渋ってた
んだ」
「……そんなことがあったんですね……」
「その時、君の親父さんに言われた。広告がついていいのは、嘘にならない
嘘だけだってね。異種の牛を宣伝に出したら、それは嘘になる。生乳百パー
セントという虚偽と基本的に変わらない。お詫びも何でも、偽らずにありの
ままの姿を晒

さら

すってのは難しいもんだよ。でも広告屋は誰よりも飾らない存
在でなきゃな」
「……そうですね、本当に」
　目を瞑

つむ

った。目蓋の裏に父の背中が浮かんでくる。
　涙が零

こぼ

れ落ちそうになるのを、気づかれないように。
「難しいぞ。自分の気持ちにだってなかなか素直になるのは難しい」
　そうですね、ともう一度心の中で唱える。
　たとえば、今目の前にいるバードのことを、異性として意識し始めている
自分がいること。そんな馬鹿みたいにありふれた心の動きひとつ、自分は認
められずにいる。
　素直になるには、何でもストレッチが必要なのかも知れない。
「まあとにかく、君は汚されかけた親父さんの作品を救ったんだ。それは君
にしかできないことだったと俺は思うよ。あんな広告展開はそうそう俺に



だって思いつけない」
「……褒めても何も出ませんよ」
「いいさ。鵜飼いの鵜のように持ってるアイデアを吐き出してくれれば」
　そう言って、バードはふふっと笑った。
「何はともあれ、これから忙しくなるぞ」
「え……？」
「今朝からホームページに新規依頼が殺到してる。いよいよ、アドカレも次
のステージに移る頃かも知れないな」
「……ではまず給料を上げてください」
「考えておこう」
　視線がぶつかる。でも、私は視線を逸

そ

らさずに、微笑んだ。すると、バー
ドの頬に、微かだけれど一瞬赤みが差した気がした。気のせいかもしれない
けれど。
　試験期間も今日で終わり、いよいよ七月が終わる。
　奇跡の起こった七月が。
　一つの企業に起こった奇跡は、かつての父の情熱と私の今がシンクロする
という奇跡をも起こしたのだ。
　そして――アドカレの奇跡は、むしろこれから始まろうとしているのかも
知れない。あるいは、私とバードの奇跡も？　
　何であれ、すべては己の素直さ次第。
　考えすぎる自分にストップをかける。
　コピーも心も、よく練って、よく寝かさなきゃ見えてこないのだから。そ
うでしょ？　私は、心の父にそう問いかけた。




