
1 海岸 1

第一部暗転後。

本田愛菜（ほんだまな）は誰もいない浜辺で一人たたずみ、真っ直ぐる伸びた水平線を
見つめている（カメラ目線）。浜辺に打ち寄せる波	音だけが静かに響いている。

2 取調室 2

安藤
なんで、刺したんですか！？　

その一言に本田博（ほんだひろし、４３）はふと我に帰る。取調室には、警部補の安藤
（あんどう）、補助官、机を挟んで博の３人が向かい合い座っている。

安藤
本田さん？　聞いてますか？　どうし…

博
（さえぎって）なにが…なにが、いけないんですか？

安藤
なにがって…まだ未成年ですよ！！

博
愛菜も…未成年でした。

安藤
…でも

博
彼が、…愛菜を殺したからです。

生気が失われたような目でじっと安藤を見る博。

3 車内（回想）　　　　（夜） 3

博は座席の倒されたタクシーの車内で横になっている。携帯の着信音が車内に響く。
ゆっくりと体を起こし、車内の時計を確認すると深夜	0	時を回っている。携帯を取り出
し、見知らぬ番号に博は少し戸惑い電話に出る。

博
もしもし。

安藤
もしもし、わたくし、◯◯警察署の安藤（あんどう）
と申します。本田博さんでお間違いないですか？

博は座席を元に戻す。

博
あ、は…はい。そうですが…なにか？

安藤
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…本田愛菜さんは本田さんの娘さんでよろしかったで
しょうか？

博
…はい。

安藤からの返答までの、少しの間が、一瞬にして緊張に変わる。

安藤
本田愛菜さんが、本日夜８時にマンションの駐車場か
ら遺体で発見されました。現場からは遺書などは発見
されておりませんが、	警察としては、今の所、自殺と
みて間違いはないと思います。。…◯◯警察署で御確
認をお願いしても…よろしいでしょうか？　

博
…。

安藤
もしもし？　

博
…はい。あの、何かの間違いじゃないんでしょう
か…？

安藤
一度こちらまでご確認をお願いしてよろしいです
か？　

博
…。

安藤
…住所は、

受話器から聞こえる安藤の声がどんどん遠のき、耳鳴りのように変わっていく。そして
それが博の頭を埋め尽くしていく。

4 遺体保管場所　　　（夜）　　 4

静寂の中、本田愛菜が冷たい台の上に横たわっている。顔には布が被されている。そっ
とその布を取る博。愛菜の顔は眠っているかのように穏やかな表情をしている。黙って
横たわった娘を見つめる博。

5 会議室　　　（夜） 5

会議室の時計の針は深夜２時を回っている。刑事A、本田が机を挟んで座っている。少し
して安藤が入ってくる。

安藤
すみません、お待たせいたしました。お電話でお話し
させていただきました安藤と申します。この度はご愁
傷様です。おつらいでしょう	が、２、３質問だけさせ
てください。大丈夫でしょうか？　
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本田
…はい。

安藤
現場検証の結果、事件性はないかと思われます。発見
現場の遺体の状況から言っても娘さんは自殺で間違い
はないかと思います。遺書などは見つかっておりませ
んが、ポケットにこちらが入っておりました。

そう言って安藤は机に一枚の写真を差し出す。博は写真を手に取り、それをじっと見つ
める。写真には博の家族、妻、愛菜、雪菜、祖父母	の全員が写っている。

安藤
娘さんが…

写真から顔を上げる本田。

本田
はい…

安藤
…命を絶ったことに心当たりはございませんか？　何
か悩みがあったりとか、何か持病を抱えていたかな
ど…

博
いえ…

力なく答える博。

安藤
…本田さん、お辛いでしょうが、無理のない程度で結
構ですので…。

博
…愛菜に、娘に病気などはなかったのですが…。悩み
ですか…あったのかもしれません。まだ…１７歳です
し…。

安藤
あったといいますと？

博
愛菜の母親と、次女の雪菜は震災で６年前に…亡くな
りました。妻の実家に引っ越してきて、娘も学校に慣
れるのに苦労したと思います。	わたし自身も、転職先
で仕事になじめず、軽い鬱病になり、職も転々としま
した。今ついてる仕事も深夜ですし、娘にはかなり苦
労をかけていたと思います。

安藤
…そうですか。最近の娘さんの行動で何か変わったこ
となどは…？　

博
いえ、なかったように思うんですが…今思えばなかっ
たように振舞っていたのかもしれません。…気付けな
かった、私の…責任です…。
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安藤
…。　

6 義父母の家　　　　（夜） 6

本田愛菜の葬儀が執り行われている。参列者の中には愛菜のクラスの担任、校長先生、
そしてクラスメイトも数名混じっている。

校長
この度は、ご愁傷様です。

博に一礼すると、焼香に向かう校長と担任。

博
先生…なんで…娘は命を絶たなければならなかったん
でしょうか？　何かご存知ありませんか？

博は焼香に向かおうとする担任に向かって訴える。振り返る校長と担任。

担任
…。

校長
今学校でもアンケートを取り調査をしています。もう
少しお待ちください。

博
…。

7 同・義父母の家　居間　　　　（夜） 7

参列者が帰宅し、家の中が静寂に包まれる。義父母は食卓で片付けをしている。博は祭
壇に飾られた愛菜の写真を見つめている。

8 同・愛菜の部屋　　　（夜）　　　 8

博はドアを開け愛菜の部屋を見つめる。部屋は勉強机とベッドがあり、小綺麗に片付い
ている。白い壁にはコルクボードがかけられ友達と写った写真が飾ってある。博は勉強
机の電気をつけ、椅子に座る。机の本棚にはピアノの楽譜が置かれている。博はそれを
手にしてめくっていく。中には鉛筆で書き込まれた跡がたくさん残っている。

博はおもむろに机の引き出しを開けると愛菜の携帯電話を見つける。スマートフォンの
電池はすでに切れていて起動できない。博は充電器につなぎ起動させる。

スマートフォンの画面のページをスライドさせめくっていく博。写真のフォルダには福
島で暮らしていたときの写真や、家族での写真が残っている。

フォルダに残っている動画をクリックする博。そこには自撮りしている愛菜が写ってい
る。

愛菜
お父さん！　起きて！　お父さんは仕事で疲れて寝て
います。いつも昼まで寝てる。お母さんがみたらきっ
と怒られてますね。そろそろ	起きなよー。お昼もうで
きてるよ。
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動画に博の寝顔が写っている。そして愛菜が画面に入ってきて二人一緒に写っている。
笑みがこぼれる博。

再びスマートフォンの画面をスライドさせる。博はそのページにボイスダイアリーとい
うアプリが入っているのを見つける。クリックすると、去年からの日付でいくつものボ
イス日誌が録音されている。ランダムに博は日誌をクリックする。

愛菜（声だけ）
４月２８日。	今日は、体操着が隠されてた。なんでか
な…。先生に言ったけど、あまり相手にしてくれな
かった。でもとりあえず、見つかってよかった。ゴミ
箱に入ってた。明日も学校行きたくないけど…行かな
きゃ。

６月１０日。今日はクラスの誰とも口をきかなかっ
た。いや…誰もきいてくれなかったのかな…。なん
か、わたし透明人間みたいだった。	ほんといっそ透明
にならないかなって思う…。そうなれば楽なのに。

１０月１６日。今日は…きつかったな…。福島に帰
れって言われちゃった。放射能がうつるからだって。
福島の細菌…

愛菜の声がだんだんつまり、涙声に変わっていく。

愛菜（声だけ）
なんでさ、なんでそんなこと言うんだろ…。わたし
さ…何か悪いことしたかな…。

静かな部屋に愛菜の鳴き声が響く。そして愛菜が呼吸を整えているのがわかる。じっと
博は愛菜の声を聞いている。

愛菜（声だけ）
ふー、よし。明日も学校行かないと、お父さんが心配
する。でも…わたし、どうしたらいいのかな…

そこまで聞くと、博の目に一気に涙が溢れてくる。

博
ごめんな…愛菜…ごめんな…。

9 学校外観　　 9

学校の正門。

10 同・学校の応接間　　 10

中央の机に置かれた愛菜の携帯電話。それを取り囲むようにして、博、そして校長と担
任が座っている。博は愛菜の録音されたボイス日誌を聴かせている。愛菜の声がぷつっ
と途切れる。博は携帯電話を仕舞う。

博
娘に対して、先生方でなにか対応はしてもらえなかっ
たんでしょうか？　
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担任
対応といいますか…個人的には話を聞いたのですが、
何もないと大丈夫だと愛菜さんは言っておられまし
て。なので様子を見ていたのですが…誠に申し訳あり
ません。

校長
学校でもクラスでアンケートを取り、調査を実施しま
して、クラス内でいじめがあったということは確認が
とれております。そして、いじめていた生徒も特定は
できています。

博
…。

校長
ただ、学校側としてはそのいじめがあったことと、愛
菜さんの死とは、直接は結びつけられないということ
にアンケートの結果至りました。	こう言ってはなんで
すが、愛菜さんは震災でご家族を亡くされています。
そういったことで愛菜さん自身悩まれていたのではな
いですか？　お父様はそういった愛菜さんの悩みに、
気づいてはやれなかったのでしょうか？

博
…たしかに…私自身、娘がここまで思い悩んでいたな
んて、思ってもいませんでした。親としては失格で
す。ただ…

声のトーンがだんだん上がっていく博。

博
今愛菜の声を聞いていただいたことはいじめがあった
という事実ですし、それが…それが愛菜を追い込んだ
んですよ！　

校長
落ち着いてください。ですから、いじめだけが愛菜さ
んの死の原因ではないのではないかと…家庭環境での
問題もあるかと…。

博
…では、せめてそのいじめていた生徒に会うことはで
きませんか？　せめて直接彼らから謝罪なりの言葉
を…

校長
申し訳有りません。彼らも十分に反省はしておりまし
て、なんらかの処分も検討しています。それにクラス
全体としても進路の大事な時期ですので、今会わせる
わけにはいきません。

博
…。

　

11 校内下駄箱　　　 11
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スリッパを脱ぎ、靴を取り出す。ふと下駄箱から廊下を見ると二人の女子生徒が歩いて
きている。

博の視線に気づいた女子生徒は博を見ると少し戸惑い、目をそらす。足早にその場を
去っていく女子生徒。

その背中を追いかける博。女子生徒は何もなかったかのように友達と仲良く話をしてい
る。

その女子生徒は葬儀に来てくれていた子だと博は気づく。

12 学校の駐車場　　 12

車内から下校する生徒を眺めながら、愛菜のボイス日誌を聞いている。　　　　　

愛菜（声だけ）
２月１８日。雪菜の誕生日か。生きてたら、もう１４
歳になってるね。家族みんなでお祝いしたかった
なー。雪菜、チョコレートケーキが好きで、口のまわ
りいつもチョコだらけにしてた。だからいつもお母さ
んに怒られて…。ねぇ、雪菜、お父さんね、毎年決
まってチョコレートケーキ隠れて食べてるんだよ。わ
たし知ってるんだ。

博は３月１１日のボイス日誌をクリックする。雑音のようなノイズが聴こえてくる。よ
く聞くとそれは波音だと博は気がつく。ゆっくりと、	ある一定の波音が静かに聴こえて
くる。

13 海岸　　　（夕） 13

静かな波が砂浜に打ち寄せている。大きな夕日が海を照らし染めている。博は堤防に
座って夕日を眺めている。

愛菜（声だけ）
３月１１日。今福島に来てます。最後に帰ってこられ
てよかった…。	こうやって静かな海だけ見てると、地
震が起きる前のことを思い出す…。よく遊んだ公園と
か、お父さんが運転するトラックの匂いとか、お母さ
んの台所に立つ後ろ姿、おばあちゃんの家の暖かいこ
たつ、それが当たり前だった日…。みっちゃん、今頃
何してるかなー。

再び波の音のだけが続く。

愛菜（声だけ）
どっかの本で読んだんだけど、人が人を忘れる順番
は、最初に声から忘れていくんだって…

博は波打ち際でカメラを首にかけた少年をみかける。その少年は誰かを探すようにして
海岸を歩いている。

14 義父母の家　　　（夜） 14
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博が帰宅すると、義父母が食事をとっている。博はそのまま服を着替えると再び玄関に
向かおうとする。

義母
博さん、ごはんは？　

博
すみません…食欲がないもので。

義母
食べないと運転もできないでしょ…

博
あとで…いただきます。

義父
学校は…どうだった？　

博
…また、帰って話します。

玄関に向かう博。

義父
なんで、なんで気づいてやれんかった！　

義父が声を荒げる。博はびくっとなり立ち止まる。

義父
おまえ、父親やろ！　

義母
あなた、博さんだって…

義父
（さえぎって）たった一人残された娘なんやぞ！　

博
…。

玄関のドアを開けて、外に出る。家の中から、義父のすすり泣く声が聞こえてくる。

15 車内　　　　　（夜） 15

博はタクシーを運転している。客が入れ替わり立ち替りタクシーに乗車してくる。車内
の時計は深夜２時をまわっている。

＊モンタージュでみせていく

16 路肩　　　　　（夜） 16

車を駐車させ一息いれる博。愛菜の携帯電話を開くと匿名でメッセージが届いている。
そこには動画が貼ってあり、博はそれをクリックする。
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動画が再生され、博はそれをみて驚愕する。

愛菜が少年にレイプされている。少年は愛菜と同じ学校の制服を着ている。愛菜は抵抗
し、逃げる。一人は撮影し、もう一人は追いかける。動画が乱れる。少年たちの笑い
声。愛菜は恐怖で泣いてる。

少年
おい、こいつ漏らしてんじゃん。気持ちわり。おい、
もししゃべったらこの動画ばらまくからな！

突然、後部座席のドアが開き、よっぱらった客が入ってくる。　あわてて携帯電話をし
まう博。

酔っ払い
あー疲れた。おっさん、さっさと出せよ！

博
ど、どちらまで？

酔っ払い
◯◯３丁目の…４…８か。

博はバックミラー越しに酔っ払いを見ると、客はすでに横になっている。車を発進させ
る博。　

博は運転しながらじっと考え事をしている。（愛菜のボイス日誌が流れる）

愛菜（声だけ）
３月１２日。今日で…この日誌も終わりにします。お
父さんを残していくことが唯一の心残りかな…ごめん
ね。でもね、私もう耐えらないよ…。あの日のことが
頭から離れない…。今まで…育ててくれて、ありがと
う。もしだけど…生まれ変わったら、わたし幸せにな
れるかな。ピアノ、続けられたかな…。お父さん…ご
めんなさい…。お	母さんと雪菜とおばあちゃんに先に
会いにいくね。

愛菜は、涙で途切れてしまう言葉を必死につないでいく。

運転している博の後部座席で怒鳴る声が聞こえてくる。

客
おい、おっさん！　聞こえてのかよ！どこ走ってんだ
よ！　おい、まじでふざけんなよ。

博
え、あ、す、すみません。

客
どこまで行くか分かってんの？　なに、もしかしてわ
ざと遠まりしてんの？　　

ハザードをたき、車を路肩に停める博。

博
あ、あの…どちらまででしたでしょうか？

客
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はっ、まじで言ってんの？　

客は後ろから博の座席を蹴る。

客
金は払わねえからな。

博
…はい、申し訳ありません。

バックミラーを見つつ頭を下げる。そして車を再び発進させる。しばらく走らせたあ
と、タクシーは目的地付近でハザードたいて停車する。若い客が強引にドアを開け出て
いく。

ドアを閉める博。ハンドルに頭をつけ、もたれかかる。車内にはハザードの音だけが響
き渡る。

少しして、突然後部座席のドアが開き、誰かが席に座る。

顔を上げバックミラーを見ると、愛菜がバックミラー越しに博を見て笑っている。

博
愛菜か…？

愛菜
もう…お父さん、何やってるの？　早く出して。

博
あぁ…。どこまで行こうか？

愛菜
どこにしようかな…。じゃあ、福島まで。

博
…遠いなぁ。でも帰ろうか。

愛菜
うん。帰ろ。お母さんと、雪菜が待ってるよ。今日の
ご飯カレーだって。

博
…そうか。それは、お父さん楽しみだな…。

込みあげる涙を必死にこらえ笑顔で答える博。愛菜は窓から外を眺めている。

愛菜
お父さん、カレー好きだもんね。あー、わたしハン
バーグがよかったなー。ねぇ、お父さん、小学６年の
ときさ、ピアノの発表会来てくれなかったでしょ？　
前日にお父さんとケンカして。わたし、もう来なくて
いいって。ごめんね。ほんとは来てほしかったんだ。

博
愛菜…その日、お父さん…ほんとは聴きに行ってたん
だぞ。でもおまえが嫌がるだろうと思ってな…後ろで
見てたんだ…ごめんな。

愛菜
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…ありがと。

博
…愛菜、なにかほしいものあるか？　お父さん、なん
でも買ってやるぞ。今まで…何も聞いてやれなくてご
めんな。愛菜？　まな？

バックミラーから後部座席を見ると、誰も座っていない。我慢していた涙が一気に溢れ
出す。

17 学校の校門 17

車内から下校する生徒を見ている博。動画に映っていた生徒を見つける。

18 愛菜の部屋　　（夜） 18

廊下からこぼれるわずかな光。部屋の電気もつけないまま、ぼーっとしている博。

19 学校の駐車場　　　（夕） 19

車内から生徒を見ている博。放課後、正門の方に生徒たちが流れていく。　　　

その生徒の中に、動画に写っていた少年を見つける。友達二人と笑いながら正門に向
かっている。

博は鞄から包丁を取り出し、車のドアを開ける。そしてその足で、その少年に向かって
歩き出す。

何人かの生徒が、博に気づき悲鳴をあげる。博の耳に悲鳴は届かない。

少年は周囲のざわめきで後ろを振り返る。

博
娘に謝れ！！　いますぐ娘にあやまれ！！

少年
は？　なんだよ！！　

包丁を持ったまま、じりじりと少年に近く博。そして思いっきり包丁を振りかざす。少
年は驚き尻もちをつく。そして慌てて校舎へと逃げ出す。

博は、そのままあとを追いかける。

20 同・学校の廊下 20

下駄箱から廊下にかけて少年は逃げていく。博も必死に追いかける。

少年は途中でこける。博は少年に追いつく。

少年
おっさん、頭おかしいのかよ！　だれか！　せんせ
い！　

博
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おまえのせいで…愛菜は…。

少年はふたたび立ち上がり、逃げようとする。その時、廊下から歩いてくる女子生徒を
見つけ少年はすがりつく。

少年
おい、由香里。せんせい呼べって！　

女子生徒に助けを求めている少年の背中に、博は持っていた包丁を突き立てる。少年は
そのまま倒れこむ。

校舎中に悲鳴が響き渡る。包丁から流れ落ちる血。廊下が赤く染まっていく。	悲鳴で先
生たちがかけつける。博は持っていたナイフを床に落とすと、その場にぐったりと座り
込む。目の前では、少年が傷口を押さえながら、のたうちまわっている。

博がふと顔をあげると、葬儀に来ていた女子生徒（由香里）がその光景を見つめてい
る。

＊ここまでワンカット。

21 取調室（回想あけ） 21

安藤
本田さん？　聞いてますか？　どうし…

博
（さえぎって）なにが…なにが、いけないんですか？

安藤
なにがって…まだ未成年ですよ！！

博
愛菜も…未成年でした。

安藤
…でも

博
彼が、愛菜を殺したからです。

生気が失われたような目でじっと安藤を見る博。

安藤
…何があったか…話してください。

そこに扉をノックし、一人の警官が入ってくる。そして安藤に耳打ちしている。警官は
要件を伝え終えるとそのまま部屋を出て行く。

安藤
本田さん、少年は一命をとりとめたそうです。

博
刑事さんは…お子さんはいらっしゃいますか？

安藤
２歳になる娘が一人います。

12



博
その娘さんが強姦されたらどうしますか…？

安藤
…。

22 留置場 22

博は留置場で硬いベッドに座り、ぼーっとしている。

レポーター（NA）
なぜこのような事件が起きてしまったのか。父親の
やった行為は許されるものではありません。ただ父親
のやったことは間違っていないという声も聞かれま
す。いじめていた生徒の中には女子生徒も含まれてい
たということです。刺された少年は一命をとりとめ、
いじめにあっていた生徒は亡くなりました。　いった
いどうすればこのような事件をなくすことができるの
か…

23 川村由香里　自宅リビング　　　 23

川村由香里（かわむらゆかり、１７）がリビングのソファに座り事件のテレビを見てい
る。　

レポーター（NA）
いったいどうすればこのような事件をなくすことがで
きるのか…

テレビ画面には廊下に残った血痕が映し出されている。ぱちっとテレビが消され、まっ
暗い画面に由香里の姿がうつる。

24 川村由香里　自宅　　外観 24

玄関にはたくさんの落書きがされている。”人殺し”。　”街から出てけ”

　

第三部へ続く。
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