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リリカル・バレット 《シアターラボ》プレ公演上演版 

「Man-Hall」                    
 

 

 

■登場人物 

浅野 朝陽（あさの あさひ）・・・「株式会社金森出版」勤務 

加賀 秀晴（かが ひではる）・・・小説家 

佐山 彰文（さやま あきふみ）・・・道警の刑事 

里中 智恵（さとなか ともえ）・・・道警の刑事、佐山の後輩 

椎名 蒼介（しいな そうすけ）・・・無職 

椎名 七海（しいな ななみ）・・・蒼介の妹 

金森 純哉（かなもり じゅんや）・・・「金森出版」社長の息子 
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 オープニング                                                                       

 

 曲が落ちていき ぼんやり明るくなる 

 円状に立っている出演者達 

 浅野が椅子に座っている 

 その傍には佐山 

 

佐山：もう一度聞きます・・・あなたは、あの日一体何を見ましたか？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・・。 

佐山：・・・・・・・浅野さん。 

浅野：・・・・・・高田さんを、見ました。事件現場の近くで。 

佐山：・・・他に覚えている事は？ 

浅野：・・・高田さんの着ていたシャツに・・・血がついていました。 

佐山：それは、間違いありませんか？ 

浅野：・・・・間違いありません。 

佐山：・・・ご協力、ありがとうございます。 

 

 SE サイレンの音 

 明かりが浅野に絞られる 

  

浅野：・・・・これで・・・いいんだ。 

 

 SE シャッター音 

 出演者がマスコミに変化する 

 後ろから歩み出てくる蒼介 

 それを取り囲むマスコミ達 

 声が重なり合い 大きな雑音になる 

 

蒼介：すみません・・・通して下さい！！・・・・通して下さい！！！ 

 

 マスコミはまた円上に戻り 何者でもなくなる 

 残される蒼介  

 電話が鳴る 

 加賀が照明に抜かれる 

 

蒼介：・・・・もしもし・・・・あ・・・はい・・・・・はい・・・僕もさっき聞

いたところで・・・僕としてもちゃんと事実確認を・・・いえ・・・決してそ

ういうわけでは・・・ちょっと待って下さい・・・ちょっと・・・！！ 
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  加賀への明かりが消える 

  受話器を置く蒼介 

 

蒼介：・・・何だってんだ・・・・！！ 

 

 そこへ帰ってくる七海 手には大きな荷物 

 

蒼介：七海・・・お前・・・・・・。 

七海：・・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・・・・・おい。 

七海：・・・・・・・・・・。 

 

 荷物を落とす七海 

 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

七海：ダメだって。 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・え・・・？ 

 

 曲 古川本舗「Alice feat.拝郷メイコ」 

 明かりが変化していく 

 印象的な明かりへ 

 

七海：幸せになっちゃ、ダメなんだって。 

 

 周りの出演者がネットの中傷に変わる 

 

声：こないだの殺人事件の犯人の家、うちの近くっぽいんだけど。 

声：マジで？どんなん？ 

声：普通の家だよ。なんか逆に怖いっつーかさあ。あ、息子っぽい奴見た。 

声：そいつもヤバいんじゃない？ 

声：野放しにしといたらさあ、こっちまで危険でしょ。 

声：やられる前にやっちゃう？ 

声：兄妹らしいよ。妹は結婚間近だって。 

声：ありえないでしょー。父親が事件起こしといてさあ。 

声：見かけたら石でも投げてやればいいんだよ。親がそのくらいのことしてるんだ

からさ。 

声：どんな顔してんのか興味あるかも。 
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声：ほら、住所ここ。写真も晒しとくから生で見たい奴は直接行ったらいいんじゃ

ね？ 

声：俺、火つけてきたよ家に。 

声：マジで？俺も行きたかった－。 

声：そのまま死ねばよかったのにあいつら。 

声：どうせ父親も死刑なんだろうしな。 

声：死刑。 

声：死刑。 

声：死刑。 

声：死刑。 

声：家族も死ねばいいのに。 

声：死ねばいいのに。 

声：死ねばいいのに。 

声：死ねばいいのに 

声：死ねばいいのに。 

 

 中傷が大きな雑音になる 

 

蒼介：そんな事言うな・・・・！！！！ 

七海：幸せになっちゃ、ダメなんだって。 

 

  浅野が照明で抜かれる 

 

蒼介：そんなこと、言うな・・・・・・・。 

 

  ゆっくりと浅野を振り返る蒼介 

  蒼介と浅野だけに明かりが当たっている 

  曲が高鳴り 印象的な明かりになる 

  二人を残し 他の出演者達はハケ 

  明かりが急に落ち 音が残響を残して消える 

  マンホールに落ちたイメージ 
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 シーン１                                        

 

 SE 水滴の音 

  暗い中 携帯のライトが点く 

  客席を照らし 頭上を照らし ここがどこなのか把握する 

  何かを探し、ビニール袋を見つける 

  安堵する 

  舞台中央に人影を見つけ 声をかける 

 

蒼介：大丈夫ですか・・・！？しっかりして下さい！！ねえ！！！ 

浅野：・・・・・・・・・・ん・・・・・・・・・。 

蒼介：しっかり！！しっかり！！ 

 

  蒼介 浅野にビンタ 

 

浅野：・・・痛い痛い痛い痛い・・・！！！！何ですか！！！ 

蒼介：・・・よかった。 

浅野：途中から気づいてましたよね。無駄にはたかれただけですよね僕。 

蒼介：大丈夫ですか？ 

浅野：聞こえてます？僕の声。 

蒼介：ケガとか、してませんか？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・ここは？ 

 

  目が慣れるかのように少しずつ明るくなっていく 

 

蒼介：・・・・・・マンホールじゃないかと。 

浅野：は・・・・・？ 

 

  蒼介 無言で上の方を照らす 

 

浅野：あ・・・・・・。 

蒼介：・・・あなたは、どうしてここに？ 

浅野：え？ 

蒼介：・・・突き落とされたみたいなんです。 

浅野：・・・そんな。 

蒼介：いきなり視界が暗くなって、落ちる感覚がありました。 

浅野：どうして・・・。 

蒼介：さあ。でも、僕はそうされてもおかしくないんだと思います。 
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浅野：そんなことありえないでしょう。 

蒼介：・・・・・いたたたたたた・・・・。 

浅野：大丈夫ですか？ 

蒼介：・・・ええ 

 

  少しの沈黙 

 

浅野：・・・これ・・・どうしたらいいんでしょう・・・・。 

蒼介：・・・・・・・・・・・おーーーーーーーーーーーーーーーーーい！！！！！！

おーーーーーーーーーーーーい！！！！・・・ほら、あなたも。・・・・ほら！！！ 

浅野：ちょっ・・・そんな無理矢理。 

蒼介：だってこのくらいしか思いつかないじゃないですか。やるだけやらないと。 

 

   頭上に呼びかける蒼介 それに続く浅野 

 

蒼介：もっと声出して下さいよ。 

浅野：無茶言わないで下さい・・・。 

蒼介：出たくないんですかここから？ 

浅野：そういうわけじゃないですけど・・・。 

蒼介：ハッキリしない人だなあ。 

浅野：あなただって強引過ぎるでしょう。 

蒼介：僕は・・・早くここから出てやらなきゃいけないことがあるんです。 

浅野：・・・でも・・・闇雲に歩き回るのも・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・・・まあ、確かに・・・・・・・・・。 

浅野：さっきから気になってたんですけど・・・・何なんですか？それ。 

蒼介：・・・ああ・・お一つどうぞ。 

 

   袋の中からアイスが出てくる 

 

浅野：・・・・何で？ 

蒼介：好きなんですよ・・・どっちの味がいいです？ 

浅野：いえ・・・お先にどうぞ。 

 

   二人 袋を開け 食べ始める 

   浅野 途中で蒼介のアイスをじっと見つめる 

 

蒼介：何か？ 

浅野：・・・いえ。 
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   蒼介 何かに気づき 浅野に自分の食べていたアイスを差し出す 

   浅野 それを一口 

 

蒼介：こっち食べたかったんですか。 

浅野：いや・・・そんなことは・・・・。 

蒼介：言ってくれれば。 

浅野：言えないですよ。 

蒼介：・・・・・まあ、それもそうですよね。 

浅野：・・・変な感じです。 

蒼介：何がですか？ 

浅野：こんな所でアイス食べてるのが。 

蒼介：・・・・・確かに。 

浅野：・・・・あの・・・・・。 

蒼介：何ですか？ 

浅野：・・・・・お名前・・・・・・。 

蒼介：え？・・・ああ、確かに丌便ですね。・・・椎名です。 

浅野：・・・浅野です、浅野朝陽。 

蒼介：・・・・・え？ 

浅野：どうかしました？ 

蒼介：・・・・・・・あなた・・・・ 

 

  袖から叫び声が聞こえる  

 

蒼介：・・・・・・・・・！！！ 

浅野：・・・何ですかね・・・今の・・・・！！ 

蒼介：僕ら以外にも誰かいるってことですね。 

浅野：・・・・椎名さん、見てきて下さいよ。 

蒼介：行かないんですか。 

浅野：・・・・アイス落ちそうなんです。 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・・・。 

浅野：・・・・・・・・・・動けないんです・・・・。 

蒼介：・・・・・・・・・・・。 

 

  ため息をつく蒼介 

  そこへわめきながらやってくる里中  

  驚く二人 

 



《シアターラボ》プレ公演上演版『Man-Hall』  8 
 

里中：ちょっと何なのほんとにもう！！ 

 

  SE ノイズ 

  ブルー暗転 
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 シーン２                                      

 

  加賀が出てくる 

  噂話が始まる 

 

声：あ、加賀さんだよあれ。 

声：ほんとだ・・・無理して出てこなくてもいいのに。 

声：無理して笑顔作ってるのバレバレじゃん。こっちが気使うわ。 

声：厳しいよね、なんて声かけていいかもわからないしさ。 

声：家でおとなしくしててくれればいいのに。あ、こっち見た。 

声：家にいるのもキツいんじゃない？なんたって奥さん殺されてんだから。 

声：まあ・・・なんていうか・・・かわいそうだよな。 

声：ほんとほんと、かわいそうだよ。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  霧散するように 舞台上から人がいなくなる 

  地明かりになる 

  そこへやってくる金森 

 

金森：こんちは、加賀さん。 

加賀：ああ・・・。 

金森：・・・どうして会社にこないんですか？ 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

金森：父さんが心配してましてね、様子見に来たってわけです。 

加賀：・・・・・・・すみません。 

金森：早く戻ってきて下さい・・・父さんもそれを望んでます。加賀さんがいない

と回らない事がたくさんあって。 

加賀：・・・・社長には、申し訳ないと伝えて下さい。 

金森：・・・・・・難しいかもしれませんけど、早く元の加賀さんに戻って下さい。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

金森：・・・・・・・・・また来ますね。 

 

  金森 ハケ 

 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  やってくる佐山 
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加賀：・・・お久しぶりです。 

佐山：すみません突然。近くまで来たものですから。 

加賀：ありがとうございます、わざわざ・・・・その後、どうですか。 

佐山：依然として容疑は否認したままです・・・ですが例の証言もあるので、問題

無く起訴に持ち込めると思います。 

加賀：・・・・そうですか。 

佐山：・・・・加賀さん。 

加賀：許せません。世話になってた人ですけど・・・・許せません。 

佐山：気持ち、お察しします。 

加賀：死刑にして下さい、犯人は・・・もしならないなら、私があいつを殺します。 

佐山：・・・加賀さん。 

 

   佐山一礼し ハケ 

 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  七海がやってくる 

 

七海：あ・・・・・。 

 

  深々と頭を下げる七海 

 

加賀：・・・頭を上げて下さい。 

七海：でも・・・・。 

加賀：そのままじゃ話ができません。 

七海：・・・・・・・・・・はい。 

加賀：・・・・なぜ毎日ここへ？ 

七海：・・・この度は、父が大変な事を・・・ 

加賀：謝ってほしいわけじゃないんです・・・そうですよね。あなたがやったわけ

じゃない。 

七海：そんなわけでは・・・ 

加賀：じゃあどうしてですか。 

七海：・・・・・・・・・・・・・・・・。 

加賀：答えられないんですね。話にならない。 

七海：申し訳ありません・・・。 

加賀：お引き取り下さい。 

七海：でも・・・・ 

加賀：お引き取り下さい。 
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七海：・・・・・・・・・・・・・。 

 

  七海 踵を返す 

 

加賀：・・・話す気もないのに来ないで下さい。 

七海：・・・覚悟を決めたつもりでした・・・でも・・・お顔を見たら・・・言葉

が出てこなくて・・・・すみません、出直します。 

加賀：・・・そうして下さい。 

 

  七海 ハケ 

  加賀 それを見送りハケ 

  一瞬の間の後 金森が出てくる 

  七海の去った後を見ている 

  SE ノイズ 

  ブルー暗転 

  



《シアターラボ》プレ公演上演版『Man-Hall』  12 
 

 シーン３                                        

 

  金森と入れ替わりで出てくる 浅野 蒼介 里中 

  3 人の手には食べかけのアイス 

 

里中：わかります？私がどれだけ怖い思いをしたか！ただでさえ暗いところが苦手

なんですよ。なのに気づいたら真っ暗でなんか水の音はするしなんかムニュっ

とした感触の物を手でつかんじゃったような気がするししかも突き落とされ

たっぽくてお尻から落ちたせいかやけにお尻が痛いし、でも特にケガしたよう

な所もないみたいだからどんだけあたしはお尻がでかいんだろうってちょっ

と凹んじゃったし、こんなんだから嫁のもらい手がないのかなってなおさら凹

んじゃうし。私をこんな目に合わせた奴は絶対に見つけ出して逮捕してやらな

きゃってほんとに思ってるわけなんですよ。そう思いません？思いますよね

え？ 

二人：・・・はあ。 

里中：何なんですかその気のない返事。 

蒼介：いえ・・・早口でしゃべれないのに早口でしゃべろうとする意味はあるのか

なって。 

里中：失礼な！！しゃべれてたじゃないですか。 

浅野：・・・しゃべれてた、って言えてないじゃないですか。 

里中：そんな事はいいんです。・・・問題はどうやって上に上がるかですから。 

蒼介：まず・・・食べちゃいましょうか。 

 

  残りのアイスを食べる 3 人 

 

蒼介：・・・警察の方ですか？ 

里中：はい？ 

蒼介：逮捕、って・・・・・。あ、棒もらいます。 

里中：いいです。当たってるかもしれないし。 

 

  里中 スーツのポケットに棒を入れる 

  浅野もそれにならう 

 

蒼介：汚れません？スーツ。 

里中：・・・・・・刑事です・・・里中といいます。 

蒼介：いきなり始めましたね。 

浅野：・・・刑事さん。 

里中：？何か？ 
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浅野：・・・いえ・・・。 

里中：あの・・・あなた、もしかして・・・ 

 

  頭を抱える蒼介 

 

里中：大丈夫ですか？ 

蒼介：ええ・・・今はどうやってここから出るかです。 

里中：そうですね・・・見たところ梯子もないし・・・外の人に気づいてもらうし

かないんじゃないでしょうか。 

蒼介：さっき試しましたけどさっぱり。 

里中：・・・この時間だと人通りが少ないのかもしれないですね。人通りが出てき

たらもう一度試してみましょう。 

蒼介：・・・そうですね。 

里中：・・・・・・・・お二人は、どうしてここに？ 

蒼介：え？ 

里中：丌自然でしょう、大の大人が 3 人も・・・何かあると思った方が自然じゃな

いですか？共通点、とか。 

蒼介：・・・そうかもしれません・・・どうしたんですか？ 

浅野：いえ・・・。 

里中：何か心当たりはありませんか？ 

蒼介：あったところでここから出られるわけじゃないでしょう。 

里中：でも、ここから出た後に犯人を探す手がかりになります。・・・これは犯罪で

すよ。場合によっては殺人未遂です。 

蒼介：・・・心当たり、あると言えばあります。 

里中：どういうことですか？ 

蒼介：・・・浅野さん。 

浅野：・・・はい。 

蒼介：浅野朝陽さん・・・なんですよね？ 

浅野：そうですけど、何か。 

蒼介：僕は・・・あなたに会いに行くところでした。 

浅野：え・・・？ 

蒼介：高田裕介の息子、と言えばわかりますか？ 

里中：・・・・・・・・え・・・・・・・？ 

浅野：・・・・・・・・・・・！！でも・・・・・・。 

蒼介：椎名は母方の姓です。こうでもしなきゃ、生きてなんかいけない・・・あな

たに聞きたかったんですよ直接。どうしてあんな証言をしたのかって。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：あの日、父さんはまっすぐ家に帰ってきました。家とは逆方向の事件現場に
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行くのはあまりにも丌自然だし、父さんのシャツに血がついているようなこと

もなかった。どうして・・・あんなことを？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：答えて下さい・・・僕たち家族は、あの日からたくさんのものを失いました。

だから、確かめたいんです。あなたの証言が本当かどうかを。 

里中：・・・やはり・・・あなたも疑問に思っていたんですね。 

蒼介：どういうことでしょうか。 

里中：・・・私は、あなたに会いに行くところでした。 

蒼介：え・・・？ 

里中：あなたがどう思っているのか知りたかったんです・・・あの事件は、腑に落

ちない事が多すぎる。その後に・・・あなたにも会いに行くつもりだったんで

すよ、浅野さん。 

浅野：・・・・・・・・・僕に、ですか。 

里中：・・・見つかりましたね、3 人の共通点・・・これではっきりしました、私達

がなぜ突き落とされたのか。 

蒼介：なぜですか。 

里中：この事件の真相を隠そうとしている誰かがいるってことですよ。 

 

  曲 LAMA「Blind Mind」 

  明かりが印象的なものに変わっていく 

 

蒼介：・・・じゃあ、父さんは・・・。 

里中：まだ何とも言えませんが・・・別に真犯人がいる可能性があります。 

蒼介：・・・真相を知りたがる奴は邪魔ってことですか・・・じゃあ、浅野さんが

なぜ？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：ここに落とされる前、あなたは何をしようとしていたんですか？ 

 

  照明が更に変わっていき 出演者達が入り乱れる 

  佐山 里中に明かりが当たる 

 

佐山：どこに行くんだ。 

里中：すぐに戻ります。 

佐山：お前はあの事件の担当じゃない・・・気持ちはわからないでもないがおとな

しくしていろ。上からも睨まれてる。 

里中：どうして睨まれなきゃいけないんですか。・・・私は、高田さんが犯人だとは

どうしても思えません。 

佐山：証言も出てる・・・後は裁判所が判断することだ。 
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里中：・・・人を守る事が私達の役目ではないんですか。 

佐山：里中。 

里中：・・・行ってきます。 

 

   里中が明かりで抜かれる 

   佐山 ハケ 

   曲が上がり 下がる 

   蒼介 七海に明かりが当たる 

 

蒼介：最近どこに行ってるか知らないけど、十分気をつけろよ。 

七海：うん。 

蒼介：・・・・幸せに、なれないんだろうか本当に。 

七海：え？ 

蒼介：いや・・・行ってくる。 

 

  曲が上がり 蒼介が明かりで抜かれる 

  曲が落ち 加賀 金森に明かりが当たる 

 

金森：考えてもらえましたか。 

加賀：・・・もう少し待って頂けませんか。 

金森：いいじゃないですか。何で迷ってるんですか？・・・あの女が原因ですか。 

加賀：あの女、とは。 

金森：犯人の娘ですよ。・・・全く何考えて加賀さんに会いに来るんですかね、俺だ

ったら耐えられないですよ。 

加賀：・・・今日はもうお帰り下さい。 

金森：え？まだ返事を・・・ 

加賀：お帰り下さい・・・！！返事は次までに用意しておきますんで。 

金森：・・・そうですか、それじゃ。 

 

   金森 ハケ 

   曲が上がっていき 浅野が明かりで抜かれる 

 

浅野：・・・これで・・・よかったんだろうか・・・。 

 

   曲 光ブレイク 

  浅野の方を向く舞台上の人々 

  浅野への明かりを残し 印象的な明かりへ変化する 

  加賀 七海以外ハケ 
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 シーン４                                       

 

  曲が落ち 地明かりへ 

  

加賀：・・・・それで。 

七海：正直、今でも迷っています。これを言ったら・・・あなたがどう思うか。 

加賀：・・・・それで。 

七海：・・・・・・・・・・・父は・・・・やっていないと思っています。 

加賀：・・・・は？ 

七海：私と・・・兄は・・・父がやったとは思っていません。 

加賀：・・・あなた今自分が何を言っているかわかっているんですか。 

七海：逮捕のきっかけになったとされている証言があまりにも事実と違っているん

です！！・・・その証言についてはご存じですか・・・？ 

加賀：・・・警察から伺ってますが。 

七海：あの日・・・帰ってきた父の服に血はついていませんでした。どこかに立ち

寄ったような跡もありませんでした。父は、朝着ていったシャツをそのまま着

ていました。それは母が確かだと。 

加賀：・・・・それをなぜ警察に言わなかったんですか。 

七海：言いました！！・・・だけど・・・身内の証言には証拠能力がないって・・・。 

加賀：・・・・・信じられない・・・・。 

七海：そうだと思います・・・ですけど・・・どうしても伝えたかった。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

七海：・・・・ですけど・・・・今後裁判で刑が確定するようなことがあれば・・・

もう一度お詫びにあがります・・・・その時は、きちんとしたお詫びを。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・また・・・・・・来て頂けますか。 

七海：・・・・え・・・・・。 

加賀：今は・・・・・整理がつきません・・・ですが・・・・まだ・・・話したい

んです・・・。 

七海：・・・・・・・・・・・・・・わかりました・・・・・・後日また伺います・・・・。 

 

   七海 ハケ 

 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  入れ替わりで入ってくる金森 

 

金森：・・・加賀さん、こんにちは。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日はどんな。 
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金森：嫌だなあ。加賀さんが言ってたんですよ？次までに返事を用意しておいてく

れるって。 

加賀：・・・・ああ・・・・そうでしたね・・・・やはり・・・今回は見送らせて

下さい。お引き取りを。 

金森：そんな事言わないで下さいよ。 

加賀：お引き取りを。 

金森：加賀さん。 

 

  ハケようとする加賀 

 

金森：あの女が余計な事言ったんですか。 

加賀：・・・はい？ 

金森：図々しいですよね、こんなにしょっちゅう加賀さんの所に来るなんて。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・。 

金森：加賀さんも加賀さんですよ。なんであんな女と話すんですか。しかも随分熱

心に話してたように見えましたけどね。 

加賀：・・・・・・・・・聞いてたんですか。 

金森：いえいえ、先客がいたので待ってただけです・・・よく話せますね、加賀さ

ん。 

加賀：・・・・・・・・・そうですか。 

金森：そうですよ・・・あんなのと話してるから加賀さんいつまでも引きずっちゃ

うんですって。・・・いい加減しっかりしましょうよ。 

加賀：・・・あなたとこれ以上話す事はありません。 

金森：あの女と話す事はあってもですか・・・どうして前を向いてもらえないんで

すか。 

加賀：向いているつもりですが。 

金森：あの女と話なんかしてるから思い出しちゃうんですって、ダメなんですって。。 

加賀：・・・・どうしてですか。 

金森：・・・だってそうでしょう！あの女の父親が加賀さんの奥さん殺したんです

よ？首締めて、刺して、殺しちゃったんですよ！？思い出すに決まってるじゃ

ないですか！ 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・！！ 

金森：・・・・・・・・すみません・・・言い過ぎました。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

金森：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

加賀：・・・・・・・・・・・・・・・金森さん。 

金森：・・・すみません、今日は帰ります。 

加賀：・・・・・・・・いえ・・・・・・どうして知っているんですか？ 
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金森：・・・・はい？ 

加賀：・・・・・・・・確かに妻は・・・・首を絞められた後・・・刺されたそう

です・・・。ですが・・・一般的には刺殺としか・・・報道されていないはず

です。 

金森：・・・・え・・・・？・・・・いや、ニュースで言ってましたよ？ 

加賀：・・・それはいつのニュースですか？ 

金森：いつのって・・・そこまでは。 

加賀：思い出して下さい・・・私はね、妻に関係するニュースは全て見たんです。

録画したものもあります。なんならこれから一緒にチェックしましょうか・・・

そうしましょう。 

金森：・・・・すみません、失礼します。 

 

   金森 逃げるようにハケ 

 

加賀：金森さん！！！！ 

 

   加賀 金森の去った方を見つめている 

   SE ノイズ ブルー暗転 
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 シーン５                                      

 

   加賀と入れ替わりで座り込む浅野 蒼介 里中 

 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・どうしても教えてもらえませんかね。 

浅野：・・・・・いつまで持ってるんですか？アイスの棒。 

蒼介：話を逸らさないで下さい。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・すみません。 

蒼介：もしかして、あなたが本当はやったんじゃないですか？ 

浅野：・・・そんなことないです！！・・・俺は・・・やってなんかいない！！！ 

蒼介：だとしたらなぜ言えないんですか！！僕は本当にあなたが証言通りのものを

見たのか、それが知りたいだけなんです！！ 

里中：高田さん、落ち着いて下さい。 

蒼介：・・・今は・・・椎名です・・・・！！ 

里中：・・・・すみません・・・・。 

蒼介：いえ・・・。 

浅野：・・・俺は・・・何も言えません・・・・何も知りません・・・・。 

蒼介：おかしいでしょう・・・どうして何も知らないならあんな証言をしたんです

か！！ 

浅野：ごめんなさい・・・・・ごめんなさい・・・・！！！ 

蒼介：浅野さん！！！！ 

 

   蒼介 大声を出した後 頭を抱えて倒れる 

 

里中：・・・大丈夫ですか？？高田さん！！高田さん！！聞こえてます！！？ 

蒼介：・・・・だから・・・椎名ですって・・・・。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・大丈夫ですか。 

蒼介：・・・・・・・・・・ええ・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：・・・・そういえばさっきも・・・・もしかして、ずっと痛かったんですか？ 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：ぶつけたりした覚えは？・・・ああ・・・落ちた時にいくらでも可能性あり

ますよね・・・早く病院に行かないと・・・。 

 

  上を見上げる里中 

 

里中：ちょっと！！誰か！！聞こえたら返事して！！！誰か！！！！ 
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  何も起こらない 

 

里中：・・・・ダメか・・・。 

蒼介：大丈夫ですよ・・・・。 

里中：・・・・でも、頭打ってるんだとしたら・・・・。 

蒼介：大丈夫です。 

 

  立ち上がろうとして再び倒れ込む蒼介 

 

浅野：・・・・大丈夫・・・・ですか・・・・。 

蒼介：大丈夫じゃなかったら話してもらえますか。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：あまり話さない方がいいと思います・・・楽にしてて下さい。 

蒼介：・・・・・・・・・はい・・・・・・。 

里中：・・・・・・・・・浅野さん、高田さんに代わって聞いてもいいでしょうか。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：どうしてあんな証言を・・・？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今更言っても、どうしよう

もないじゃないですか。 

里中：・・・・・・・・・・・どうしてです？ 

浅野：・・・・・・・・・・・だって・・・言ったって・・・ここから出られるか

なんてわからないわけですよね・・・・・・・・。 

里中：・・・・それとこれとは別の話です。 

浅野：・・・・・・・どうしてこうなっちゃったんですかね？俺、普通に生きてた

だけだったんですよ？・・・・どうして・・・・・・・。 

里中：浅野さん・・・・。 

浅野：俺が本当の事言ったって何も変わらないじゃないですか・・・実際、変わら

なかった。あんたがた警察は何も守っちゃくれない・・・・・・。 

里中：それは、どういうことですか？ 

浅野：・・・こんな目に合いたかった訳じゃないのに・・・・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・そんなの、僕だって一緒ですよ。 

里中：・・・・無理しちゃダメです。 

蒼介：・・・・・・どうしてこうなったんだろうって・・・いつも思ってますよ。

気づいたら警察から電話来て、父さん逮捕されたって言われて・・・・その後

はもう・・・めちゃくちゃだ。こんな目に合いたかったわけじゃないってずっ

と思ってた。 

浅野：・・・・俺のせいだとでも言いたいんですか。 
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蒼介：それも少なからずあると思ってますよ・・・だって色んなものがなくなった

んです。職も、住む場所も、友人も・・・妹はね、もうすぐ結婚だったんです

よ。だけど、破棄されちゃいました婚約。そりゃそうですよね・・・父親が逮

捕された所の娘なんて嫁にもらえないに決まってる。 

浅野：・・・・やめて下さい。 

蒼介：母さんはね・・・すごくよく笑う人でした。ちょっと口うるさいとこありま

したけどね・・・今入院してます。 

里中：・・・心労ですか？ 

蒼介：自殺未遂です・・・見つけるの早くて助かりました。父さんが逮捕されたシ

ョックと、周りの中傷に耐えられなかったんでしょうね。今でも病室でずっと

口癖みたいに言ってます。ごめんなさい、ごめんなさいって・・・。 

浅野：やめて下さいって！！ 

蒼介：そういうつもりで言ってるわけじゃないんですよ・・・僕の事話すからあな

たの事も教えてほしいんです。 

浅野：・・・・そんな・・・・・・・・強引な。 

蒼介：そうですね・・・でも、教えて下さい。後は・・・父さんの事ですか・・・

面会に行ったんですけど・・・何も言ってもらえませんでした・・・疲れきっ

てたみたいでね・・・一言、面倒かけるなって。・・・・でもね、やっぱり顔

見たらやってないんだなって思ったんです・・・・・・・・・・・・！！！！ 

里中：高田さん！！これ以上は！！！ 

蒼介：もう少し・・・もう少しですから・・・・昔ね・・・父さんは覚えてるかな

あ・・・どっかの野球場辺りまで散歩に行ったんですよ。で、アイス買っても

らって妹と二人で食べて・・・当たり付きのアイスだって知らなくて俺、アイ

スの棒折っちゃったんです。で、父さんが「それ、当たってるぞ」って。急い

で売店に行って変えてもらおうと思ったんですけど・・・売店のおばちゃん、

折れたやつは変えてくれないっていうんです。・・・なんだか悲しくてね・・・

それ父さんに言ったら怒っちゃって・・・売店のおばちゃんとケンカして・・・

売店のおばちゃんが「折れてるってことはその辺に落ちてるゴミでも拾ってき

たんじゃないですか？」って言ったらしくてね・・・父さん「当たりは当たり

だ、間違ってない。大体、うちの子がその辺に落ちてる物を拾うわけないだろ」

って怒鳴って・・・結局そのおばちゃんのこと泣かせちゃったんですよ・・・・・・・

母さんはやりすぎだって言ってたけど・・・嬉しかったんですよ、俺。未だに

嬉しかったなんて父さんに言った事ないんですけど・・・嬉しかったなあ・・・

その時からもう・・・世界で一番かっこいい父さんなんです俺にとっては・・・

だから・・・今回もやっぱりやってないんだって・・・思うんですよ・・・。 

浅野：・・・・そんなこと・・・言われても・・・。 

蒼介：これで全部です、うちの家族の話。・・・はい、じゃあ次は浅野さんが話す番

です。 
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浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：たくさんなくなっちゃったけど、まだ幸せになれると思うんですよ。そうや

って妹にも教えてやりたいんですよ。親孝行まだ全然してないから、母さんに

も父さんにも楽させてやりたいんですよ・・・・お願いしますって浅野さん。 

里中：・・・・・・・・浅野さん。 

浅野：・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・・浅野さん。 

 

   SE ノイズ ブルー暗転 蒼介 里中ハケ 

   佐山入り 

浅野がサスに抜かれる 

 

佐山：浅野さん・・・あなた、奥さんがいますね？ 

浅野：そうですけど何か？ 

佐山：身体が弱いそうで・・・でももう間もなく出産だと・・・おめでとうござい

ます。 

浅野：何が言いたいんですか。 

佐山：こうやってお話聞かせてもらってる時間・・・奥さんにとってはきっと気が

気じゃないですよね。精神的に負担になってるはずだ。 

浅野：・・・だから何が言いたいんですか！ 

佐山：あなたのこと、重要参考人としてお呼びしても構わないんですよ・・・そう

なったら奥さんどう思われますかね？自分の夫が事件に関わってるかもしれ

ない・・・・精神的負担は増しますよね？・・・最悪、流産の可能性・・・と

か。 

浅野：・・・・・・・そんな・・・！！！ 

佐山：浅野さん・・・別にこちらも手荒な事がしたいわけじゃないんですよ。よー

く、考えて下さい・・・・では、もう一度聞きます。 

 

   SE ノイズ ブルー暗転 浅野ハケ 

   入れ替わりで金森入り 

   サスに抜かれる二人 

 

金森：・・・すみません。 

佐山：余計なことしてくれましたね。 

金森：つい・・・・。 

佐山：・・・あなたのことは、お父様から頼まれてますからなんとかしますが・・・。 

金森：気をつけます。 

佐山：・・・二度とこのような事がないように。 
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金森：大丈夫ですよ、何かあったらまた父さんがなんとかしてくれますから。金、

持ってますし。 

佐山：金森さん。 

金森：じゃ、お願いしますね。 

 

   金森ハケ サスで佐山が残される 

   ため息をつく佐山 

   加賀と七海が入ってくる 

   明かりが広がる 

 

加賀：どういうことか、教えてもらえますか。 

佐山：・・さあ、私はちょっと寄っただけですから。 

加賀：佐山さん。 

佐山：加賀さん、もう犯人は捕まりました・・・我々にできるのは、裁判の行方を

見守る事くらいです。 

加賀：佐山さん、これは大事な事なんです。もしかして・・・本当は・・・ 

佐山：・・・・失礼します。 

 

   佐山 ハケようとする 

 

七海：待って下さい。 

佐山：何か。 

七海：教えて下さい・・・父は・・・本当にやったのでしょうか。 

佐山：・・・・それは、裁判ではっきりします。 

七海：どうして、金森さんという方が普通の人では知り得ない事を知っていたので

すか？ 

佐山：私にはわかりません。 

加賀：本当なんでしょうか。 

佐山：加賀さん。 

加賀：・・・佐山さん、あなたにはよくしてもらいました・・・疑いたいわけでは

ないんです。 

佐山：・・・高田さんが憎いと、あなたこの間言っていましたよね。どうして急に。 

加賀：わかりません・・・世話になった人でしたから・・・どこかで信じたくなか

ったのかもしれません・・・今はそんな事を話しているんじゃない・・・どう

なんですか。 

佐山：・・・・知りません。 

七海：・・・本当なんでしょうか！？・・・お願いします！！本当の事を教えて下

さい！！お願いします・・・！！！ 
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   七海が佐山の腕を掴み 必死に頼み込んでいる 

   それを振り払う佐山 思いの外強い力で 

   転ぶ七海 

 

加賀：・・・・・・佐山さん。 

佐山：・・・・私だってね・・・・！！！ 

 

   佐山 再びハケようとする 

 

加賀：教えていただけないという事は・・・そういう事だと解釈してもいいんです

か。 

佐山：・・・・・・・。 

七海：教えて下さい・・・お願いします・・・！！ 

 

   佐山 七海を振り返る 

 

佐山：裁判の結果をお待ち下さい・・・でも、失ったものは戻ってきません・・・・・

何かありましたらご相談下さい。 

七海：そんなのはいいです・・・今、私の質問に答えて下さい。 

佐山：・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

   金森 出てくる 

 

金森：あ・・・・まずいとこでした？ 

佐山：・・・こんなところで何を。 

金森：いや、ちょっとね。 

加賀：・・・金森さん・・・この間の質問、答えてもらってもいいですか。 

金森：・・・ああ、あれね・・・そうですよ 

佐山：・・・金森さん！ 

金森：だってなんかもう面倒くさくなっちゃって・・・あ、でも俺捕まらないよう

になってますから、無駄ですよ。・・・・それより加賀さん、返事聞かせても

らえませんかね？俺、父さんからどやされちゃうんですよ返事もらえないと。 

加賀：・・・・・・・・・・・！！ 

 

   加賀 金森を殴りつける 
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金森：痛って・・・・佐山さん・・・これ傷害の現行犯じゃないですか？・・・捕

まえちゃって下さいよー・・・痛いなあ・・・何するんですかもう。 

 

   加賀 金森に飛びかかろうとする 

 

七海：加賀さん！！！ 

加賀：・・・・・・・・・・・・・。 

金森：・・・佐山さん、ほら、早く捕まえて下さい・・・いたたたたた。 

 

   七海 金森の前に立つ 

 

金森：何？あんたも俺の事殴る？いいよ別に。あんたも捕まるだけだから。 

七海：どうして父さんに・・・？ 

金森：誰でもよかったんだってそんなの。俺が捕まらなきゃそれでいいんだから。

ごめんね、もう幸せになんかなれないよねこんなことになっちゃってさ。 

七海：・・・・幸せになれませんか。 

金森：そうでしょ。自分でもそれ思ってたんじゃない？婚約者に逃げられたんだっ

け？ダメでしょもう・・・・何、その目。 

 

   七海 金森に平手打ち 

   七尾旅人「Last Date」 

 

金森：・・・・佐山さん・・・こいつもですね・・・早くして下さい・・・佐山さ

ん！！ 

佐山：金森さん・・・もういいでしょう。 

金森：暴力ふるわれましたー。こいつ捕まえちゃってくださーい。 

七海：じゃあ・・・あなた方の今していることは暴力じゃないとでも言うんです

か・・・・！！ 

佐山：・・・・・・・・高田さん。 

七海：・・・・私は・・・ちゃんと幸せになってみせますから・・・！！あなた方

になんて・・・負けませんから・・・！！ 

金森：どうやって？・・・あの証言がある限り、俺は守られるんだから。犯人は俺

じゃないってことになるんだから。そして・・・証言は絶対に覆らない。 

七海：・・・・・・どうしてそう言い切れるんですか。 

金森：さあね。 

 

   金森 ハケ 佐山 一礼しハケ 

    



《シアターラボ》プレ公演上演版『Man-Hall』  26 
 

 

加賀：・・・・・・・・・。 

七海：加賀さん・・・・・・・・悔しいです・・・・悔しいです・・・・・！！！・・・・・・

悔しいよう・・・・・・・！！！！ 

加賀：・・・・・・・・・・同じ・・・・です・・・・・・・・！！！！！ 

 

   しばし 沈黙 

 

七海：・・・・・・失礼します。 

加賀：どちらへ・・・・？ 

七海：連絡が取れないんです、兄と・・・ 

加賀：・・・・・・・行きましょう・・・・！！！ 

 

   二人 頷く 

   曲が高鳴り ブルー暗転 
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 シーン６                                    

 

  浅野 蒼介 里中入り 

  曲が落ちていく 

  里中が頭上に向かって叫んでいる 

 

里中：・・・ダメですね。 

浅野：・・・・・・・・だから、もうダメなんですって。 

里中：・・・・・・・・・・すみません。 

浅野：・・・・・・・・何がですか？ 

里中：・・・・・・・刑事なのに何の役にも立たなくて。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：・・・・結局、人の事守れないんです警察って。 

浅野：・・・・・・・・・・・・どういう事です？ 

里中：今もそう・・・高田さんの事もそう・・・・そしてきっとあなたのこともそ

う。 

浅野：え？ 

里中：警察がもっとしっかりしてたら、本当の事話してくれるはずですもんね。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：刑事になって、ようやくわかりました。警察ってね・・・人の事守るわけじ

ゃないんです。法律守るってだけなんです。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・そうですね。 

里中：もっと・・・・違ってたらよかったんですけどね・・・・。 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

蒼介：・・・・父さん・・・・・・・・・・。 

里中：・・・大丈夫ですか？高田さん。 

蒼介：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

里中：高田さん？・・・・ちょっと・・・高田さん！？ 

 

   里中の呼びかけに答えない蒼介 

   フラフラと立ち上がり 頭上に向かって叫ぶ 

 

蒼介：父さん！！！母さん！！！七海！！！・・・・・おーい！！！！おーーーー

ーい！！！ 

 

   倒れる蒼介 

 

浅野：・・・・ちょっと・・・あんた。 
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里中：高田さん・・・高田さん・・・！！！！ 

蒼介：・・・高田でいいです、もう・・・・あきらめちゃ・・・ダメです・・・・

まだ・・・・あきらめちゃ・・・・あ・・・その前に・・・浅野さん・・・・

浅野さんの番ですよ・・・奥さんの事とか・・・生まれてくる息子さんのこと

とか・・・聞かせて下さいよ・・・。 

 

   動かなくなる蒼介 

 

浅野：・・・・・・・！！ 

里中：高田さん！！！・・・・高田さん！！！聞こえてたら指でいいから動かして

下さい！！この棒動かすだけでもいいですから！！！・・・・高田さん！！！！ 

浅野：まだ持ってたんですね・・・・・・・・。 

里中：高田さん！！・・・・脈が弱くなってます・・・！！早く病院へ運ばない

と！！！・・・電話は圏外だし・・・・・・・・・・・・・・・・誰も気づい

てくれないし・・・・・・・・・・・・・・・もうどうしたらいいの！！！ 

 

   里中 頭上に叫ぶ 

 

里中：ちょっと誰か！！！急病人がいるの！！！だれでもいいから助けて！！！お

願い！！！！誰か！！！！！！・・・・ほら、浅野さんも・・・！！！！ 

浅野：勝手だよあんた・・・勝手に自分の事話して、勝手に俺の事調べて・・・あ

きらめちゃいけないとかって・・・・動かなくなってる場合じゃないでしょ

う・・・！！！ 

里中：ちょっと・・・・浅野さん！？ 

浅野：ダメですって・・・こんなんで終わったらダメですって・・・ここで戻れな

かったら俺達さんざんじゃないですか！！！何にもしてないのに散々じゃな

いですか！！！・・・・・・・俺がこんなこと言い出したからって何が変わる

かわからないかもしれないですけど・・・今更こんなこと言ったって何もなら

ないかもしれないですけど・・・！！このままじゃダメだ！！！ダメでし

ょ！！？・・・俺・・・ちゃんとした事言います。・・・目の前でこんな・・・・

ほっとけないです。 

里中：・・・はい・・・私もお手伝いします。 

 

   蒼介の傍による浅野 

 

浅野：なあ・・・・あんたこれから親孝行するんだろ？なんだか妹にもいってやり

たい事あるんだろ？・・・・勝手に動かなくなってる場合じゃないだろ！！次

俺の番だから！！俺がちゃんと話す番だから！！！・・・・・・・・あれ？ 
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里中：どうしました？ 

 

   浅野 蒼介の手からアイスの棒を取る 

 

浅野：・・・・・・・・はは・・・・・・・。 

里中：・・・・・どうしたんですかいきなり。 

浅野：・・・・・・・当たってるんです。 

 

   浅野 里中にアイスの棒を見せる 

 

浅野：・・・・当たってますよ－。だから・・・・起きて下さい・・・ねえ・・・！！！

当たってるんですから・・・・取り替えてきたらいいじゃないですか、今度は、

ちゃんと・・・・・。そんで・・・お父さんと食べたらいいじゃないですか・・・・！！！ 

 

   蒼介は 動かない 

 

浅野：おーーーーーーーーーーーい！！！！！おーーーーーーーい！！！！！！誰

か！！！！誰か！！！！！！気づいて下さい！！！！！俺はこれから！！！

本当の事を言わなきゃいけないんです！！！で、里中さんは犯人捕まえなきゃ

いけないんです！！！！・・・・・・・高田さんは！！！アイス食べなきゃい

けないんです！！！家族で！！！！だから・・・誰か気づいて下さいお願いし

ます！！！！！当たってるんですこのアイス！！！だから・・・・だか

ら・・・・！！！！！ 

 

   息を切らす浅野 

   蒼介が 少し身体を起こす 

 

里中：高田さん！？ 

浅野：・・・・・・・・・・・・・・・。 

高田：・・・・・取り替えて、こなきゃね。 

 

  微笑みあう 3 人 

   曲 ほたる日和「古き良きもの」 

   頭上から強烈な光が降り注ぐ マンホールの蓋が開いたような 

   頭上を見上げる浅野 蒼介 里中 

   暗転！ 

   カーテンコール 

          Man-Hole 改 終幕 


