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財産省事務次官室 

 山科は、吉本の説明を黙って聞いていた。 
「つまり、権藤さんは、今期限りでＮＴＳを去るということだな。しかも、会長にも顧問

にもならず、すべての役職から降りると」 
「その通りです。」 
「そうか、権藤さんらしい引き際だな」 
「ええ、こちらも、完全に一本とられたという感じです。もし、権藤さんが、もう一期や

りたいと言ったら、財産省からの天下りを拒否したのは、自分の地位を守りたいからだろ

うという非難の声が必ず上がっていたでしょう」 
「しかし、ＮＴＳは、これから大丈夫なのだろうか」 
「次期社長は、かなりしっかりしたひとだと聞いています」 
「金井さんよりは、よっぽどましということか」 
「その通りだと思います」 
金井は、平和財団の理事長の職を辞していた。 
「あれだけ、マスコミから叩かれたのでは、金井さんとしても辞職やむなしというところ

だったようです」 
「そうだね。あれでは次期ＮＴＳ社長など、はなっから無理だったな」 

週刊ワイドの記事はかなり反響を呼んだ。ただでさえ、税金や年金の無駄遣いが問題に

なっているところに、天下り役人が、年金を湯水のごとくに使っていたということが表沙

汰になったのだ。年金企画財団で、パートとして働いていた女性は実名でマスコミに登場

していた。 
「しかし、あれはひどかったね」 
山科もあきれている。 
 この財団では、ほとんどの役員が保健省ＯＢで、実質的な仕事は、すべて下請けの民間

企業に任せていた。職員の数よりも天下りの役員の数が多いのであるから、当然であろう。

自分たちで仕事をしようなどとは、最初から考えていないのである。しかも、年金を年金

関連事業に自由に使っていいという悪法のおかげで、何でもかんでも年金につけまわして

いた。この財団によると、すべてのことが年金関連となってしまう。多くの理事は、私用

のゴルフのプレー代まで、年金から支払わせていた。 
 さらに、驚いたのは、交際費の異常な多さである。問題のＮ理事は、一晩で二〇〇万円

を使ったこともある。このアルバイトの女性は、伝票のコピーを持っていた。この記事に

よると、この接待は、仲間の官僚ＯＢと飲み食いするための私的なものだと指摘している。

そして、会合には、もと財産省事務次官のＫまで参加していたとしている。さらに、会が



いかに破廉恥なものであったかまで書かれている。野球拳で、コンパニオンを裸にするな

ど、目に余る行為の連続であったという。 
 実名は出ていないが、Ｋと書かれれば、誰でもが金井のことと分かる。その後、この女

性はテレビにも登場し、この財団が、いかにでたらめをやってきたかを告発した。当然、

金井のところにもマスコミが大挙して押しかけてきた。 
 金井が理事長を務めている日本平和財団とて、不必要な天下り組織である。マスコミに

調べられたら、そのでたらめぶりが表に出てしまう。これを阻止するためにも、金井は理

事長職を辞めざるを得なかった。依願退職であったので、満額とはいかなかったが、退職

金もせしめることができた。 
 本来ならば、吉本が、金井のつぎの仕事先を探す立場にあるのだが、事情が事情である

ため、その責務からは逃れることができた。これで、金井の役人人生は終わりである。 
「しかし、こうなってみると、権藤さんは、いろいろなことを本当によく考えていたとい

うことになるな」 
「そうですね。しかも、われわれＯＢの天下り先も確保してくれています」 
「あれは、有り難かった。最近は、どこの企業も受け入れを渋るようになっているからな」 
 吉本は、権藤からＮＴＳの子会社の副社長ポストを三つ用意したと聞かさせれたとき、

本当に感謝した。まず、ＮＴＳ社長を、このまま財産省ポストとすることには、世間の反

発は必至である。それに、たとえ子会社とはいえ、社長ポストとなると、批判されるのは

目に見えている。副社長ポストであれば、それほど目立たない。しかも、財産省ＯＢの力

量を生かすこともできる。 
  
 
小枝子の苦悩 

「やっぱり、佐伯さんには適わないわね」 
小枝子は、ため息をついた。 
「どうしたんです。小枝子さん、いつもの元気がないですね」 
佐伯と小枝子はデートを重ねていた。最近は、ふたりでテニスで汗を流すことが多い。小

枝子は、佐伯にこてんぱんにやりこめられても、常に向かってきた。佐伯は、小枝子のバ

イタリティに感心させられていた。 
小枝子は、ワインを傾けながら、今日、何度目かのため息をついた。 
「大学をやめようかな。」 
「どうしたんです、小枝子さん。」 
いつもの小枝子らしくない。 小枝子は、佐伯を見てこういった。 
「わたしが仕事を止めたら、佐伯さん、わたしを貰ってくれる。」 
佐伯は、思わずワインにむせた。 
「何か大学であったんですか。」 



「佐伯さんに愚痴ってもしょうがないわね」 
「確かにそうですが、誰かに話すと気が晴れるということもありますよ」 
小枝子は、佐伯をみると、弱々しく笑った。 
「そうね。実は、今度、国の予算をもらえることになったの。公募ってご存知かしら。」 
「ええ、研究費の申請ですよね。最近は、研究者が研究計画書を提出して、研究予算を競

争で獲得するようになったと聞いたことがあります」 
「実は、競争とは言っても、かなり恣意的なところもあるの。たとえば、審査するひとの

知り合いには優先的に配分されるとか」 
「それは、ある程度仕方がないんじゃないですか」 
「私立大学は、国立大学に比べて、競争資金の獲得がものすごく難しいの。だから、予算

を持ってきたひとは、それなりに評価されるわけ」 
「結構、大変ですね」 
「今回、わたしが予算を獲得できたのは、色仕掛けだと噂を流しているひとがいるの」 
「色仕掛け！」 
「ええ、おまけに教授に昇進できたのも、学部長を誘惑したからだって。まったくのでた

らめなのに、ひどい話よ」 
「確かに、ひどいですね」 
「しかもね。その噂を流しているのが、女性の仲間なの」 
「へー、大学も大変ですね」 
「大学というところは、圧倒的に男社会なの。一般社会では、考えられないくらい女性蔑

視が激しいの。だから、女性どうしが助け合って、地位向上を訴えるべきなのに、その逆

に、互いの足を引っ張りあっている。本当に嫌だわ」 
「そうですか。わたしには、事情は良く分かりませんが、このように考えたらどうですか。

小枝子さんは、まわりから嫉妬されるほど、魅力的で、能力的にもすぐれているんだと」 
小枝子は、佐伯の方をじっと見た。つぎの言葉を待っているのだ。 
「まず、学部長を誘惑したという件ですが、これは、魅力的な女性でなければ、男性を誘

惑することはできません。つまり、そういう噂がたつということは、小枝子さんが、魅力

ある女性だということを、まわりのみんなが、認めている証拠ですよ」 
「考えようによってはそうね」 
「それから、研究予算を獲得したということですが、これも素直に喜ぶべきことだと思い

ます。男性、女性に関係なく、誰かが通って、誰かが落ちれば、落ちた方の人間は、必ず、

くやしさのあまり、通った方の人間をけなすはずです。これは、どんな世界にでもあるこ

とですよ」 
「そうかしら」 
「それよりも、今日の料理を楽しみませんか。本当においしそうな前菜が目の前にありま

すよ」 



「あら、本当にきれい。それにおいしそうだわ」 
そして、小枝子は前菜をつまんだ。すると、笑顔にかわった。 
「本当だ。こんなおいしいものの前で、愚痴なんか言ってられないわよね」 
「そうですよ。前向きに考えましょう」 
「そうだ。いつもの私らしくなかったわ。佐伯さん、ありがとう。何だか元気になっちゃ

った」 
「それじゃ、ついでにお誘いします。来週の土曜日に箱根に行ってみませんか」 
「箱根？」 
「ええ、僕の親戚がやっている宿があるんです。隠れ家的な存在で、料理も絶品です」 
「やだ。それって、一泊するっていうこと?」 
「ええ、そうです」 
「佐伯さんって意外と大胆ね」 
「あっ、ちょっと誤解を与えてしまいましたか。実は、社長もお誘いしているのです」 
「パパも！」 
「ええ、いつもお世話になっているほんのお礼のつもりです」 
「箱根か。しばらく行ってないな。わかりました。ご一緒させていただきます。久しぶり

に親孝行もしないとね」 
小枝子は、すっかり、いつもの顔に戻っていた。 
 
 
傷害事件 

 佐伯は、今朝聞いたニュースのことで、頭がいっぱいだった。この時期に、また余計な

ことをしてくれた。警察から、会社に一報が入ったのは、昨夜遅くのことだった。ＮＴＳ

社員が酔って、駅員に暴行を働いたというのである。 
 逮捕されたのは、熊田芳樹といって、営業部門に働く五十三歳である。同僚と酒を飲ん

だ後、駅のホームで喫煙しているところを注意されたらしい。 
熊田は、注意した相手に 
「俺がどこで、タバコを吸おうと勝手だろう」 
と暴言をはいたうえ、相手の顔に煙を吹きかけたという。怒った乗客は、駅員に通告した。

駅員が来ても、熊田は、タバコを吸い続けていた。 
「あの、お客さん。ここは、禁煙です。タバコの火はすぐに消してください」 
そういうと、熊田は駅員をにらんだ。 
「なんで、ここでタバコが吸えないんだ。昔は、どこでも自由に吸えたぞ」 
と熊田はすごんだ。 
「他のお客様の迷惑になります。すぐにタバコはやめてください」 
駅員もねばった。 



 ところが、熊田はやめるどころか、箱からもう一本取り出して火をつけようとした。見

かねた駅員が、熊田からタバコを奪った。すると、突然、熊田は 
「ふざけんるんじゃない」 
と言って、駅員の顔をなぐったのである。 
 そこに、別の駅員がやってきて、酔っている熊田を押さえつけ、警察に連絡したのだ。

さすがに、警察に連行されて、熊田はしゅんとなったが、時すでに遅かった。警察の取調

べで、熊田は、ＮＴＳの社員であることを白状した。 
 すぐに、警察からＮＴＳに連絡があったが、時間が遅かったので、警備室しか空いてい

なかった。まだ、ニュースにはなっていないが、熊田に最初に注意した乗客は、かなり憤

慨しているらしく、熊田がＮＴＳ社員と聞いて、すでにマスコミにも連絡したようだ。 
 いま、広報室が、情報収集につとめており、熊田を注意した乗客との接触も試みている

が、いまだに連絡はとれていない。広報室としては、乗客と暴行を受けた駅員に対して、

丁重な応対をするつもりであるが、かなり頑なになっていることは予想できる。 
 不法行為の喫煙を注意されて暴行を働いた男が、タバコ会社の社員とあっては、マスコ

ミの格好の餌食になるだろう。 
「社長、大変なことになりました」 
権藤は、すでにニュースを知っているようだ。 
「朝、自宅に広報から連絡があった」 
「どうしましょうか？」 
「起きたことは仕方がない。あとは、どうやって真摯に対応するかだな」 
「記者会見はどうされますか？」 
すでに、マスコミからは、ＮＴＳという会社としての会見を求められているようだ。権藤

は考えている。 
「いま、広報室の方で準備しているようです。会見は、広報担当役員の棚橋取締役があた

ることになっています。それでよろしいですか？」 
佐伯は心配だった。棚橋は、どこまでうまく対応するだろうか。 
 ところが、権藤は意外なことを聞いた。 
「その駅員に暴行は働いた男はどうしているかな。」 
「ああ、熊田のことですか。本人も反省しているようですし、微罪なので、いまは自宅に

帰っているようです。」 
「そうか。退職するしかないのかな」 
権藤は、なにを言うのだろうか。会社に迷惑をかけた熊田のことなど、どうでもよいでは

ないか。それよりも、マスコミにいかに対応するかの方が、よほど重要である。 
「本人は、相当参っているだろう」 
「当たり前です。自分のせいで会社全体に迷惑をかけたのですから」 
「佐伯君。悪いが、熊田君の家庭状況を調べてくれないか？」 



佐伯は、権藤の言葉を聞き違えたかと思った。なぜ、熊田の家庭のことが気になるのか。 
「五十三歳というのは、決して若くない。再就職も難しいだろう」 
「それは、そうでしょう。しかし、自業自得です」 
ただでさえ、ＮＴＳは、世間から厳しい目でみられがちである。それなのに、たった一人

の社員のせいで、さらに苦境に追い込まれることになる。簡単に許せるものではない。 
「それと。記者会見には私が出る」 
「社長がですか」 
「ああ。棚橋君では荷が重過ぎるだろう」 
「しかし、社長というのはどうでしょうか」 
「こういう時はトップが出て謝る。それが一番だ」 
佐伯は心配だった。まさかとは思うが、権藤がしくじった場合、後がなくなるからだ。

記者は、かなりいじわるな質問もしてくる。油断はできない。 
しかし、権藤の決定は絶対だ。佐伯は広報室に行って、記者会見には棚橋と一緒に権藤

も席に着くことを伝えた。篠原は驚いていたが 
「それがいいかもしれない」 
と言った。今回の事件は対応如何では、ＮＴＳが大打撃を受ける可能性がある。 
 つぎに、佐伯は人事課に向かった。熊田のことを調べるためだ。 

「熊田さんは、高卒で東北工場の地方採用で公社に入っています」 
佐伯は、どうして、熊田は、こんなばかなことをしたのだろうと思っていた。五十三歳

といえば、分別もあるはずだ。それに、警察沙汰になったら、職だけでなく、退職金だっ

てフイにする可能性もある。 
「熊田さんには、二人のお子さんがいます。上の息子さんは大学を卒業して、自動車会社

にお勤めです。下のお嬢さんは、まだ高校生ですね」 
佐伯は、子どもの一人が独立していると聞いて安心した。 
 権藤にこのことを話すと 
「そうか、まだ高校生のお嬢さんがいるのか」 
と言った。 
 そして、さらにこういった。 
「佐伯君。申し訳ないが、直接、熊田君とあって、話を聞いてもらえないかな。なぜ、こ

んなばかなことをしたのか聞いてほしい」 
「分かりました」 
 
熊田芳樹 

 熊田の家は、京王線の八王子駅からふたつほど東京よりの駅で降りて、歩いて十五分ほ

どのところにあった。交通の便は、あまりよくないが、閑静な住宅街にある二階建ての一

軒家だった。まだ、ローンも終わっていないのではないか。佐伯はそんな心配をした。 



 呼び鈴を押すと、熊田の奥さんと思しきひとが応対に出た。熊田は、事件のショックで

ふさぎこんでいるという。 
 確かに、熊田は憔悴しきった顔をしていた。髭を剃っていないので、余計にやつれて見

える。佐伯と対した熊田は大きくため息をついた。 
「どうして、あんなばかなことをしたのか、自分でもよく分からないのです。あの日は、

朝からむしゃくしゃしていました」 
 素面の時の熊田は、ひとの良さそうな印象で、とても人を殴ったりするようにはみえな

い。 
「会社はクビでしょうね」 
また、熊田は独り言のように言った。 
「それは、まだ分かりません。それなりの処分は下されるでしょうが、免職処分になるか

どうかは確定していません」 
それを聞いて、熊田は、少しだけ元気になったようだ。 
「それから、今日の熊田さんとの面談を私に薦めたのは、社長です」 
「社長が？」 
「ええ、社長の権藤は、ずいぶんと熊田さんのことを心配されていました」 
「わたしのことをですか？」 
「ええ、特に、家族構成はどうなっているのかとか、家のローンのことも気にかけておら

れましたよ」 
「そうですか。それはありがたいことです。会社に迷惑をかけた自分のことを、怒るどこ

ろか、逆に、心配していただけるとは」 
「ところで、この家はローンで買われたのですか？」 
「はい、幸い、後、五年ほどで完済です。ただし、当てにしていた退職金がだめになると

すると、手放さなければならないかもしれません」 
「だけど、お嬢様だって大学まで考えられているのでしょう」 
「そうですね。このご時世、大学くらいは出してやりたいと思っています」 
佐伯は、熊田に下される処分について、頭を痛めていた。温情なものを考えたいが、それ

では、世間が許さないだろう。 
「いまさら言っても仕様がないかもしれませんが、熊田さんはどうして、あんな事をしで

かしたんですか？」 
「私もよく分からないのです。朝からむしゃくしゃしていたのは確かです」 
「朝からですか」 
「ええ、娘とケンカしました」 
「お嬢さんとですか」 
「原因はタバコなんです」 
「タバコ！」 



「昔の公社時代は良かった。煙塩販売公社に勤務しているということだけで、尊敬を集め

ました。しかし、いまでは、まったく逆です。娘がいじめられるというんです」 
「いじめですか？」 
「ええ、親がタバコ会社に勤めているというだけで、臭いと言われるらしいのです」 
「そうですか」 
佐伯は不安になった。自分に子供ができて、学校に通うようになったら、親の会社のこと

でいじめられたりするのだろうか。 
「実は、高校の自由課題で、タバコの害について、ある班が調べたらしいのです。高校生

ですから、面白半分にデータを集めたのでしょう。タバコがいかに他人に迷惑をかけるか

とか、肺がタールで真黒になった写真がこれでもかと出てきたそうです。その時、誰かが、

そういえば熊田のお父さんはＮＴＳじゃなかったかという話になったそうです。後はお決

まりのコースです。みんなで娘のことをいじめるようになったのです」 
 確かに、いじめのきっかけは些細なことが多いと聞く。 
「あの朝、会社に出かける前に、ベランダで一服していた時です。ああ、もちろん、家族

のことを考えて、部屋ではタバコは吸いません」 
熊田ははにかんだように笑った。 
「娘が、やってきて、タバコも会社もやめて欲しいと言ってきたのです。その時は、事情

を良く知らなかったので、かちっときました。しかし、女房から、娘が私の会社のせいで

いじめられていると聞いて、すっかりしょげてしまいました。しかし、会社を辞めること

はできません。家族を養っていかなければなりませんから。家のローンだって残っていま

す」 
佐伯は、熊田の気持ちが痛いほど分かった。かつては、誇りに思っていた会社が、世間か

ら迷惑のように思われているのだ。そう言えば、アメリカでは、社員は、タバコ会社で働

いているということは絶対秘密にしているという。変な嫌がらせが多いかららしい。 
「その日は、久しぶりに公社時代の仲間と飲みました。懐かしかったですね。思いっきり、

タバコを吸いましたよ。いまじゃ、堂々とタバコを吸えるのは、安い居酒屋くらいです。

ちょっと、しゃれた店にいけば、みんな禁煙だと断られてしまいます」 
 佐伯は、そういう宴席には絶対加わりたくないが、タバコの好きなどうしでは、酒をや

りながら、ぷかぷかやるのも楽しいものなのだろう。 
「みんなと別れて、帰宅しようと、駅のホームに来たら、禁煙と書いてあるではないです

か。昔はよかった。みんなホームで平気でタバコを吸っていたのですから。酒が入って気

が大きくなっていたのでしょう。自分は、自由にタバコを吸ってやると思いまして、禁煙

という表示の前で、わざと一服したのです」 
「その時ですか。乗客の方に注意されたのは」 
「そうなんです。悪いのは私の方ですが、酒の勢いでなにくそという気になりました」 
熊田は、文句を言った乗客が消えたので、自分が勝ったと思ったようだ。ところが、その



乗客が駅員をつれてやってきた。急に、熊田は、その駅員が、娘をいじめている仲間と思

ってしまった。それで、思わず手が出たのだという。 
「あれから、タバコはやめました。ちょっと、口元がさびしいですが、もう金輪際、タバ

コはやりません」 
「そうですか。ＮＴＳとしては大事な顧客を失ったことになりますね」 
「皮肉なものです。これで、娘の願いどおりになった。会社もタバコもやめることになる

のですから」 
 
 
記者会見 

 民自党の議員のスキャンダル発覚のおかげで、記者会見場には、それほど記者は顔を見

せていなかった。佐伯はすこしほっとしていた。篠原もやれやれという顔をしている。会

見には、権藤と棚橋、そして、熊田の直接の上司である山田営業部長も並んだ。 
 まず、権藤が代表して、記者団に頭を下げた。 
「本日は、お忙しい中をお集まりいただき、本当にありがとうございます。また、このた

びは弊社の社員が社会的にも許されない行為を冒し、恐縮しております。今後は、このよ

うなことのないように社員教育をしていく所存です」 
 すると記者団から、一斉に手が上がった。広報室長が記者のひとりを指名した。 
「駅員を殴ったという社員の名前を公表して下さい」 
棚橋が、それに答えた。 
「残念ながら、名前をお教えすることはできません」 
「なぜですか。犯罪者でしょう」 
「いえ、トラブルを起こした相手の乗客の方、また、駅員の方に対して、本人が直接謝罪

に出向いたところ、おふたりとも理解を示していただき、告訴はしないと言ってくれてお

ります。ですから、犯罪者というわけではありません。個人情報保護という観点からも、

実名の公表は避けたいと思っております」 
「そんな隠蔽体質だから、こんな不祥事が起きるんじゃないのか」 
記者団からは不満がもれた。ただし、ネットでは、すでに実名が公表されている。記者

もそれを知っているが、正式な発表がないかぎり、記事にすることはできない。別の記者

が聞いてきた。 
「ところで、今回、不祥事を起こしたものの処分はどうなるのでしょうか？」 
すると、棚橋は 
「現在、処分については検討中ですが、本人も十分反省しておりますし、告訴もないとい

うことですので、一週間程度の謹慎と、減給一〇分の一、三ヶ月が妥当ではないかと考え

ております」 
「そんな甘い処分でいいんですか？」 



「もちろん、より重い処分も考えられますが、今回問題となっている社員は、いままで会

社のために貢献してくれてきております。優秀営業表彰を二度も受けたまじめ男です。今

回の事件は、魔が差したとしか思えません。もちろん、だからといって許せることではあ

りませんが、本人も十分反省していることもあります。なんとか、穏便な処分で終わらせ

たいと思っております」 
 佐伯がほっとしたことに、それ以上、処分の内容について、記者から突っ込んだ質問が

無かったことだ。どうやら、与党議員の不祥事の方に記者団の目が行っているらしい。当

然、記事の扱いも小さいだろう。当初、棚橋は、懲戒免職という処分を権藤に打診してい

たが、権藤からは、処分を軽減するように命じられたようだ。 
「ところで、ＮＴＳさんは、タバコの害について、どのような見解をお持ちなのでしょう

か。ちょうど、いい機会ですので、お聞かせ願えませんか？」 
 佐伯は困った質問だなと思った。棚橋が答えられる内容ではない。すると、権藤がやお

ら立ち上がった。 
「その点に関しては、社を代表しまして、私の方からお答えしたいと思います」 
記者団は、ほうという風に、権藤の方を見た。 
「現在、ＮＴＳでは、次期幹部を中心メンバーに据えて、将来戦略を練っている最中であ

ります。ですから、私の話も完結したものではなく、現在進行形の内容であるということ

をまずご理解願いたいと存じます」 
そういうと、権藤は記者団に正対した。 
「わがＮＴＳがめざしておりますのは、喫煙者も非喫煙者もともに、快適に暮らせる社会

の実現です」 
「本当にそんなことができるのですか。わたしは、タバコはやりません。それだけに、喫

煙者には大変な迷惑を蒙っています。彼らは、ところかまわず煙をばらまき、あげくのは

てに吸殻をそのまま棄てていきます。迷惑を受けるのは、つねに非喫煙者です。共存など

という生易しいものではなく、いっそのこと、公共の場所を完全禁煙にしたらどうでしょ

うか？」 
「非喫煙者の立場としては、そのような考えをお持ちになるのはよく分かります」 
「タバコを販売している会社の社長に、われわれの気持ちが分かるのですか？」 
 記者は挑戦するようなことを言った。腕章を見れば、日本経営新聞とある。佐伯は思い

出した。確か、この新聞社の記者が、国際線のトイレに隠れてタバコを吸ったために、火

災警報器が作動して、成田に航空機が引き返し、三〇〇〇万円請求された事件があった。

にもかかわらず、この事件後も社内は喫煙しほうだいというだらしのない会社であったは

ずだ。佐伯は意外な思いで、その記者の意見を聞いていた。 
 権藤は、こう言った。 
「もちろん、よく分かりますよ。わたしもタバコは大の苦手ですからね。しかも、小さい

頃は喘息もちで、大変な目に逢いました。タバコを大人が吸うと、発作に襲われるのです。



わたしにとっては、タバコの煙は、単に不快というものだけではなく、命をも奪うかもし

れない凶器だったのです」 
 この発言に、記者はみな驚いている。佐伯も驚いていた。権藤は、自分と同じように喘

息持ちだったのだ。 
「だったら、さっさとタバコ会社など解散したらどうですか」 
と記者のひとりが言った。 
「それができればよいのかもしれません。しかし、いまＮＴＳを閉じたらどうなると思い

ますか？」 
記者は黙っている。権藤は続けた。 
「外国のタバコ会社が大喜びで日本にやってきますよ。そして、日本の消費者をすべてさ

らっていきます。そして、利益はすべて海外に流れるでしょう」 
「しかし、いずれはタバコは法令で禁止されるのではないでしょうか」 
「それは難しいでしょう。あれだけ、喫煙に対して厳しいアメリカやヨーロッパでも、喫

煙を禁止する法律をつくろうという動きはありません。ところで、皆さんにお聞きします

が、この中でタバコを吸われる方は手を挙げてみてください」 
 最初は、記者も互いの顔を見ていたが、ひとりが手を挙げると、他のものも手を挙げだ

した。佐伯は驚いた。記者の八割近くが手を挙げている。 
「結構です。ありがとうございます」 
権藤は礼を言った。そして、先ほどの質問者に 
「これだけのひとがタバコを吸うのです。これでも、喫煙を禁止する法律が国会を通ると

思いますか？」 
先ほど質問した記者は、意外という顔でまわりを見ている。いまだにマスコミ関係者の

喫煙率は非常に高い。つい最近までは、新聞社の記者部屋では、机の上に灰皿が置いてあ

るのが当たり前だった。テレビ関係者にも喫煙者が多い。芸能人に喫煙者が多いというこ

とで、スタジオ内は平気でタバコが吸えるようになっている。 
「それならば、非喫煙者が迷惑を被らないような対策を充実させる。その方が得策ではな

いですか。ＮＴＳは、それを目指しているのです」 
佐伯はほっとしていた。権藤が、タバコが嫌いと言い出した時は、どうなるかと思って

いたが、どうやら記者も権藤の考えを支持してくれたようだ。 
佐伯が最も安心したのは、熊田に対する糾弾の声が、それほど高くなかったことである。

やはり、熊田を説得して、被害者のふたりのところに謝罪に行ったのが良かったかもしれ

ない。最初は、態度が硬かった乗客も、誠実そうな熊田の態度を見て、次第に軟化してい

った。熊田がＮＴＳ社員にもかかわらず、タバコをやめたことを聞いて 
「分かりました。酒のうえでのことですし、熊田さんも反省しているようなので、告訴は

取り下げます」 
「そうですか。そう言っていただけると助かります」 



熊田は喜んだ。駅員は、最初から熊田に理解を示していた。 
「駅員をやっていますと、飲んでからんでくる乗客がたくさんいます。今回のようなこと

も、よくあることなのです。現代人は、ストレスのたまっているひとが多いですからね。

見たところ、熊田さんは人が良さそうな方ですし、酒の上での愚行で、人生を棒に振ると

いうのも可哀相過ぎます。告訴ですか？もともとそんな気はありません」 
 結局、熊田の処分は一週間の謹慎と、減給一〇分の一、三ヶ月ということになった。熊

田と熊田の家族は、佐伯と権藤に感謝した。 
 
 
 
 
 


