
■企画動機
）現状について。
　現在進行進行中の「緑色閃光（２）（仮題）」が資料の確保が不可能になったため凍結となった。
やむなく即興で書ける作品として既存の作品から選別して作成する。
資料が不足状態でもある程度の補強を行えるように設定する。

（強み、弱み）
現状、資料が手に入りにくい状態となっている。
既に出来上がっている作品を掘り下げる形式で書けば、話の構築が可能となる。
できるだけ既存の、もしくは簡易に手に入る資料を使い作品を書く。

■時代背景、ジャンル：
現代、ファンタジー。
■対象 :（誰に)
青年ー大人。
■コンセプト（何をどうするのか、他の作品と何が違うのか。目指す方向性)
）
できるだけ資料がなくとも話がまとまるように構成する。
）
サブプロット、３幕構成を強く意識した綿密な作品構成とする。
）
新システムによるプロット作製の完成度を上げる。

■スケジュール。計画（容量、工数、日数など）

２ヶ月〜３ヶ月。但し資料入手可能状態になった場合に即凍結し、緑色閃光の執筆を再開する。

■コスト（日数、手間）

１ヶ月（プロット作製）
２ヶ月（推敲、提出）
前編、後編の２話。

■ストーリー概要

少年の家族はのどかな田舎に住居を求め、住み始めた。
山間にある田舎の人間は古い慣習で生きていて、少年の家族とは折り合いが悪く半ば村八分の状態
だった。
元々家が離れていたのもあり、触れることなく生活は成り立っていた。
少年は通学中、歩道脇にいる生き物を見かけて保護しようとした。
そこにバイクが来てひかれる。
バイクは転倒して、乗っていた少女は並木にぶつかった。
様子を見ていた鳥が去っていく。
少年は一命をとりとめたものの、記憶が曖昧で警察の話もろくに聞けなかった。
退院後、家族の元に村人が押しかけるも、家族は無視を決める。
村の自治会は少年の家族が少女とその家族と一切交流を絶ち、被害者であることを理由に金を払わず
突っぱねたのに苛立った。たまり溜まった不満が爆発する。
近くに探偵事務所があるのを知り、事故の正体を調べる依頼をする。
探偵は意図を即座に読み取り、データが既にあるので意味がないのと個人情報なのでと拒否するが、
勢いに押され事故の調査を行うという名目で受けた。
少年は精神科からの帰り、カラスに襲われている鳥を見かけ、何か思う所があって助けた。
傷だらけの鳥を助けると少女が現れ理由を問いかける。
少女はつきまとい、少年は逃げるも少女は何処までも付いてくる。
道すがら、探偵に会う。
少年は村の刺客とみなして探偵を撒き、動物病院に向かう。
探偵はカネを払うと言って話を求めるが避ける。
揉め事だと言われ追い出されるも、その前に探偵が勝手にカネを払う。
探偵の説得もあり、かねてから向かい合いざるを得ないと感じていたので、恐怖心を越えて調査を受
けいれた。
気になって事故が起きた道に向かった。
恐怖で体がすくむも、曖昧な記憶の中で生き物を助けようとした記憶があったのを話す。
少女が現れ、何故探偵の話を受け入れたのかと尋ね、曖昧な記憶から何かを求めている、自分は何も
間違っていないのにと思っていると問いかける。
少年は怒って振り返ると、少女はいなかった。



探偵は周辺を調べ、鳥がよく飛び交っていて、巣があるのを見かける。
鳥の巣にひなは乗っておらず、木にはナンバーらしきものが付いている。
村人の罵声から少年を守る形で帰し、連絡先を渡して去った。
少年は捨てようと思ったが、少女が思いとどまらせやめた。

探偵は事務所に戻り、事故の資料を取り寄せた。
第一発見者について尋ねると、野鳥の会に行き着く。
野鳥の会に問い合わせると、雛が落ちていたので保護しに向かっていたという。
よくひなが落ちる場所で有名で、パトロールをしていたという。
確認していた巣のリストを取り寄せると、事故現場に巣があったのを確認する。
ひなは落ちた場合、助けずに放置するのが基本だ。
空だったのを確認した事から、ひなが巣から落ち、助けようとしたのだと分かった。
ひなの行方はわからないままだったが、近くにカラスがいた事から去ったか食われたかしたかだと結
論づけた。

数日後、少年の元に動物病院から連絡が入った。
少年は探偵に連絡を入れ、合流すると動物病院へと向かう。
小鳥は回復した物の、もう飛べないのだと言われやむなく保護することになる。
少女の幻影が現れ、助けた理由を改めて問い、自分の命の軽さを責める。
命の軽さに激怒した少年は少女を突っぱねるも、少女は皮肉るばかりだった。
探偵は事故について何もわからなかった。
信号無視をしてでも鳥を保護しようとした結果、少女は死に記憶を失い、家族から責められるだけで
離散した状態になった。
少女は何もしなければ日常のままで終わったのにと責める。
少年は怒るも探偵は何も見えなかった。
探偵は精神異常と判断した上で事故の報告書と連絡先を渡し、何も進展がなかったと判断し去ってい
く。
村の自治会に報告書を出すと、村人達は家族に押しかけると迫る決意をする。
探偵は自分達が全体を見ずに正しい部分、良い部分だけを見て行動する事の危うさと、実際に予期せ
ぬ結果であった場合、埋め合わせる為に悪い部分に向き合わない人間を嘆いた。
少年は事故の報告書を見て何もかも失ったと気付き、少女の言う通りだと感じた。
しかし、少女は助けたという行為は無意味ではないと答える。
少年は少女の方を向くと姿はなく、鳥が不器用に鳴いていただけだった。
記憶は曖昧なままだったが、何をしていたのかを把握した。
ひなを助けようとする正しさのために過ちを犯し、自分は記憶を失ったが相手も日常を失った点では
同じだ。自分は間違っていたのか、何もしないほうがいいのかと問いかける。
少女は何も言わずに鳥を見る。
確かに事故は起きた。しかし、次は命を救った。
助けた鳥と探偵の連絡先を見て、何が正しかったのかわからなくなるも、非がある以上少女と家族に
謝らなければならないと考えた。
直後、ドアを叩く音がし、家族が玄関に向かった。

別紙参照

■世界観、場所：

地名：
村。
地理：
あすなろの生える村。
文化、宗教等習わし：
中国地方あたりの村で、独特の保守的なしきたりがある。限界集落となっているために外からの居住
者を求めてキャンペーンをしている。しかし都会から居住する人は独特のしきたりについて来れず、
かと言って組むほどに組織化出来ず出ていく人間が多い。
過去：
あすなろを売って収益を立てていたが、高度成長期時代には稼げず、更に若者が出ていったために寂
れていった。
現在：
年寄りが最も多く、施設も古く少ない。限界集落の形相を見せていて、あすなろの景色の癒やしを名
目に都会からの居住者募集をかけている。
都会からの居住者は来るものの、独特のしきたりについて来れず、追い出されるようにして去る事が
多い。結果、寂れていくのは時間の問題になっている。背景には都会からくる人は風景だけをメリッ
トにし、村が望むシステムではなく自分の都合のいいシステムしか使っていない（村の売店を使わず
ネット通販を使う、自治会費を払わず勝手にしている等）のすれ違いがある。若い人を呼び寄せるた
めに意外にもインフラは最新のものが使われている。整備費は補助金で賄われた。子供に非はないと



して、少年を責めていない。事故を調べさせたのは事故の詳細を調べることで、非がないからと被害
者ヅラをしている家族の牙城を崩すためである。
未来：
都会の人の追い出しがさらに顕著となり、限界集落は更に追い込まれていく。
（各項目２００字以内）
施設：
神社、並木、学校。
構造：
古い建物が多いが、改築されているので新しい建物も多い。しかし空き家が多く、売店も少ない。基
地局が遠くに見える。
政治システム：
自治会が力を持つ。村長も飾りくらいの価値しかない。

関連する地、人物：
少年、少女、鳥、探偵。
名物、特徴：
あすなろの山林。
使用するロケーション：
山道、家の近辺。
モチーフ：中国地方あたりの山林。

地名：
郊外
地理：
文字通りの郊外。
文化、宗教等習わし：
町内会がある。
過去：
発展しておらず、工場や緑が入り乱れている。アパートも改築されておらず古いものが多い。
現在：
地価も上がっていないのでさほど変わりはない。人も行き来が少ない。
未来：
特に変化はない。
（各項目２００字以内）
施設：
アパート。
構造：
郊外であまり高い建物はない。
政治システム：
町内会がメイン。

関連する地、人物：
少年、少女、鳥。
名物、特徴：
これと言ってない。
使用するロケーション：
あすなろの木がある森。
モチーフ：

地名：
動物病院
地理：
駅の近くにある病院。
文化、宗教等習わし：
動物病院の院長が取り仕切っている。
過去：
駅の近くで以前から開いていたが、目立たなかった。あったなという程度
現在：
新鋭の設備が整っている。
未来：
特にない。
（各項目２００字以内）
施設：
診療設備。
構造：
比較的簡単な構造で、すぐに何があるか分かる
政治システム：
院長が取り仕切っている。



関連する地、人物：
少年、少女、鳥、探偵。
名物、特徴：
新鋭の設備が多く、全体的に明るい。
使用するロケーション：
診察室、受付、出口。
モチーフ：

■用語

事故

　交通事故。
　ひかれた少年は重症から記憶が曖昧となった。警察の調査で少年が飛び出したのが原因と分かって
いて、記憶が曖昧な上に目撃者がいなかったのもあって不起訴となる。
　一方で少女は重症で、事故について大まかに語っていて記録にも残っている。
　生き物を助けようとして飛び出した事がわかった。
　少女の家族は被害者を装い、一切詫びずに金も払わなかった為、自治会は今までの家族の対応から
も爆発してしまう。
　事故の正体を知り、少年にも非があった事がわかると、少年の家族の元に押しかけていった。無論、
少年は記憶が曖昧になるほどの被害を被っているので責めないようにしていた。

　探偵事務所。
　村から離れた所にある寂れた事務所で、大手の下請けをしている。
　大した仕事が回らず、報酬もピンハネされているので暇そうにしている。
　そこに村から依頼が舞い込んでくる。

　少女の幻影。
　少年しか見えない幻影。
　助けた鳥がいると現れ、少年を責める。
　少年が事故の正体を知ると、幻影は消えていく。
　正体は不明だが、どことなく追い込んでいる感じがする。

自治会。
　村の自治会。
　村の方針はここで決まる。
　議会制であるが、限界集落に近いので議会は機能していない。
　自治会費を払わず、自分の都合のいい所だけを抜き取り謳歌する家族と確執があった。
　事故により決定的となり、少年の曖昧な記憶の中にある事故の正体を突き止め、家族にわびを入れ
させる事で自分達の方を向かせようとした。

■登場人物

名前：
村上
容姿：
ごく普通の少年。
能力、特技：
事故の後、関連する記憶が曖昧になる。元々他人を避ける性分なので、一通りのことは一人でこなせ
る器用さはある。
年齢：
１４
性別：
男
性格：
（思考）
ぼんやりした性格だが、嫌なものは嫌と言って避ける。単に面倒くさがりな所がある。親身になる人
には意外なまでに素直。感受性が強く、人と接しない理由の一つでもある。ネガティブな性格ではな
く前向きな正確だが、環境がふさぎ込んでいる。
（行動）



一人でこなす人で、他人とあまり関わろうとしない。面倒なだけで他人が嫌いなわけではない。散々
振り回されているので人をさらに避ける傾向があり、疑り深くなっている。
（感情）
笑おうとせず、全体的に悲観的な感情を出す。怒りや悲しみが多い。
職業、所属：
中学生（休学中）
自称：
俺
二人称：
村上君、村上
総評：他人に対しふさぎ込んでしまっている。事故の記憶が曖昧、かつ振り回されている状態なので
仕方がない面がある。
主役か脇役か：
主人公。
人物関係：
落ちている鳥の雛を助けようとした為にバイクに乗っていた少女とぶつかり事故を起こす。家族から
は責任を責め立てられているので家族から離れた場所で生活している。
目的（１）：
事故の記憶を取り戻し、真相を知る事。
目的（２）：
自分の行為に対する後悔を乗り越え、今の状況から前に進んでいくこと。
プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：
　田舎暮らしに憧れた両親により引っ越す。物心がつく前の事なので、前に何処に済んでいたかは覚
えていない。
　両親は都会育ちで村に馴染めないようで、互いに反目している状態にある。
　分校に向かう前、落ちたひなを助けようとして道路に入る。バイクに乗ってパトロールをしていた
少女がひいて事故になる。重症で事故の記憶が曖昧になっていた為、退院後精神科に通うことになる。
（現在、行動内容）：
家族の確執に巻き込まれている。買い物に行くにしても電車で向かうのを家族から推奨されるほどで
ある。精神科とを行き来しているので、周りからも家族のせいで気が狂ったと噂されている。探偵が
現れ追求を逃れるために逃げるも、逃げた先で鳥を助け、少女の姿をした存在と出会う。当初は避け
ていたが、勝手に治療費を払われたために同行することになる。同時に事故の原因と曖昧な記憶、少
女の疑念に対し向き合っていくことになる。
（未来、行動結果）：
事故は自分が良かれと思ってやったことが原因であり、かつ非があるものだったとして絶望する。し
かし次は命を救った。
助けた鳥と探偵の連絡先を見て、今まで通りやっていくしかないと考えつつ、少女に謝らなければな
らないと感じる。

（物語上での）役割、分類：
主人公
モデル、モチーフ：
備考：

名前：
秋元　真弓
容姿：
バイクスーツを着ている。ヘルメットをかぶった少女。
能力、特技：
バイクを乗りこなす。
年齢：
１８
性別：
女
性格：
（思考）本当は女性の面が強く、面倒見が良く可愛いものに目がない。表に出ないので相手に間違わ
れやすい。
特になし。
（行動）
バイクを転がすのが好き。胆略的な性格で男勝りなところがある。
（感情）
特になし。
職業、所属：
大学生。野鳥の会のボランティアをしている。
自称：



あたし。
二人称：
秋元
総評：強気な性格で、男子から近寄りがたいが女子にはモテる。
主役か脇役か：
脇役。
人物関係：
落ちている鳥の雛を助けようと飛び出した少年を予測できず、少年をひいて転倒し、縁石に打ち付け
た。
目的（１）：
事故から回復すること。
目的（２）：

プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：
村の娘で、少年が来るまでは年少の部類だった。大学に入学した後、野鳥の保護を行うために施設と
を行き来していた。
帰りに落ちたひなを助けようとして飛び出した少年をひく。転倒し、体は縁石に打ち付ける。
（現在、行動内容）：
奇跡的に助かり、病院に入院している。意識はない。
（未来、行動結果）：
少女の幻影が消えた時、目を覚ましたと知らせが入る。

（物語上での）役割、分類：
脇役。
モデル、モチーフ：
備考：

名前：
少女の幻影。
容姿：
少女の姿を取っている。
能力、特技：
少年以外に見えない。内心を読み取る。
年齢：
不明。（少女と同じ）
性別：
女
性格：
（思考）内心を読み取り、合理的な思考で相手を挑発するように揺さぶる。一方で解決を望んでいる。
（行動）少年に鳥の存在を示させ、更にからかっているのを楽しんでいるきらいがある。
（感情）他人の返答をあざ笑う描写がある。
特になし。
職業、所属：特になし。
自称：
私。
二人称：
お前。
総評：相手をからかう幽霊のような存在。その実態は自分の中にある何かに気づかせるためであり、
自分しか持ち得ないものもある。
主役か脇役か：
脇役。
人物関係：
少年の前に現れ、鳥を助けた理由を迫る。
目的（１）：
少年に事実を気づかせること。
目的（２）

プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：
少年が鳥を助けた時に現れる。以後、少年に鳥を助けた理由を迫る。
（現在、行動内容）：
少年が事故の正体に気づき、先を見据えた時少女の姿が消えていく。
（未来、行動結果）：

（物語上での）役割、分類：
脇役。



モデル、モチーフ：主人公のサポートをする人、気付きを請け負う。大工と鬼六の鬼六に近い。
備考：それぞれの記憶の象徴なので、過去しか責めない。

名前：
嘉納
容姿：
スーツを着ていて、乱れた髪をしている。
能力、特技：
物を的確に聞き出し、事実のみを元に主観を無視して推測する。
年齢：
３０代。
性別：
男。
性格：
（思考）状況から的確に組み立てていく。調査は仕事と割り切っているものの、源泉は興味からで報
酬は興味を解決させた分を引いている。オカルティズム、偶然は一切認めない。
（行動）仕事に対し無理強いはしないが、地味な調査を的確に行う。
（感情）本心を出さず、そういう人間だと演じている。そのため一切つかみどころがない。
職業、所属：私立探偵。
自称：
私。
二人称：
探偵さん。
総評：物腰の柔らかく、つかみどころがない性分。仕事から辛い事も調べるが、結果は平等に判断す
ると決めているので依頼人が求めた結果以上の内容はなく的確である。
主役か脇役か：
脇役。
人物関係：
少年の前に現れ、物事を調べて真相を求めていく。
目的（１）：
事故の真相を調査すること。
目的（２）

プロフィール（各項目を２００字以内にまとめる）
（過去、行動動機）：
金がなさそうな弱小の下請け私立探偵。独立しているがパッとしない。
家族が押しかけて依頼をかける。探偵は調査結果がすべてだと考えていたが、生活の糧としてしかた
なく事故の調査を受ける。
（現在、行動内容）：
少年に会い、話を迫り共に調査する。調査から事実を突き止め、事故の原因を報告する。
（未来、行動結果）：
少年の記憶も戻っていない、精神に障害があるのも特に変わっていないと分かって去る。村人達が少
年の非を一斉に責め立ててやるといい、家族の非もついでに調べろと依頼をするが断る。仕事柄正し
さと自分の中にあるストーリーしか見ず、想定外の出来事に向き合わない人間の質の悪さを知ってい
るからだった。

（物語上での）役割、分類：
ともに調査をする相棒。
モデル、モチーフ：
備考：主人公の相棒役。


