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〜執筆後記〜

作者紹介：東京生まれ。東京大学卒。スタンフォードMBA（経営学修士）。外資系投資銀行を経て現在ワシ
ントンに勤務。趣味はゴルフ（スコアが悪くとも森林浴）、料理（手軽にできて美味しい料理が得意）、友人と
のお喋り（素敵な貴方とは1対1で）。ワシントンの楽しみ方を写真エッセーのブログ『恋愛小説作家「愛川耀」
のネコ日記』でご紹介しています。お勧めのレストランやワイナリー、お楽しみスポットの情報、簡単料理のレ
シピ等、ご参考いただけますと幸いです。（http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome）

皆様、こんにちわ、愛川耀（あいかわあき）です。商工会現幹事様から昨年月報に連載した『ポト
マックの煌めき』全10話を別冊にまとめていただけるとのお話を伺い大変感謝しております。

商工会月報にご当地ワシントンを舞台にした連載恋愛小説を、とのお話は前幹事の佐藤様より
一昨年末に承りました。自分が読みたい恋愛小説、を主として女性読者向けに執筆している作者
は、オジ様の会員が多い商工会にどのような連載小説を掲載すべきか、友人に意見を求めまし
た。すると、男性諸氏はキャリア女性の生態に案外ご関心が深く、巷ではその手の連続ドラマにハ
マっているオジ様も多いとのこと。そこで主人公は36歳のキャリア女性叶子と決定。ワシントンには
弁護士が多いので職業は弁護士に。小説にはモデルがいるのか、とのご質問をよく受けますが、
答えはノーで全てフィクションです。

電子版になった商工会月報には挿絵として綺麗なカラー写真を掲載しようと思い立ち、クリスマス
の黄昏時を撮った写真を選定。物語はロマンチックなジョージタウンの街角からインスピレーション
を受けて始まります。

登場人物の背景や性格を最初に決め大まかな筋立てを考案したら、あとはその登場人物達に喋
らせる、というのが愛川耀流の小説執筆法です。頭の中で映像を想い浮かべ、映画を撮影するよう
に文章に起こしていきます。幹事様から、毎回続きが読みたくなるような連載物を、とご注文いただ
いておりましたので、連ドラのように読者がハラハラする場面で各話が終わるようにプロットを構築
しました。全10話で原稿用紙換算120枚という短い小説に山場を毎回入れましたので、多少急ぎ足
の小説になった感は否めませんが、お忙しい読者の方々の為のエンターテイメント小説、ということ
でお許しを。

ワシントンを舞台とするご当地小説ですから、各話に皆様にもお馴染みの場所やレストランを実
名で挿入しました。ワシントン生活を綴るブログを始めてから「取材」と称して（笑）食べ歩いていま
すので、過去にブログに写真を掲載したスポットを小説の舞台に使っています。

読者の方々にハラハラ・ドキドキ、登場人物に感情移入して楽しんでいただける小説を目指して
おります。『ポトマックの煌めき』を読んで、ワシントンを舞台にした恋、を疑似体験していただけまし
たら作者としては嬉しい限りです。

追記：女性の心情がわかって面白かった、との評を男性読者よりいただきましたが、女性主人公
にイマイチ感情移入できない男性諸氏の為に、今年は中年男性を主人公に設定した小説の連載を
予定しております。是非お楽しみに！

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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彼に出逢ったのは冬、クリスマスの飾り付けがまだ街を彩っていた一月初めだった。

ジョージタウンの目抜き通りであるMストリートの街燈にはモミの樹を模したモールと金銀のリボン
で美しいリース飾りが施され、黄昏時の凍てつく蒼い空に街燈のレモン色の灯りがレトロな瓦斯燈
にも似た暖を添えていた。

綺麗！飾られた街燈をうっとりと眺めながら横断
歩道を渡ろうとしていた榊原叶子は突然突き飛ばさ
れ、次の瞬間には雪解けのぬかるみが残る道路に
倒れていたのだった。

何が起こったのか直ぐにはわけがわからず、痛さ
を感じる前に、新調した真っ白なダウンコートが雪水
で汚れたのではと心配になった。それに、手にしてい
た買ったばかりのカップケーキのピンク色の箱は何
処へ行ったのだろう。

力強い腕にダウンの袖を引っ張られ、助け起こさ
れた叶子の目の前に、その男がいた。

茜色に染まりはじめた夕空を背にした男は黒いウ
ェアに身を固めており、やはり黒い自転車ヘルメットの下で漆黒色の瞳が愕きと憂いを湛えてこち
らを見つめた。ほんの数秒のことだったはずなのに、まるでその瞬間に時が唐突に動きを止めたか
のように感じられた。

「大丈夫か？」と叶子を歩道に誘導しながら男は英語で尋ねた。イントネーションからしてネイティ
ブのアメリカ人ではないらしく、浅黒い顔はラテン系かもしれないしアジア人にも見える。若いといえ
ば若いし、そうでないといえばそれなりの歳にも感じられる年齢不詳の男。

道路に打ち付けた右肩が今になって鈍く痛み出したので摩っていると、男は道の少し先に転がっ
ていたピンクの箱を拾って来て叶子の眼の前にぬっと差し出した。

「すまなかった」、とそれほど申し訳なさそうでもない口調で男が謝り、ぶつかって来て叶子を突き
飛ばしたのはどうやら歩道に寄せられている彼の自転車であるらしかった。

「カップケーキが台無しだわ」壊れてはいないが濡れて汚くなったピンク色の箱を見て思わす溜息
が零れる。このジョージタウン・カップケーキは手作りの小振りなカップケーキが美味しいと評判の
店で、いつも歩道に待ち人の行列ができるほどの人気だ。寒さに震えながら長い行列の最後尾に
並び直す元気はないし、その時間もない。

「箱がちょっと濡れただけだから、食べられるさ」と男は口角を持ち上げるような微笑を浮かべ、親
友への手土産に、とケーキを買った叶子は彼の無神経さが急に腹立たしくなった。「気をつけて走
ってちょうだい」、と捨て台詞を残してその場を立ち去ろうとすると、「ヘイ！」と後ろから呼び止めら
れ、足を止めて振り向くと、男は、「そっちこそ気をつけろよ、前を見て歩かないと今度は車に轢か
れるぞ」、と白い歯を覗かせて笑いながら声を張り上げ、自転車に跨って走り去ったのだった。

それだけのこと。

それだけのことなのに男が残した笑顔が何故か念頭から離れない。

〜第一話　予感〜
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ジョージタウンの運河沿いにあるアパートへ歩いて戻り、地下駐車場から車を出してジョージワシ
ントン・メモリアルパークウェイを走りながら、叶子は助手席のシートに置いたピンク色の箱をちらり
と眺め、先ほど垣間見た男の面影を瞼に浮かべた。

夕闇が迫った空には青痣のごとく紫を帯びた雲と薔薇色に彩られた雲。パークウェイの両側に並
ぶ葉を落とした裸の樹々が車のライトを受けて妖しく白銀に浮かび上がる。愛車のスピーカーから
クリス・ボッティがトランペットで奏でる物憂げなクリスマスの調べが流れ、心の端を揺さ振った。今
年も一人で過ごしたクリスマス。別に目新しい事実ではないけれど、胸の隙間に冷たい冬風が吹き
込むのを否めず、こんな美しい晩には無性に人肌の温もりが恋しくなる。

「ありがとう、叶子。ここのカップケーキ、一度食べ
てみたかったの」

紅茶のセットと菓子皿をお盆に入れてリビングルー
ムに運んで来ると、相沢美恵は叶子が買って来たピ
ンクの小箱を嬉しそうに眺め、感謝のしるしに胸の前
で手を合わせた。

美恵は付属高校時代に仲良くしていたクラスメート
で、女子大を卒業してから電機メーカーに就職しそこ
で社内結婚をした。夫がワシントンの駐在員事務所
所長になったので三年前からこちらに赴任しており、
メリーランド州にある高級住宅地ベセスダで車庫が
三つも付いている豪邸に住んでいる。所長宅は家具
が備え付けだとのことで、暖炉のあるリビングルームにはローラアシュレイ風のプリント柄のソファ
ーセットが置かれていた。

週末の今宵は夫が出張中なので夕食を食べに来てくれと誘われ、美恵のお得意の自家製手打
ちパスタをご馳走になった後、リビングに移ってデザートを食べることになった。

「あっ、やっぱり潰れちゃっている」

ケーキ箱の蓋を開けてみると可愛いカップケーキのデコレーションは四つとも見事に崩れており、
蓋の裏にホワイトやチョコレート色のアイシングがベタっと付着しているのを見て叶子は嘆息した。
突き飛ばされた時に箱が横転したに違いなく、ピンクの箱を拾ってこちらに手渡した男の不躾なほ
ど真っ直ぐな眼差しが再び脳裏を過ぎる。

「味に変わりなし、よ。で、叶子の新しいダウンを台無しにした野蛮な男ってどんな人だったの？」

　ケーキの箱が汚れていることを詫びたついでに美恵に事の次第を面白可笑しく報告したところ
だった。どんな人かと問われても、いわば一瞬見かけただけの彼の印象は上手く言葉で説明でき
ないし、見知らぬ男の面影がわけもなく心を擽ると白状するのは、友人の手前でさえ憚られた。

「どうって、別に。そうね、ピザの配達人って感じかしら。背がぬうっと高くて黒ずくめで、ストリート
系のタイプ」

「叶子、いいじゃない、そういう新しいタイプも」

「冗談じゃないわ。単にぶつかっただけで、コートのクリーニング代を請求しようにも名前も連絡先
も知らないし、それに、男なんていらないわ」

「とにかく」と美恵はいつもの調子で諭す。「はるばるワシントンに来たんだから恋人は現地調達す
べきよ。もういい加減に東郷さんのことは諦めたら？」

ウェッジウッドのティーカップに紅茶を注いでいる美香の綺麗にネイルされた手を見るともなく見な
がら、叶子はまだ見ぬ東郷良一の妻なる女性の姿をどうしても美香に重ねてしまう。一流会社のエ
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リートの妻で、結婚を機に専業主婦の座に収まり、これと言って不自由のない暮らしをしている、い
わば勝ち組の女たち。

商社に勤務する十歳ほど年上の良一に出逢ったのは二十九歳の時だったから、あれからもう七
年間近く、三十六歳のこの歳になるまではっきりしない恋愛関係を続けていたことになる。妻と別れ
る別れないという修羅場に似た遣り取りがあったのは叶子が三十一、二歳の頃までで、今では彼
が離縁してくれるなどとは期待しておらず、呼び出されれば逢い、或いは淋しくなるとこちらが連絡
を取る、という不規則な逢瀬を続けていた。もともと、妻と別れて君と一緒になる、と言い出したのは
良一の方で、叶子としては彼の言葉に籠められた誠意を確かめてみたかっただけだ。

外資系弁護士事務所での仕事が忙しいことを言い訳に曖昧な関係を惰性で継続していた反省も
あり、この際きっぱりと別れるべきではないかと考え始めていた矢先、ワシントン事務所へ赴任しな
いかという話が舞い込んだので二つ返事で了承した。昨年九月にこちらへ来た時に覚悟は決めた
はずだ。

「良一とのことは、もう終わったことだわ」

美恵に宣言した途端にふと何かが吹っ切れた。心の隅に靄っていた迷いが晴れ、過去は振り向
かない、という決断に封印できたように思える。美恵の愛犬、白いトーイプードルのラッキーが嬉し
そうに寄って来て、叶子はそのぬいぐるみのように可愛い犬を思わず抱き上げて頬ずりした。もう一
度胸の裡で誓う。すべて終わったことだ、と。

叶子がプロジェクトファイナンスの弁護士として勤務するベイカー・クリフォード法律事務所のワシ
ントンオフィスは弁護士事務所が多いことで知られるKストリートにある。ビルの十階にあるエントラ
ンスロビーは対面を重んじる法律事務所らしく大理石張りで広々としており、廊下の左手、ガラス窓
からKストリートを見下ろせる側に応接を兼ねる会議室が並んでいる。

その会議室の一つでスポンサーのアメリカン・パワー（AP）社の担当者を迎えてタイの火力発電
所案件の会議が開かれた。これは民活インフラ事業としてAP社が受注したプロジェクトで、当初は
石炭火力を予定していたものがNGO等の反対によりガス火力への変更を余儀なくされたという曰く
付きの案件だ。AP社はワシントンの川向こう、ヴァージニア州のロズリンに本社を構えており、案件
のプロジェクト・マネージャーはバンコクに駐在しているが、今回は米国輸出入銀行やワシントンに
本拠する国際経済援助機関である国際投融資公社との融資の折衝もある為バンコクから出張で
来ていた。

ベイカー・クリフォードはスポンサー側の法務アドヴァイザーを務めており、香港事務所で東南ア
ジア全域を担当するアレックスと共にワシントン事務所に転勤して間もない叶子がこの案件を任さ
れることになった。東南アジアのプロジェクトは数件扱ったことがあるとはいえ、東京事務所では日
本企業が外国企業と組んで参画するプロジェクトや邦銀や国際協力銀行が融資する案件を担当し
ていたので、米国企業のみが投資する案件を手掛けるのは初めてだった。

スポンサー側の金融財務アドヴァイザーを務めるA投資銀行、ビューティー・コンテストと呼ばれる
競争入札でスポンサーに選ばれた融資銀行取りまとめ役ののB銀行、やはり入札で選定された融
資サイドの法務アドヴァイザーC弁護士事務所等、関係各社がそれぞれ二、三名の担当者を送っ
て来ているので中央に大きな楕円形のテーブルを設えてある会議室は既に満員に近く、集まった
人々の熱気や各人が持ち込んだパソコンが発する熱で空気が重く淀んで感じられる。

初顔合わせの会議参加者が自己紹介をしている背後で会議室の扉が開き、背広姿の男がもう
二人、遅れて入って来た。背の高い方の男をちらりと見遣って叶子の胸が騒いだ。

こともあろうにジョージタウンで自転車をぶつけて来たピザマン風の男だったからだ。



JCAW Copyright © 2012 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

6

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
号外 〜Vol.3〜

〜第二話　期待〜

男は国際投融資公社のケン・フクナガだと自己紹介し、叶子はそのケンと名乗った男を見つめ
た。一同を眺め回しこちらに視線を向けた男は、しかし変わらぬ営業用の微笑を口許に湛えている
のみで叶子の存在に気づいたとの素振りは顔に出さない。AP社のプロジェクト・マネージャーが各
参加者の前に置かれたスライド冊子を使い案件の概要を説明する声を聞きながら、叶子は会議テ
ーブルの端に着席したケンを盗み見た。

フクナガという名前は日本人だろうけれど、長めの前髪がばさりと額にかかりどこか飄々とした雰
囲気で、スーツを着ていなかったら全うな銀行員には見えない。

マネージャーの解説が終わり質疑応答に移ると、ケンという男が真っ先に手を挙げプロジェクトの
環境アセスメント・スタディーの現況に関して質問した。クリーン・エネルギーが推奨される昨今の発
電所建設では環境リスク軽減対策が重視され、相対的にクリーンなガス火力発電にしても融資機
関の要請はしばしばプロジェクトのホスト国の環境基準を超え、必要融資額が多額な大型プロジェ
クトの場合、スポンサー側としてはその要求を呑まざるを得ない。

スポンサーの金融アドヴァイザーであるA銀行のランディーと国際投融資公社のケンという男が
ホスト国とスポンサー側、そして融資側のリスク分担に関して社交的ではあるが主張を譲り合わな
い応酬を交わした後、会議は次の段取りを定めて閉会となった。

叶子が米輸銀の担当者と名刺を交換して挨拶し終えると、ケン・フクナガとその外人同僚がこちら
に遣って来て名刺を差し出した。福永健、日本人には違いない。それにしては会議でずいぶんはっ
きりとものを言う、という印象だ。

「この前、お目にかかりました？」と健という男が日本語で訊いてきた。日本語は曖昧な言語なの
で質問ともコメントとも取れる。

「さあ、まだお目にかかっていなかったかと存じます」どうやら自分のことをはっきり憶えていない
らしい相手に叶子が丁重に答えると、健は目許を崩すような爽やかな笑みを浮かべた。

「お逢いしたような気がするな」　

香港オフィスの同僚アレックスが国際投融資公社に挨拶をと加わったので、結局英語で定番の
挨拶を交わし合っただけでその時は別れたのだった。アレックスは前にインドネシアのプロジェクト
で一緒だった福永健を知っていると言い、どうやら彼は邦銀の興産銀行から公社に出向している人
物らしかった。

健に再会したのは或る法律事務所が主催したレセプションだった。名物弁護士の引退祝いの集
まりで、ワシントンに来てまだ日が浅い叶子は関係者の集まりになるべく顔を出し知り合いを増や
すことを心掛けている。弁護士事務所の倒産もありうる昨今の米国では、仕事を取って来る才能が
なければいくら優秀な弁護士でも昇進できない。ベイカー・クリフォードでも投融資関連のアドヴァイ
サリー契約は米国の景気や世界経済に大きく左右されるのでこのところ不振が続いていた。

残業に追われ開会時間に遅れて叶子が会場のオフィスビルに到着したところ、それほど広くない
宴会ホールには既に大勢の客が集いグラスを片手に歓談に興じていた。客達の話し声が吹き抜け
の高い天井に反響し、華やかなざわめきが溢れている。ワインのグラスを受け取った後、顔見知り
の客達と当たり障りの無い社交辞令を交わし、初対面の相手と名刺交換をして会場を一巡する。カ
クテルパーティーは主催者に出席していたことを印象付け仕事に関連がありそうな参加者の名刺
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を数多く集めれば目的は達成されたようなものだ。そろそろ退場しようかと考えていた時に健が向
こうから近づいて来たのだった。

「何処で出逢ったか思い出しましたよ。ジョージタウンで白いコートを着てピンクの箱を抱えていた
でしょう？」

「あら、すごい記憶力ね。それだったら自転車をぶつけて来て白いコートを汚してケーキを台無し
にしたのも憶えていらっしゃるんじゃない？」

ワインの軽い酔いも手伝い叶子は冗談めかして応酬する。

「よそみしてこっちの自転車に体当たりした方も悪いんじゃないかな。法廷に出て争ってもいいで
すよ」そう言うと健は薄笑いを唇にのせた。

「弁護士費用が莫迦にならないから、やめておいた方が無難だわね」

「じゃ、ケーキを弁償する代わりにこの後夕食を奢りましょう」

　健がいかにも嬉しそうに提案したので、叶子もつい微笑み返した。この男はひょっとして、「何処
かでお目にかかりませんでしたか？」なんて常套句を始終口にしているタイプかもしれないとの危
惧はあったが、乗り掛かった船のようなものだ。左手に指輪はしていないし、たぶん叶子よりいくつ
か年下、ご飯を一緒に食べる相手としては害が無さそうだった。

ジョージタウンのポトマック河沿いにあるワシントン
ハーバーはライトアップが美しい。問われて叶子が
ジョージタウンに住んでいると答えたので、ワシント
ンハーバーで食事をすることになった。ここは雰囲気
がいい、と健が呟き、叶子もその言葉に頷く。観光客
向けかもしれないけれど、花と星条旗で飾られた中
央の噴水池は艶やかなコバルト色の水を湛えてお
り、中洲にルーズベルト島を擁するポトマック河の眺
めは雄大で素晴らしい。

気候の良い時期には戸外のカフェに座り河の流れ
や路行く人々を眺めるのが正解だが、まだ寒い二月
なのでハーバーの中ほどにあるカバナスという中南
米料理のレストランへ行くことになった。叶子には初めての店で、どうやら健も前に一度訪れたこと
があるだけらしく、「知らない店に女性を連れて行くのって不安だからな」とハーバーに並ぶレストラ
ンを眺め渡して言い添えた。そうだとするとこちらを一応女性として扱っているのだろうか、と叶子は
いささか安堵する。

スペインの赤ワインをカラフで注文し、タパスのような小皿料理を並べて喋っているうちに、この健
という男のことが少しわかってきた。最初にタイの案件の話はご法度と宣言したので、彼は多国籍
の職員が働く国際投融資公社という特殊な職場や趣味のサイクリングの話などを面白可笑しく提
供して叶子を笑わせてくれた。しかし完璧にネアカなタイプということでもなさそうで、どこか醒めて
いる。時おりワイングラスを見つめ、言葉を探しているということでなければ、自分の胸の裡を詮索
しているような表情を浮かべる。

「心ここにあらずで何か深刻な問題でも抱えているみたいな顔ね」

　ワインを啜って叶子がそう軽口を叩くと、健はこちらに向き直って目許を緩めた。

「リラックスしているのさ。これでも普通は気を使うんだが、格好つけても仕方ないしね」

「あら、気を使わなくていい相手だなんて、相当な賛辞」

　叶子の皮肉に健は少しうろたえて弁明した。
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「誤解されちゃ困るけれど、これは正真正銘コンプリメントだ。疲れる相手と一緒にメシを食いたい
とは思わないだろう？」

疲れない相手ということだけなのか、と内心失望したが叶子は黙って微笑した。

ワインのカラフが空になったのでもう一本注文する
ことにする。夜はまだ始まったばかりのように思え、
この男とこうして話していることが新鮮であり、そのく
せ随分昔から二人でテーブルを挟んで向き合う関係
であったような不思議な親しみが纏わりついている。
テーブルの上に置かれた紅いキャンドルの炎が時お
り誘うように揺れ、薄明かりの中で向かい側に座り
穏やかな微笑をこちらに振り向けている男は、文句
なく好ましく思えた。

少し若過ぎるかしら、と叶子は思わず自分の胸に
尋ね、慌ててそんな思惑を脳裏から追い出す。彼に
よればこれはジョージタウンでぶつかった非礼に対
しての詫びのディナーなのだからそれ以上ではなく、今夜楽しい食事をすればそれで充分なはず
だ。第一、良一との関係で痛いほど学んだのは男に本気になるのは愚かなことだと言う事実。

そしてそう考えた途端に、叶子は目の前の男に惹かれていることに気づいたのだった。

まるでこちらの胸の裡を読んだかのように健が唐突な質問を突きつけてきた。

「で、・・結婚しているの？」

「・・しているようなものだわ」

　鸚鵡返しにそう答えてから、叶子は軽く唇を噛んだ。これでいい。いいはずだ。

「そうか」健は軽く目を伏せた。キャンドルの灯りに照らし出された彼の顔は彫りが深く見え、どこ
か翳を湛えた表情に胸の奥が絞られたように痛くなる。馴染みある甘酸っぱい痺れだ。

「福永さんは？」叶子はワイングラスに手を伸ばすしながらさり気ない風を装って問い返し、健は
こちらを見つめると、質問には答えずに唇に曖昧な微笑を湛えた。

「関心を持ってくれている、ということかな」

「まさか」叶子は即座にそう否定し、グラスのワインを飲み干す。

関心なんてないわ。そういう莫迦な真似は金輪際ご免ですもの。彼の顔を見返さずにキャンドル
に目を遣ると、飲み過ぎてしまったのか金色の炎が危なげに揺らめいた。

食事が終わり、近くのアパートに住んでいるので一人で歩いて帰れると叶子が言うと、健は送って
行くと言い張った。その前にボードウォークを歩こう、とも。

ポトマック河に沿ったボードウォークは夏ともなるとオープンバーに人が集い豪奢なクルーザーが
係留される賑やかな場所だそうだが、零下にも感じられる寒さのせいで並んで歩く二人の他には人
影がない。ライトアップされたハーバーの噴水やレストランを飾る樹々に巻かれた豆電球が凍てつ
く夜闇に華やぎを添えており、叶子は冷たい風を防ぐためにオーバーコートの襟を立てる。

それとも、まさにロマンチックという言葉を絵に描いたようなこの幻想的な雰囲気からしっかり自分
を守るためだろうか。

ハーバーの灯りを映して黒く煌くポトマック河を眺めながらボードウォークをキーブリッジに向かっ
て歩いた。夜に浮かぶ漆黒のクラシックな橋桁の上で街燈が眩い光を瞬き、まるで連なった宝石の
ような美しさだ。

すると、黙って隣を歩いていた健が、唐突に叶子の腰に腕を廻して振り向かせた。
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〜第三話　当惑〜

突然のことに叶子が呆気に取られていると、健は叶子を腕の中に捉えたままこちらを真面目な顔
で見つめ、それから諦めたみたいに苦笑した。

「どうも、こういうのダメなんだな」

「こういうのって？」

「こうして、・・女性に迫ることが、さ」

健の言い方が可笑しくて叶子は思わず含み笑いを洩らした。

「笑うことはないだろう」と健がつられて笑い、誰もいないボードウォークの片隅で二人はしばし何
が可笑しかったのか忘れるまで笑い合った。

「福永さんって面白いのね。会議ではアメリカ人みたいに歯に衣着せず遠慮なく発言するくせに、
女性は苦手なんだ」

「まったく苦手ってことでもないさ。こうして君を上手くデートに誘い出した」

君。男にそう呼ばれると何故か親密度が増した気がする。榊原さんでも叶子さんでも、あなた、で
もなく、君。

「これはデートじゃないわ。ケーキの弁償代のディナーよ」

　叶子は軽口を叩く。たぶんこの男とはこうして他愛の無いジャイブを交わし戯れるのが一番いい
のかもしれない。

「それなら、次はコートの弁償ということにするかな」

「コートは高いわよ。せっかくの新品のコートが雪解けの水ですっかり汚れてしまったし」

　本当はダウンのコートは表がポリエステルなのでクリーニングで滲み一つ残らず綺麗になった
のだけれど、叶子は大袈裟にそう嘆いてみせた。

「じゃあ、・・ちょっと前払いしておこう」

　そして、あっと言う間に唇を奪われていた。

由緒あるジェファーソンホテルは最近全面的に改装された
そうで、クラシックな玄関ホールの正面、黒い優美な鉄柵の
奥に黒白チェッカー模様の床張りの洒落たサンルーム・レス
トランがある。待ち合わせに遅れていたので叶子は左手にあ
るエントランスへと急いだ。今日は相沢美恵が付属高校時代
のもう一人の同級生だという森麗佳を誘ったので皆でブラン
チをすることになっている。麗佳に会うのは高校を卒業して
以来だ。

　白いクロスがかった奥の丸テーブルで美恵が手を振っ
た。

「叶子、遅いわよ。弁護士やっているくせにいつも時間にル
ーズなんだから」

「いつも、はないじゃない。歩いて来たら結構遠かったのよ」

美恵の隣に妖艶と呼べる美人が座っており、彼女がクラス
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メートだった麗佳ということだが、どうにも高校時代の面影を思い浮かべられない。

「たぶん、このカーリーな髪のせいかしら。あの頃はショートカットだったの」

麗佳は指輪を幾つも付けた細い指で少し茶に染められ美しくカールされた長い髪を掻きあげた。
途端に、ボーイッシュで痩せぎすだった大人しい女子高生の姿が叶子の瞼に浮かんだ。叶子達が
バレーボール部で体育館通いをしていた当時、彼女の姿はいつも図書館で見かけたような気がす
る。まさにアヒルが白鳥になるごとく麗佳は素敵に変身していた。

先ずはシャンパン入りのミモザで乾杯し、叶子は前
に美恵に教えられたここのクラブケーキを、他の二
人はサーモンとキッシュを注文し、女同士のお喋りが
始まった。

麗佳は大学卒業後ＩＴ関連の会社に入社したが、そ
こを三年で辞めてスウェーデンへ行ったという。なぜ
スウェーデンなのかと尋ねると、理由は無かったの、
と答えにならない答えが戻って来た。その後ニューヨ
ークに移り住み、二年前にワシントンへ来てコンサル
タント会社を興したという。

「別にワシントンである必要はなかったのだけれ
ど、元の旦那がニューヨークにいるから少し南下した
のよ。ここには政府関連の仕事もあるし、ITのダラスコリドーもあって情報が豊富だし」そう言うと麗
佳は外人みたいに片目を瞑ってみせた。

どうやら彼女はそのアメリカ人との離婚で巨額の慰謝料を手にしたらしい。

「アメリカでは結婚する時に契約書を交わすけれど、同時彼はまだ一文無しだったから契約書の
話なんて出なかった。私が彼の起業を助けたようなものだからたっぷり頂いても文句は無いはずだ
わ。まあ、私がもしも再婚する時は、相手に契約書にサインさせるけれど」

　ミモザのグラスを軽く揺すって泡を立てながら麗佳は笑った。

「そんなに慰謝料がもらえるんだったら私も主人と別れたいところだけれど、その当てはまったく
無いし。それにしても契約書とか、やっぱり外国人は違うわね」

　美恵が半ば冗談、半ば本気の素振りでそう言うと、麗佳は真面目な顔になった。

「でも、離婚しないところが日本の亭主族の美点だわ。アメリカの男は妻を愛していないと気づい
たらすぐ離婚。ワイフ族も同じ。愛せなくなった男とは暮らせない、となるわけ。子供がいても簡単に
離婚してしまうぐらい、みんな自分の幸せしか考えない」

「こっちの離婚の原因って、他に好きな人ができたから、ということが多いのかしら」

　叶子が尋ねると、麗佳はこちらを振り向いた。

「いろいろね。浮気が原因の人もいるし、うちの旦那みたいに、他に誰かいるはずだ、みたいなの
もあるわ」

「へえっ！」麗佳の答えに美恵が大きな瞳を更に丸くする。「そういう自分勝手ってたまらないわ
ね。ちゃんと結婚にコミットしたのだから、その誓いを守ってもらわなくちゃ」

「美恵みたいな人は日本人と結婚すべきよ」麗佳は淡々とした声を出した。

「で、もう男性はコリゴリとか思うわけ？」

　叶子が尋ねると、麗佳はサーモンをナイフとフォークで優雅に切っていた手を止めた。

「その反対よ。私も誰かいい人を見つけてやろう、と闘志に燃えているわ。振り返ってみれば、彼
は私の宿命の相手ではなかった、ということでしょう？生涯で一度の恋、と呼べる恋をしないで死ぬ
わけにはいかないじゃない」
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軽口のような話し降りだったけれど叶子には麗佳が本気でそう考えているらしいことがわかった。
「生涯で一度の恋」良一に出逢った時に果たしてそんな風に感じただろうかと胸に問うと、答えは否
だ。当時は若かったし口説かれて愛着を感じはじめ、それで自分で恋を創作しただけであるように
思える。彼には妻がいて自由に逢えない、という恋の障害がなかったら、関係はとっくの昔に終わっ
ていた気がする。

「どうしたの、叶子、いやに真剣な顔をして。あっ、そういえばピザマンの君はどうした？」

美恵に訊かれて叶子は曖昧な微笑を拵える。健と会議で再会したところまでは美恵に電話で喋っ
た憶えがあるが、一緒に夕食デートをしたことは伝えていないし、キスされたことは無論内緒だ。

そこまで考えて、叶子は「生涯で一度の恋」との麗佳の言葉を聞いた時に健の顔を思い浮かべな
った自分に失望した。やっぱりこれは遊びなのだ。凍てつく寒い冬の日にしっかり抱きしめて暖めて
くれる男の熱いキス。ただそれだけのこと。

あのボードウォークの散歩以来、健には逢っていない。タイの火力発電プロジェクトはタイ電力公
社との売電契約がまだ煮詰まらず、法務アドヴァイザーのこちらは忙しいが、融資側を招いて契約
条項を交渉する段階には至っていないので国際投融資公社と仕事で顔を合わす機会はない。健
はフィリピンのマニラにしばらく出張するとのことで次回のディナーはその後で、と約束してあった。

ひょっとして彼からメールでも来ているだろうかと叶子が深夜に自宅でパソコンを開けると、思い
がけず良一からのメールが届いていた。昨年九月にワシントンへ赴任して以来良一は何度かメー
ルを寄越して来たが、こちらは忙しさもあり数回に一度往信するぐらいだった。いや東京を発つ前
に、これで終わりにしましょう、と伝えたつもりで、本当は返信すべきではなかったのだけれど、初め
ての赴任地で心細いことも多く、彼のメールが嬉しくもあったので時おり返事を書いていた。

「来月たぶんニューヨークへ出張することになる。叶子に是非逢いたいから週末を挟むようにする
よ。来てくれるね。良一」

彼のメールにはニューヨーク出張の予定日と宿泊するホテルのアドレスや電話番号が書かれて
おり、急に来ると言われても困る、と咄嗟に反応してから、叶子は自分がまだ前と同じように彼の誘
いに乗りかねない女であるらしいことに気づいた。東京にいる時にはまるで愛人か何かみたいに当
日誘いの電話を掛けてきたような男が三週間の余裕をもって連絡してきたということは進歩なのだ
ろうか。そう考えて、叶子は苦笑いする。

用件だけの短い文面を眺めながら自分の胸に尋ねた。彼に逢いたいのか、と。

パソコンの眩しいスクリーンから眼を逸らし何気なく部屋を眺めると、先ほどベッドの上に脱ぎ捨
てたダウンのコートが淡い部屋の照明に白く朧げに浮き上がって見えた。眼を閉じるとジョージタウ
ンでばったり出逢った黒づくめの健の面影が瞼の裏に浮かび、それがこの前タバナス・レストランで
向かい側に座ってこちらを見つめていた面影にダブる。そして魂を優しく揺す振り降参させるみたい
な甘いキス。二度と恋になど陥ちないと誓ったはずなのに、そんな誓いを難なく崩し去りあっという
間に心に忍び込んで来た男だ。

叶子は目を開けるとパソコンで良一に返信を打った。「忙しいのでニューヨークへ行ってお逢いす
る暇はありません。叶子」もう一度読み返してから、叶子、という箇所を消して発信する。これで良
一にはこちらの意図がわかるに違いない。

その数日後の週末、叶子はファッション・センターを訪れていた。中央に広大な吹き抜けがある四
階建てのショッピング・モールにはロクシタンの店があり、お気に入りのシャンプーが空になったの
で買いに来たわけだが、ついでに春物が並ぶブティックを覗くことにする。角まで歩いてエスカレー
ターに乗ろうとして、叶子の脚が凍りついた。

エスカレーターに健がいたからだ。それも、女性としっかり腕を組んで。
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〜第四話　動揺〜

最初は人違いかと思った。しかしエスカレーターで下っていった男は横顔からしてまさしく健で、ぴ
ったり寄り添うように立った髪の長い女性に何か話しかけている。女性の顔は見えない。どういうこ
となのだろうと自問して、叶子は自分が柄にもなく動揺していることに気づいた。二人の姿は地階の
フロアに下りると物陰に隠れて見えなくなり、一瞬その後を追おうかと考えてから、叶子は思い直し
て反対方向へ逃げるように歩き出した。

まったくの茶番、と自分を笑い飛ばしてやりたくなる。マニラへ出張すると語っていた男は実はワ
シントンにいて他の女性と逢っていた。それだけのこと。パーキングへ出るガラスドアを抜けると冷
たい外気が頬を弄り、車を停めた場所に向かいながら思わず滲んだ涙にぎっしりと駐車された車が
どれも揺らいで見えてきた。

「莫迦だな」、と口に出してみる。性懲りもなく、と胸の中で呟くと、叶子は慌てて指先で涙を拭いて
車に乗り込んだ。

叶子が勤める法律事務所には駆け出しの若い弁護士が何人もいる。デイヴィッド・ラッセルは
JETという米国人を英語教師として日本に派遣する制度で福島に一年間いたことがあるそうで、ハ
ーバード・ロースクールを出てからベイカー・クリフォードに勤務しており、同じロースクールの先輩
で日本人の女性弁護士がやって来たという興味もあるらしく叶子の部屋によく顔を出す。

「なんかノラナイ顔をしていますね。」

いささか怪しげなイントネーションの日本語の声に振り向くと、コーヒーカップを手にしたデイヴが
叶子の部屋の入り口に凭れ掛かってこちらを覗いていた。

「そうかしら。今日は仕事も捗って順調なんだけれど」

笑って誤魔化してはみたが、実は健からの電話に居留守を使って溜息をついていたところだっ
た。月曜日以来何度もオフィスに電話があったが、IDのスクリーンに彼の電話番号が出ると応答し
ないようにしている。ボイスメッセージにも折り返さないことにした。「電話して欲しい」、と機械に残さ
れた健の声がまだ耳に響いている。　

本当は電話したいところなのに、何と尋ねたらよいのか自分でもわからず、どう答えられるのかが
不安で、電話をする勇気が萎えてしまうのだ。受話器を取り上げようと思うたびに他の女性と腕を
組んでいた彼の姿が執拗に脳裏に浮かぶ。

「カナコさん、金曜日だし今夜私と付き合いません
か？美味しい炉辺焼き屋さんを見つけました。まる
で東京の店みたいで、カナコさんのお気に召すと思
うな」

デイヴは薄蒼い瞳を輝かせて笑いかけた。

「デイヴ、同僚とはいえ女性をその日に誘うなんて
ルール違反よ。そういうことしていると、モテないわ
よ」

前にデイヴから誰か素敵な日本人女性を紹介して
くれ、と頼まれたことを思い出す。弁護士事務所のア
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ソシエイトは長時間働くのでどうやら女友達を見つけるのが難しいらしい。

「だってカナコさん、ヒマでしょ？金曜日に残業とかよくしているじゃないですか。男より仕事、って
顔に書いてありますよ。週末前ですから、今夜は息抜きしましょう」

結局デイヴの誘いに乗ることになり、彼のお勧め
だというKUSHI（串）という店にやって来た。チャイナ
タウンを更に東へ行ったところで、再開発地域の新し
いコンドミニアムの一階に入居している店は広く、正
面にオープンキッチン風の炉辺焼きカウンター、左
手にバー、新鮮な貝を食べさせるローバー、そして
奥に寿司のカウンターがある。煩いほどの音量でバ
ックミュージックがかかり、店はデイヴと同年代と思
われる若い客達で賑わっていた。

寿司コーナーのテーブル席に座りメニューを見ると
馴染みのある料理が並んでおり、先ずはビールを飲
み炉辺焼きを幾つか注文することにする。

「ここ、ローカルなお客さんが多いわね」と叶子が指摘すると、「でも寿司シェフは銀座から来てい
るって聴きました」とデイヴが答え、それなら、と寿司も食べることにした。

ビールに続いて日本酒、と飲んでいるうちに、バーのように賑やかな店内で声を張り上げて喋る
には英語の方が適していそうで会話は自然と英語になった。

「福島で英語を教えていた時、その中学にいた音楽の先生、とても綺麗な人だったな。僕、実は惚
れていたんですよ。カナコさんによく似ている」

威勢良く牛や豚や鶏の炉辺焼き、焼きおにぎりを平らげていたデイヴはテーブルの向こうからこ
ちらに身を乗り出した。最後の「カナコさんに似ている」という発言は無視し、叶子は彼に尋ねる。

「で、どうしたの？好きです、とか告白したの？」

「そういうわけにもいかなくて。いや、こっちの日本語も下手だし、その人は英語が全然ダメだった
し」

「愛に言葉の壁なんてないじゃない。当たって砕けろ、でしょ？」

酔いに任せて叶子が茶化すと、デイヴは少し真剣な顔になった。

「ミチコさんというその先生には婚約者がいたんですよ。ダンプカーの運転手みたいな大柄なヤ
ツ。あいつにはぶん殴られたくないと思ったし、芋煮会とかで集まるとミチコさんはあいつの隣に並
んで嬉しそうに見えたしね。きっと彼女は福島であいつと結婚するのが幸せなんだろうな、とか考え
たわけです」

「デイヴ、まだ若いんだから、もう少し積極的に出たら？彼女が幸せかどうか、訊いてみないとわ
からないじゃない。アメリカ人と結婚して外国に行きたい、と密かに夢見ていたかもしれないわよ」

日本酒を飲み過ぎたのかもしれず、頭の奥で店内の音楽がビート高く鳴り響いているような気が
する。何が幸せかなんて、やってみないとわからないのかもしれない。

「だから、今度は積極的に出ようと思って。叶子さんは誰か好きな人がいるんですか？」

目の前に座ってこちらを見つめているデイヴは栗色の髪にブルーの瞳、映画俳優にでもなれそう
なハンサムと呼べる青年だ。きっと日本の中学生の女の子達が熱を上げたに違いなく、こうして向
かい合って座っていると惹かれないとも限らない。そしてそんな風に想うのは、煩い残響の中に二
人だけが存在しているようなこの雰囲気のせい？それとも大事な人を喪って、誰かに無性に寄りか
かりたくなっている気弱さがなせる業なのだろうか。
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突然目の前が真っ白になり、気づいたら隣の椅子に頭を横たえており、デイヴが心配そうな顔で
覗き込んでいた。

「大丈夫？」との問い掛けに、「水をちょうだい」と答える。お酒を飲み過ぎると血中アルコール濃
度が高まるらしく、しばしばこうして貧血を起こす。グラスの水を続けて三杯ほど飲んでしばらくする
とやっと視界がクリアになり、叶子は上半身を立て直して座り直した。

「ごめんなさい。飲み過ぎて貧血を起こしちゃったわ」

「よかった。叶子さんが蒼白になって倒れたから、僕は大いに心配しましたよ」

デイヴは安堵の表情を浮かべてこちらに微笑した。好青年には違いない。

彼の車でジョージタウンまで送ってもらい、アパートの近くで車を停めるとデイヴはわざわざ運転
席から降りて来て叶子におやすみのハグをした。「グッ・ナイト」、と微笑んで別れを告げてから、叶
子はアパートの玄関に向かい煉瓦敷きの広場を歩く。

見上げると、フルムーン。いや、蒼褪めた月はほんのちょっぴり欠けている。白い仄かな月明かり
がまだ若葉を覗かせない街路樹の黒い枝影を優しく照らしていた。

すると玄関脇からこちらに向かって歩いて来る人影があり、深夜の薄暗がりの中でもそれが誰で
あるか、叶子にはすぐわかった。自分のハイヒールの音がまるで心臓の動悸のごとく夜に響き渡
り、向き合ったところで足を止めると相手も立ち止まった。

「いったい、どうしたの？」

普通に話しかけるつもりだったのに、叶子の声は動揺を隠し切れない。

「その台詞は僕が言いたいよ。いったいどうして電話に出てくれなかったんだ？」

健は背広のズボンに両手を突っ込み寒そうに肩を窄めたままこちらを見た。　　

彼の眼差し。胸の裡を読み通すみたいな真っ直ぐな眼差しに捉えられるたびに心の奥が爪弾か
れて共鳴し、甘く痺れる。

「いつからここにいるの？」

「ずっと、さ。部屋に灯りが点いていなくて君が帰っていないみたいだから、帰って来るまで待つつ
もりだった」

健の答えに、叶子は先日ボードウォークからの帰りにこのアパートの七階の角部屋に住んでいる
とユニットを指差して彼に教えたことを思い出す。

「莫迦ね。こんな寒いところでこんな夜中に突っ立っているなんて」

「で、その間君は他の男と上手くやっていたというわけだ」

先ほどのデイヴとの遣り取りを見ていたらしい健が吐き捨てるように言い、叶子は、弁明すべきは
彼の方だったはずだ、と思い起こした。

「同僚と飲みに行っただけだわ。福永さんこそ、マニラへ行っていたはずじゃなかったの？」

「行っていたさ。で、先週末に帰って来て月曜日に電話しただろう？何度メッセージを残しても君
はナシのつぶて」

「・・でも日曜日には他の女の人と一緒だった。そうじゃないの？」

思い切って尋ねた叶子の問いに健は頬を強張らせた。間違いない、ファッション・センターで見か
けたのはやはり彼だったのだ。

「いったい彼女は誰なの？」

問い質すと、健は一瞬空を仰ぎ見て、それから覚悟を決めたかに叶子を見つめた。

「婚約者だ」
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〜第五話　真実〜

婚約者、という言葉を聴いた途端にまた貧血を起こしたかのように全身の血が足元に抜け落ち、
叶子は思わず踵を返して健から逃げるように歩き出した。彼が口にしたコンヤクシャという言葉が
後ろから追い掛けてくる。おぞましく感じられるそのものから逃げたい一心で、いや、彼を含めたす
べてから逃れたくなり、駆けるように足が速まる。

「待てよ！」追いかけて来た健に後ろから腕を掴まれ、気づくと彼の腕の中にいた。

「放してよ！」

「いや、僕の話を君が聞いてくれるまで、放さない」

「聞かないわ。そんな話、絶対聞きたくない！」

　夢中で答えているうちに目の前に立っている彼の面影が霞んで見え、叶子は自分が涙を流して
いることに気づいた。まったく、大の女がだらしない、と頭の片隅ではわかっているのに、溢れ出し
た涙は止まりそうにない。

指先で涙を拭って健を見ると、彼は困惑を浮かべてこちらを見つめていた。口を開きそうになった
健の唇に叶子は人差し指を押し付ける。

「何も言わないで。何も喋らないで、こうしてしばらく抱いていて」

叶子がそう言うと健は抱き締めている腕に力を籠めた。鋼みたいに逞しい男の腕。彼の胸に頭を
寄せながら叶子は、識る。余計な言葉などいらず、こうしてしっかりと抱き締められているだけで充
分なはずだ。男の舌は嘘をつくけれど、温かい胸の鼓動を探っていると、嘘とか真実とか、そんなこ
とはどうでもよくなってくる。それに嘘をつかれたわけではなく、ただ、彼が婚約しているという肝心
な事実を知らされていなかっただけだ。

しばらくの後に叶子が彼の胸から顔を上げると、健は当惑を残した微笑を振り向けた。

「さあ、話を聞いてくれる？」

「立ち話ですむ話ではなさそうだけれど、あなたを家に入れる気はないわ」

冷静になった叶子がきっぱり宣言すると、健は失望の色を瞳に浮かべた。

「じゃ、何処か静かなところへ行こう」

健に手を握られて後に続く。何処へ連れて行かれるのか知らないけれど、こうして彼に手を預け
ていれば、きっと何処かへ辿り着けるような気がする。

リッツカールトン・ホテルはKストリートの裏の小路
に入り口があり、レジデンスを兼ねているからか、知
る人ぞ知るという風情の隠されたエントランスだ。ロ
ビーラウンジには応接セットがゆったりと贅沢に配置
され、奥にはバーがあるらしく音楽や客のどよめきが
微かに洩れ聴こえてくるがラウンジには他の客の姿
はない。

叶子はコーヒーを頼み、健はウィスキーをロックで
注文した。

「それで、話って？」叶子の脳裏に再びおぞましい
婚約者の三文字が蘇ってくる。
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「僕がどうして婚約することになったか、君に話しておきたくなった」

グラスに注がれた琥珀色のウィスキーを見つめながら健が語り、叶子はそれを遮る。

「その話だったら、もういいわ。さっきは取り乱してごめんなさい。でも、どうでもいいの。あなたが
婚約していようといまいと」

私には関係ないわ、と出たかった台詞を叶子は呑み込む。そう口にしてしまったら自分でこの関
係を握り潰してしまうような気がして、そうすべきに違いないのだけれど、その勇気が出ない。

「どうでもよくなんか、ないんだ。ちっとも」

こちらを見ずに怒りを含んだ声で健は続け、それ
はあたかも彼が自分で自分を憤っているように感じ
られた。彼の話によると、二年前に彼は交通事故を
起こし、幸い人身事故には至らなかったが、同乗し
ていた女性に怪我をさせてしまい、その彼女は腕と
脚にケロイドを残し生涯ビッコを引く身体になってし
まったという。女性は健の銀行の取引先の社長の娘
で、地方から上京するから観光にでも連れて行って
やってくれと先輩に頼まれて車に乗せたらしい。

「うちの娘を傷ものにして、と親父さんに激怒され
た。責任は取るんだろうな、とも言われたよ。でも婚
約したのはそれだけでもない。僕としては自分の些
細なミスで彼女の人生を台無しにしたことを本心から悔やんだんだ。そんな呵責の念から少しでも
逃れることができるなら結婚でもなんでもしてやる、って本気で考えた。それに親父さんがそれなり
の企業のオーナー社長であるということを計算に入れなかったと言ったら嘘になる。野心に似たも
のがあったことは、否めない」

そこまで話すと、健はこちらを見て淋しい笑みを口許に漂わせた。それは、僕を軽蔑しているか、
と尋ねているようでもあり、叶子は手を伸ばして彼の手を握り、「それで？」と話を促す。

「僕の上司がその話を聞きつけて、大変だったな、と同情してくれた上に国際投融資公社への出
向の話を取り付けてくれた。事故で銀行にも迷惑をかけたから体のいい左遷みたいなものだが、ま
あアメリカで頭を冷やしてよく考えてみろ、と言ってくれたんだ。それで一応婚約はしたが僕は解放
された。執行猶予を与えられたようなものだ」

「で、彼女はあなたのことを愛しているの？」

叶子の問いに、健は溜息に似た吐息をついた。

「そんなことは、わからないさ。僕が帰国しないので先週ワシントンへ来た。こっちに叔母さんが住
んでいるんだ。ワシントンの大学院へ留学しようか、とか言っている」

「それで、あなたは彼女のことを愛しているの？」

やはり訊かずにはいられなくて叶子が問うと、健はこちらを向いて怪訝な顔をした。

「愛とか恋とかそういう話じゃないんだ。責任感というか、男としてのケジメみたいなものだ」

「でも、愛しているの？その責任感とやらで愛そうと努めたの？」

叶子が重ねて問いかけると健は困惑に目を伏せた。

「君にはやっぱり他に好きな人がいるんだね。だからそんな残酷な質問ができるんだ」

「愛していない人と結婚させられる方がよほど酷でしょう？」

醒めた口調で叶子が言うと、健はふっと皮肉な笑みを零した。

「僕はこの際割り切って彼女と結婚しようと決めていた。怪我をさせた償いもあるし、やっていけな
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いことはない、と思っていたんだ。・・そうしたら君に出逢った」

君に出逢った、という健の言葉を反芻して叶子が黙っていると、彼が続けた。

「それも雪でぬかるみが滑る日に白いフワフワした姿でぶつかって来た。定められたレールの上
を走るはずだった僕の邪魔をしに来たんだ、君は」

こちらを振り向いた健の瞳に叶子は胸の裡で問いかける。

それで？それであなたは邪魔されたいの？レールを外れても、いいの？

唐突に抱き寄せられて目を瞑ると、しっかり唇を塞がれた。他のことなど一切考えたくなかった。
考えられない。今はただ目の前にいるこの彼だけが欲しい。たとえ他の女に属する男だとしても、
後のことなどどうでもいいと思え、前にもそんな風に流されて火傷を負ったはずなのに、性懲りもな
くまた男の腕の中に飛び込んでいる。いや、今度は違うはずだ。求められたわけではなくて、私が
求めた男なのだ。幸せにしてもらいたいわけではなく、彼に幸せを与えたい。好きなんですもの、わ
けもなく。

オフィスで英語の契約書を読みながら、叶子は時おり卓上電話を眺め、バッグに入れた携帯電話
に手を伸ばし携帯がオンになっていることを確かめる。健からの電話を待っているのだ。週末を叶
子のアパートで一緒に過ごした後、婚約者に婚約解消を告げるから、と約束して帰った男はそれっ
きり連絡して来ない。こちらから電話すればすむことなのに、叶子は何故かできないでいる。彼は、
待っていてくれ、と言ったのだから、彼を愛しているならば、電話をかけてくるまで辛抱強く待ってい
ようと胸に誓った。もしその誓いを破ったりしたら幸運に背を向けられるような不吉な予感がするの
で、怖くて動けない。

するとオフィスの電話が鳴り、レセプション嬢がミセス江尻からの電話だと伝えて来た。江尻という
名前に心当たりはないが応答すると、電話を掛けてきたのはどうやら健の婚約者の叔母という人物
らしかった。電話では詳しいお話ができませんので、と江尻夫人は語り、ランチでも食べながらお話
を、と有無を言わせない口調で要請してきた。その件は福永さんとお話し下さい、と断るわけにも行
かず、結局叶子は指定されたレストランに出向いたのだった。

ペンシルベニア通りのキンケイドはシーフードで有名なアメリカン・フレンチ料理の店で、ビジネス
のランチやディナーにしばしば使われるので叶子も何度か訪れたことがある。お連れ様がお待ちで
す、とウェイトレスに言われて従うと二階の奥の窓側の席にその江尻夫人が座っていた。薄い唇を
真一文字に引き締めた婦人は中学時代の厳しい校長を思い出させる。

「わざわざお呼び立てして申し訳ございません。さ、先ずはランチを注文してからお話しさせて下さ
いませ」

夫人に慇懃無礼に促がされ、叶子は到底食欲が出る場面ではなかったけれどツナのソテーがの
ったサラダを注文することにする。

「榊原さんもお忙しいと存じますから、単刀直入に申し上げます。ご存知かと思いますけれど、福
永健さんは私の姪、沙織の婚約者です。どういうおつもりで健さんとお付き合いなさっているのか存
じ上げませんけれど、健さんを誑かすのはおやめいただきたいのです」

「誑かすなんて・・」叶子が思わず反発しようとすると、黙って、という夫人の手振りに遮られた。一
呼吸置いてから夫人は続けた。

「可哀想に、婚約解消などと言い出されて沙織は自殺を図りました」
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〜第六話　決断〜

自殺という重い言葉が叶子の胸を刺す。まさか。いや、大
いに有り得ることだ。自分でさえ良一との不倫関係に疲れ
てこんなに悩み苦しむならばいっそのこと二度と目覚めない
眠りに陥ちたいと願った日々がなかったわけではない。

叶子の狼狽に気をよくしたらしい夫人は続けた。

「幸い大事にはならず一命は取り留めました。それで健さ
んも考え直したらしいのですけれど、ここは年上のあなたの
方から手を引いていただきたいとお願いに伺ったわけです」

「福永さんが、私に関して何かお伝えしたのでしょうか？」

　叶子が尋ねると夫人は白いナプキンで口を拭った。

「そういうわけではありませんけれど、わざわざ婚約者の
沙織が日本から遊びに来ているというのに彼女を預かって
いる私のところへ顔を出さないのは感心いたしませんので、
彼のこちらでの素行を調べさせました」

ということは日本の興信所のようなものがアメリカにもある
のだろうか。

「榊原さん、婚約者がいる健さんとお付き合いになるのは
世間の常識に鑑みますと非常識というものです。もっとも、妻帯者の方とお付き合いなさっていると
の報告も読みましたので世間の常識というものに無関心でいらっしゃるのかもしれませんけれど」

江尻夫人の痛烈な皮肉に叶子は屈辱で耳朶が赤くなるのを感じた。なんで赤の他人にこうまで
侮辱されなくてはいけないのだろうと憤りを憶える一方で、世間というものがそういう反応を示すで
あろうことはわかり過ぎるほどわかっている。

「それに健さんを愛していらっしゃるのでしたら彼の幸せというものも考慮なさって下さい。沙織の
父、私の兄は中部興業の社長で、いずれは娘婿の健さんを後継者にする心積もりですの。もし婚
約解消などという恥晒しな事態に陥ったらメインバンクの興産銀行との関係も悪化せざるを得ない
ということぐらい、キャリア女性の貴女でしたらお察しがつきますでしょう？」

叶子が尚も黙っていると、夫人は更にダメ押しをした。

「それに、沙織をあんな可哀想な身体にしたのは健さんなんです。ベストのお医者様に診せて痛
い手術を何度も受けさせましたけれど、結局かたわになってしまって、あの子の醜いケロイドが残る
腕を目にするたびに私は胸がつぶれる思いです。ここはどうか、健さんを沙織に帰してやって下さ
いませ」

江尻夫人の芝居がかった台詞を耳にしながら、叶子は呆然とするしかなかった。夫人が並べ立
てた何故叶子が健と別れるべきかという論法はすべて予想されたものではあったけれど、それを
相手の肉親から生に突き付けられるとやはり動揺せざるを得ない。彼を愛しているから別れられな
い、という愛しいほど単純で純粋な理由は、世間の常識、という見えない影に蔽われて陳腐で身勝
手な戯言となり、光を喪いかねないように感じる。

「お話は承りました。これで失礼いたします」

叶子はそう述べると相手の返事を待たないで立ち上がった。これ以上夫人の話に耳を傾けるの
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が、辛かったからだ。

「お聞き届けいただけましたね」と背後から追い掛けて来る声を振り返らずに、叶子は螺旋階段を
一気に下ってレストランの外へ出る。外気を吸わないと窒息しそうだった。

爽やかな三月の風が叶子の頬を撫で、不快を極めたランチの後真っ直ぐオフィスに戻る気にはな
れず、叶子はレストラン前の小さな芝生の公園を横切りジェイムズ・モンロー・ハウスに向かう。三
階にはジョージア・オキーフの絵が並ぶ展示場があり、誰でも自由に訪ねることができる上、いつも
空いているので思索の場にはもってこいだった。

ハウスのクラシックで重い扉を開け、叶子は邸宅の細い
階段を上る。中二階の書斎ルーム、二階のリビングルーム
を過ぎて更に上ると、三階の展示ルームへ出る。先ほどの
江尻夫人との会話、いや、会話とも呼べない夫人の一方的
な通告について、人目を逃れて一人でゆっくり考えてみたか
った。

しかし、あいにく先客がいた。

壁に掛かっている絵を眺めていたらしいポニーテールの
女の子は叶子が入って来た気配にくるりと振り向いた。ジー
パンにパーカーというカジュアルな格好のアジア人で近くの
ジョージワシントン大学の学生かもしれない。彼女は不躾と
も感じられる視線で叶子を上から下まで眺めると、「日本人
ですか？」と日本語で訊いてきた。そうだと答えると、この絵
をどう思うか、とオキーフによる花のモチーフ絵を指し示し
た。本当はすぐにもここを立ち去って一人になりたいところ
だったが、「綺麗な絵ね、センシュアルだわ」、と叶子が答え
ると彼女は嬉しそうな顔をした。

よほど話し相手がいなくて退屈でもしているのか、その女の子は更に、ジョージア・オキーフとそ
の夫でギャラリーのオーナーで写真家でもあったアルフレッド・スティーグリッツの愛について知っ
ているか、と問い掛けてきた。美術でも専攻している学生かと想像しつつ、叶子が知らないと答え
ると、彼女は二人の出逢いから互いの創作に影響を与え触発し合った関係について熱を籠めて喋
り、叶子はつい話に惹きこまれていた。

そして、解説を終えた彼女に、唐突に質問されたのだ。

「魂を焦がすような恋、ってしたことあります？」

窓から刺し込む春の陽光がフロアで踊り、見知らぬ女性の問い掛けが何故か胸に響き、嗾けら
れたような気がする。部屋に他人がいることを忘れて、叶子はオキーフの官能的な絵をじっと見つ
める。

「・・あるわ。反対されても、たとえ他人を傷つけても、彼だけが欲しい。莫迦だなと頭では理解して
いるのに、よくわかっているのに、求めることをやめられない。彼の鼓動を感じていたいの」

「素敵ですね！私もそういう恋がしたい。求め合い高め合うような、そんな相手が現われないかし
ら」

「きっと現われるわよ」

叶子が励ますと、女の子は瞳を輝かした。

携帯電話の音に会話は遮られ、女の子は携帯を耳に当てて二言三言答えると、行かなくちゃ、と
言い残して歩き去った。怪我でもしているのか左足を庇って歩いており、ふと脚が悪いと聞いた健
の婚約者と先ほどのランチのことが苦く思い出される。「脚、大丈夫？」と後ろから尋ねると彼女は
元気に振り返り、「全然大丈夫です」、と笑いながら立ち去った。
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若いというのは素晴らしいことに違いない、と彼女の背を見送りながら叶子は思う。二十代の頃、
いったい自分は何を求めていたのだろう。アメリカに留学してロースクールで勉強して、とにかく遮
二無二仕事をして。

健と抱き合った夜のことを、誰にも邪魔されず二人きりで過ごした素晴らしい週末を思い返し、心
が熱く疼く。運命的な、と形容詞をつけたくなっていた彼との出逢いは、しかし戯れな運命がプレゼ
ントしてくれた眩く一時の幸せに過ぎないのかもしれず、その美しい記憶をしっかり胸に抱いてここ
で幕を引くべきなのだろうか。後々健が後悔しないですむように、彼をフってあげるべきなのだろう
か。

彼を愛しているのだったら、と語った江尻夫人の声がいやでも耳に残っており、愛しい人をこれ以
上苦しませたくはなかった。

江尻夫人から呼び出されたことを健に告げようかどうしようかと逡巡して、結局やめたのだった。
何故なら婚約者が自殺を図ったとのことで窮地に立っているのは健その人で、彼に電話をして何を
伝えるべきか、叶子は決めかねていたのだ。

夕刻になってオフィスの電話が鳴った。またもやあの夫人が掛け直してきたのだろうかと身構える
と、レセプショニストはミスター東郷からだと言う。居留守を使うべきかどうか迷いはしたがもう手遅
れなので受話器に耳を当てる。

「叶子、どうしている？」

良一の声。彼の少し甘い掠れ声が耳許を優しく擽るように感じられた頃があったはずだ。懐かしく
ないと言えば嘘になる。叶子は軽く唇を噛むと、告げた。

「どうしているって、今とても忙しいの。急ぎの案件を幾つも抱えてしまって」

「ニューヨークへ出張で来ている。前もって連絡しただろう？」

「忙しいから、って折り返したはずだわ」

きつい声を出したつもりなのに、良一は不自然なほど嬉しそうだった。

「忙しいから、なんて言っていられないぞ。いい知らせなんだ。うちのカミさんがやっと離婚を承諾
しそうなんだ」

良一の報告に叶子は耳を疑った。いったい誰が何時そんなことを求めただろうか。六ヶ月前に日
本を立つ時に彼とは別れたはずだ。

「ちょっと、待ってちょうだい。今さらそんな話を聞かされたって・・」

叶子が説明しようとすると、電話の向こうで彼は誰かと打ち合わせでもしているらしかった。受話
器から再び良一の弾んだ声が洩れてくる。

「悪い、ミーティングが入った。週末には来いよ。部屋にシャンパンを用意しておくから」

そこで電話が切れ、叶子は受話器を握り締めたまま、しばし放心していた。

なんで今さら。叶子の為に離婚したと良一は主張するに相違なく、それを考えただけで悩ましかっ
た。自分の力ではコントロールできぬほどあらゆる歯車が逆回転を始めているような気がする。す
べてはあの冬の日にジョージタウンで健に出逢ったことから始まった。

携帯の電話が鳴り、心ここにあらずという面持ちで受信すると健その人からだった。

「実はちょっと話したいことがあるんだ」

彼の声。低くて若さを滲ませた澄んだ声が、今日は携帯の向こうで当惑に暗く沈んでいる。彼を
迷わせ苦しめているという事実に胸を突かれて、叶子は思わず口にした。

「私も、話したいことがあるの。・・もう、あなたには逢えないわ」
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〜第七話　煩悶〜

夜のオフィスは静まり返っており、パソコンが奏でる微かな電子音が煩い虫の羽音のように聴こ
えてくる。耳を澄まさなければ気づかない押し殺した雑音に身を委ね、叶子は天井を見上げて溜息
をついた。

もう、あなたには逢えない。　

どうしてそんなことを言ってしまったのか、自分でもよくわからない。でも口走った途端にそれが正
しい答えなのだと確信し、こちらから唐突に電話を切った。健に逢うのをやめる。これで彼はこれ以
上苦しまずにすむし、彼の婚約者も救われる。それ以外に、彼の為にいったい何ができるというの
だろう。

日中にジョージア・オキーフのギャラリーで出逢った女の子が尋ねた「魂を焦がす愛」ということに
ついて考えてみる。たぶんそれはこの世では成就できない愛のことを示すに違いない。

追い求める人が翳になりこの手を擦り抜けて行く。魂の抜け殻となった肉体は人生を終えて荼毘
に臥され、魂は掴めないものを渇望し続けて永遠に虚無を彷徨い、己を焦がす。そんな愛。

だから、健の為に彼を諦めるしかないのだ。自分を納得させたくて叶子はそう結論づけると、パソ
コンを消してオフィスを後にした。

コネチカット大通りから横道を入ったところに旧いタ
ウンハウスを改装したホテル、タバードインがあり、
ここはワシントンで一番旧いホテルだそうだ。麗佳か
ら夕食でも一緒にと突然の誘いを受け、アパートで
悶々と自問自答を繰り返すような時間が耐えられな
かった叶子は喜んで応じた。

個人邸宅のようなホテルの玄関を潜ると昔はリビ
ングであったらしい暖炉が付いたラウンジルームに
通され、更に奥へ進むと小さなバーとレストランがあ
った。

鮮やかなアップルグリーンのセーターを着た麗佳
が先に来てテーブルに座っていた。

「ここ、誰かのお宅にお邪魔したみたいで、落ち着いた素敵なレストランね」

叶子はレストランルームの白壁に飾られたクラシックな絵画を順に眺めながら賞賛する。

「隠れ家みたいな雰囲気がいいでしょう？」

麗佳がテーブルの向こうで満足気に微笑した。レストランの横にはオープンエアのパティオもあ
り、食後にそこで星を眺めながらコーヒーを飲むことも可能だそうだ。

麗佳とは高校時代に親しくしていたわけではないのに、先日ブランチを一緒に食べて以来ケミスト
リーが合う相手だということを発見した。何より、彼女の自由奔放さが羨ましい。

ワインを飲みながらファッションやら四方山話をしているうちに自然と男の話題になった。麗佳は
ニューヨークに住んでいた頃ケーブルドラマの『セックス・エンド・ザ・シティー』にハマっていたそう



JCAW Copyright © 2012 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

22

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
号外 〜Vol.3〜

で、叶子が知らないと言うと、DVDで観なきゃダメよ、と笑われた。ニューヨークに住む四人のキャリ
ア女性の恋と友情を描いたシリーズドラマらしく、麗佳によれば、恋のバイブル、ということだ。

「麗佳、この前、生涯で一度の恋、って言っていたでしょう？それってどんな恋かしら」

叶子が尋ねるとテーブルの向こうで麗佳が苦笑した。

「実はね、私は毎回、これが一生に一度の恋、って思っているの。だってそう思えないような人と
付き合っても仕方ないでしょう？」

「もし、手が届かない人だったら？例えば奥さんがいるとか、・・許婚がいるとか」

麗佳は優美な仕草でワイングラスを傾けると、叶子の問いにあっさりと答えた。

「そういうの、手が届かない、って言わないわよ。手に入れることができないのは死んだ人ぐらい。
昔は、というか今のアメリカだと大事な人が戦場で散るという悲劇はありうるわね。結婚なんて紙切
れ一枚。離婚に備えた財産分割契約書の方がよっぽど厚いわ」

彼女の言葉に叶子は少し慰められた気がする。

「で、叶子の相手は、どんな人なの？」

ワインの心地良い酔いも手伝い、叶子は胸に痞えている健への想いを露呈したくなる。

「どんな人、って、一緒にいると心が安らぐの。彼の笑顔を見ても、憂える顔を見ても、いつも胸の
奥がキュンとするわ。抱き締められたい、って思う。いえ、抱き締めたい、かしら。わけがわからない
ほど惹かれている。難しいわね。うまく言葉に現わせない」

稚拙な表現が自分でも可笑しくなって叶子が笑うと、麗佳も笑った。

「叶子、それって素敵じゃない。言葉じゃ表現できない、って本物だと思うよ。要は、相手のありの
ままを愛せるか、そして相手を幸せにしたいと思えるか、じゃないかしら」

「それって、男みたい」

叶子の軽口に、麗佳が吹き出した。

「恋愛には男役も女役もないわ」

「で、麗佳の好きな人は、どういうタイプなの？」

尋ねると、麗佳は整った魅力的な顔を少し翳らせた。

「正直なところ、財産目当てで寄って来る口の上手いハンサムな男たちには事欠かない。で、私
が惚れたのは誰だと思う？自宅のパティオの煉瓦張りに雇ったエルサルバドルからの移民の男。
私の拙いスペイン語ではまだロクな話もできないわ。それで、週末ごとに遣ってくる彼が庭で懸命に
働く姿を部屋から眺めてただ今妄想中、っていうところ」

麗佳の軽妙な台詞に叶子が笑い、その晩は二人でボトルを空けたのだった。

ベイカー・クリフォードのオフィスからジョージタウン
のアパートまで、気候の良い時期には歩いて帰るこ
とにしている。健が勤める国際投融資公社も目と鼻
の先で、公社のビルを見上げるとまだ窓の幾つかに
灯りがついていた。健はあれから電話を掛けてこな
かった。今夜はまだオフィスで仕事をしているのだろ
うか。

前に向き直って一歩を踏み出す。自分で決めたこ
となのだから、振り向いてはいけないはずだった。

すると後ろで車の警笛が鳴り、眩しいライトに叶子
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が手を目の上に翳して振り向くと、車の窓から顔を出して健が呼びかけた。

「乗って！」

一瞬どうしようかと迷っていると再度促されたので、叶子は車の助手席に座った。

車を発進させながら、こちらを見ずに健が言った。

「もうこんなストーカーみたいな真似、させないでくれよ」

「電話をくれたらよかったのに」叶子が曖昧に答えると、健が言い返した。

「電話を掛けたら、きっと君は出なかっただろう？」

健の声は掠れており、前を見つめてハンドルを握っている横顔は深い翳を滲ませ疲れて見える。
逢わないと決めた自分の誓いは彼を苦しめただけだったのだろうか。

「話したいことって、何だったの？」電話での遣り取りを思い起こして叶子は尋ねる。

「沙織が、・・例の婚約者が自殺未遂を起こしたと彼女の叔母が言うんだ」

「でも大事にはいたらなかったのでしょう？」

叶子が続けると健が訝った顔をこちらに向けたので、江尻夫人がオフィスへ電話を掛けてきてラ
ンチに呼び出されたことを伝える。

叶子の話を聞いてからしばらくして、健が呟いた。

「悪かった、君にまで大変な思いをさせて。これはすべて僕の責任だ。だから決着を付ける」

車は真っ暗な夜の道を滑るように走っている。いったい何処へ向けて走っているのか、叶子には
まったくわからない。

「私、考えたの。あの夫人が言うことにも一理あると思うの。たぶんあなたは私と出逢うべきじゃな
かった。レールの軌道を外れたりしちゃ、いけなかった」

叶子がそう言うと、健はハンドルを握りながら鼻先でフンと笑った。

「いいかい、君だけが僕の同士なんだから、そんなに簡単に諦められちゃ困るよ。君は他人のこと
を考え過ぎるんだ」

「でもあの江尻夫人、あなたの銀行にもイチャモンをつけかねない勢いだったわ。私のことであな
たが窮地に陥るのは、困るわ」

叶子の言葉に健は微笑した。

「そんな戦略に乗るなよ。これでも有能な銀行員だと自負しているわけだから、興産銀行が認め
てくれないのだったら何処へでも移る覚悟がある。唯一の懸念が沙織だ。彼女にはどんな誠意でも
尽くし、金で片付く問題だったら幾らでも出す。今まで彼女の叔母さんが逢わせてくれなかったんだ
が、さっき沙織から電話があった。逢ってもいいというのでこれから行く。君と一緒に来てくれという
から、すまないが付き合ってもらいたい」

そう言うと健はこちらを向いて珍しく気弱な表情を垣間見せ、叶子の胸の奥が熱くなった。彼の役
に立つことであれば、彼の苦悩を少しでも和らげられるのであれば、あの江尻夫人に再び逢うこと
だって何だって厭わない。彼さえ傍にいてくれれば。

沙織の叔母の家はヴァージニア州の高級住宅街マクリーンにあるそうで、健の車は街燈もない
暗い街道を進み、小道を入ってカルドサックと呼ばれる円形の道の一番奥にある立派な家の前で
停まった。

車を降りて豪邸の前に並び立つと、叶子は軽い身震いを憶えた。健の手が伸びて来て叶子の手
をしっかり握り、彼のちょっと湿った厚い手は怖がることはないと語っている。

しかし、いったいこれから自分は健の婚約者だというその女性にののしられに行くのだろうか。 
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〜第八話　波乱〜

健が江尻邸のベルを押すと、しばらくは物音一つ聞こえなかった。扉が開くとフィリピン人らしいメ
イドが顔を出し、奥様はリビングでお待ちです、と二人に伝えた。さあ修羅場だ、と叶子の胸が不安
に騒ぐ。江尻夫人の目の前で手を繋いで登場するのは具合が悪いのではないかと手を引っ込めよ
うとしたが健は固く握った手を放そうとはしない。

　健と叶子がリビングへ進むとはたして奥の一人
掛けのソファーに座っていた江尻夫人は怖しい形相
で二人を見た。そして、隣のソファーに腰掛けている
女の子と呼べる若い女性を見て、叶子は思わず声を
上げそうになった。先日江尻夫人とのランチの後ギ
ャラリーで話し掛けてきた女の子だったからだ。向こ
うも愕いた表情で、小さく、あっ、と声を出し、江尻夫
人は何事かと一瞬戸惑いを覗かせたが、すぐ元の
巌のような表情に戻った。

気まずい沈黙が流れ、メイドがリビングにコーヒー
カップを運んで来たが誰も手をつけようとはしない。

沈黙を破ったのは健だった。彼は江尻夫人を見ず
に沙織だけを見つめた。

「先日お話したけれど、僕は婚約を解消させてもらいたいと思っています。沙織さんに多大な心労
をお掛けしたことは本当に申し訳ないし心よりお詫びします。でも僕は君を幸せにはできない。どう
か許して欲しい」

そう言うと健は深々と頭を下げた。

「許して欲しい、ってそんな勝手なことが許されるはずないじゃないですか。あなたという人は沙織
に怪我をさせて、その上婚約解消だなんて破廉恥なことを・・」

江尻夫人が悲鳴のような声を上げると「叔母ちゃま、黙って！」と沙織が細い身体を絞るような声
を出した。そして健に向き直ると、告げた。

「ヒドイ話だと思いません？」

「だからこうして謝りに伺いました」

「本当にヒドイ！」

　沙織の声が部屋に響き渡り、誰も二の句を注げない。すると、今度は彼女がいかにも可笑しそ
うに笑い出し、いったい自殺未遂を起こして頭が変になってしまったのだろうか、と叶子は不安にな
った。沙織は笑いを堪えると、健に話しかけた。

「健さんが婚約をオーケーしたおかげで、私はこの二年間、やりたいこともできなかった。そんな
身体では何もできないから嫁に行けとパパに言われて。男だったら、どうしてあの時ちゃんと断って
くれなかったんですか？どうして一度ドライブしただけで、事故ったぐらいで結婚しなくちゃいけない
の？」

沙織の声がリビングに響き渡り、健は呆然とした顔で彼女を見つめている。

沙織は叶子に向き直ると、悪戯っぽい微笑を浮かべた。

「まさかあなたが健さんの恋人だって知らなかった。だって私が叔母ちゃまを待ってブラブラしてい
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る間、恋人さんは叔母ちゃまのランチに付き合ってくれていたはずなんですもの。でもあそこで言っ
たことが私の夢。美術を大学院で勉強して、そしてそんな私を理解してくれる人に出逢う。結婚なん
て考える前にやりたいことがたくさんあるし、パパの後継者を選ぶ為のような結婚、本当は厭なの」

「沙織さん、お父様になんて失礼なことを・・」

江尻夫人は気絶せんばかりに取り乱していたが、そんなわけで健は婚約を解消してもらえること
になった。沙織の自殺未遂云々はどうやら夫人の茶番だったようだ。

アパートのベッドルームは運河に面しており、ジョージタウンの人通りが絶える深夜には窓のカー
テンを開けておくことが多い。街燈に照らされているものか夜空は微かな蒼色を残し、窓から注ぐ薄
明かりでベッドの白いシーツの皺が美術館にあるギリシア彫刻の衣服のような美しいドレープを寄
せている。

叶子は心地良さのあまり甘い吐息を洩らした。背後から叶子を抱き締めている健の腕を胸の前
で弄びながら、ずっとこうして肌を寄せ合い怠惰に寝そべっていたいと願う。

「ねえ、幸せの定義って知っている？」

　叶子が尋ねると、健が眠そうな声を出した。

「うん？そうだな、美味しいものを食べて、大きな家に住んで、好きな女と暮らすこと、かな」

　耳朶の裏に健のキスを感じて、叶子は寝返りを打ち彼に向き合う。

「あのね、今この瞬間が永遠に続くといい、って願いたいことが幸せなんですって」

「それって、ちょっと刹那的じゃないかい？」

「でも当たっているでしょう？私、ずっとこうしていたいわ」

「ずっと、ってわけにはいかないだろう？朝起きて会社へ行って、メシを食って、街をブラブラ歩い
て、それからねぐらへ帰る」

　そう言うと健は叶子を抱き寄せた。

「今度のことで、ちょっと学んだな」

「何を？」と叶子は尋ねる。

「そうだな、勝手な思い込みってあるんだな、ってこと」

「訊けばいいのよ」

「そういうわけにはいかない。男っていうのはお喋りじゃないから、今幸せですか、なんて面と向か
って訊かないよ」

　健の言葉に笑いながら、その腕の中で叶子は提案する。

「じゃ、練習。幸せか、って訊いてみて。答えてあげるから」

「その必要はないさ。自信あるから」

　言いながら健は叶子の唇を塞いだ。

幸せな時が長く続かないというのはまさにその通りで、オフィスを出ようとしていた叶子のもとに良
一が電話をしてきた。ニューヨークからワシントンのナショナル空港へ今到着したところだという。寝
耳に水だったが、叶子は結局良一と夕食に落ち合うことを承知した。後で勝手にアパートへ来られ
ても迷惑だし、別れたということをきっぱり認識させたいと思ったのだ。

ふと健に伝えておこうかと考えて、思い直した。今夜は残業するとのことで彼とは明日逢うことに
なっていたし、良一が誰で彼が何故ワシントンに現われたかをわかってもらえるように説明するの
はひどく厄介に感じられたからだ。

カカオは連邦議事堂があるキャピタルに近いフレンチビストロだ。タクシーでワシントンの東側に
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向かうと、再開発されて綺麗に蘇った地域と壊れかかっている無人のタウンハウスが放置されてい
る地域とがまだらに現われる。カカオは旧いタウンハウスを利用した店で、同じく改装されたレスト
ランが並ぶ一角にある。叶子がこのレストランを指定したのはここがジョージタウンにある叶子のア
パートから遠く離れており、小ぢんまりした静かな店は人目を避けて話をするのに向いていると考え
たからだった。

タウンハウスの階段を登って玄関を入り、奥の部
屋の窓際のテーブルに案内されてから、叶子はしま
ったと思った。記憶にあったのは手前の部屋だった
が、奥のコーナーは紅いカーテンに中東風の真鍮の
キャンドル、とパリの娼婦邸を連想させるエキゾチッ
クな艶かしさを醸し出しており、愛を語らう場所と勘
違いされかねないからだ。しかし、待ち合わせ場所を
変更するには遅過ぎるので、良一が来るのを待つこ
とにする。

窓の外には街路樹に爽やかな新緑の葉が揺れ、
良一と最初に出逢ったのも春だったことを思い出し
た。あれから既に四季が七回も移ろったのだ。今で
は良一との逢瀬は遥か昔のことに感じられ、蓋を閉めた記憶の底に埋没しつつある。それはどうし
てかと言えば、ワシントンという新しい街で暮らし始めたからであり、何よりも健に出逢ったからだ。

人の気配に気づいて叶子が部屋の入り口を見遣ると、ルイヴィトンのボストンバッグをぶら下げた
良一がウェイターに案内されて入って来るところだった。彼の荷物を見て叶子は面食らう。

「叶子、久し振りだな。髪、切ったのか？」

　良一の問いには答えず、叶子は先ほどの電話での会話をもう一度繰り返した。

「ホテルを予約してちょうだい、って言ったでしょう？うちには絶対泊めないわよ」

「空港で一つ二つあたってみたが、どこも満室でね」

　泊めないとの叶子の宣言を意に介さないのか、のんびりとした声音で答えると良一が微笑した。
半年ほど前までは愛しい男だったはずの彼に久し振りに逢ったとはいえ何も感じない事実に、叶子
は今更ながら自分でも愕く。

ワインを勧める良一に身体の調子が悪いからと断り叶子はペリエだけ飲むことにした。メニューを
眺めている男の顔が記憶にある面影より相当老けて見え、それは出張疲れなのか、それとも健の
若い面影に慣れ親しんだせいだろうか、と叶子は自問する。

ワインをボトルで頼むと良一は速いペースでグラスを空けており、ところで、と叶子に尋ねた。

「いったいどうしてニューヨークへ来なかったんだ？仕事で、ってことでもないだろう」

来るべきものが来た、と叶子は緊張するが、それを言う為にこの食事を了承したのだ。

「行きたくなかったからだわ。言ったはずよ。もうあなたとは別れたの」

手にしていたグラスのワインを飲み干すと、良一は不機嫌な顔でこちらに向き直った。

「俺はそんなことは了承していない」

「了承なんていらないわ」

「認めないさ」

「認めるも認めないも、あなたに逢うのはこれで最後にしますから、そのおつもりで」

　叶子が良一の目を見て断言すると、彼は狼狽して声を荒げた。

「叶子、それはないだろう。俺は君の為に女房と別れたんだ」
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〜第九話　迷走〜

良一の離婚は前に電話でほのめかされていたので予想しなかったわけではないが、それでも叶子
は動揺した。離婚するかもしれない、と、離婚した、では事の重大さが違う。しかし、別れた男が離婚
したかしないかというのは彼の問題であって今の自分には関係のない話のはずだ。

子羊のローストから肉汁とともに染み出た血が白い皿に鮮血のような紅を添えているのを見なが
ら、いったいどう反応すべきか叶子は迷っていた。そしてこんな場面に自分を追い込んだ良一が恨
めしくなる。

叶子は良一を見据えると一呼吸置いてから、告げた。

「私、好きな人がいるんです。彼のことを愛しています」

テーブルの向かい側に座っている良一は一瞬面食らった表情を覗かせたが、ボトルのワインをグ
ラスに注ぎ切ると、薄笑いを唇に湛えた。

「で、何処の誰なんだ、そいつは。叶子はまだワシントンへ来たばかりじゃないか。それとも東京に
いた頃から隠れて付き合っていたっていうわけか？」

不倫をしていた男が、隠れて、などと言い掛かりをつけるのは可笑しい話だと憮然としたが、叶子
は誤解されたくないので答えた。

「こっちで出逢った人だわ」

「それで、その男がプロポーズでもしたのか？」

唐突な質問に足元を浚われたように感じる。イエス
と嘘をつくべきに違いないのだが、どうしてもそういう
嘘がつけずに叶子が黙っていると、良一は勝ち誇っ
たようにニヤリと笑った。

「だろう？叶子はその男に弄ばれているだけだ」

「そういういやらしい言い方をやめてくれないのだっ
たら、私、帰るわよ」

怒って叶子が席を立とうとすると、良一は慌てて引
き止めた。

「そう怒るなよ。なあ、せっかく来たんだから、夕食
ぐらい一緒にしてくれよ」

ボトルを新たに注文すると、良一はワインを水のように飲んでおり、いささか酩酊しているようだっ
た。東京で逢っていた頃は酒に強い男という印象で酔ったところなど記憶にないので、今夜は余程タ
ガが外れてしまったのだろうか。滅入った顔でワインを浴びるように飲む姿に、叶子は愛しさとは異
なる淡い哀れみを憶えざるを得ない。

しばらくすると呂律が怪しくなった良一が愚痴を吐きはじめた。

「せっかく叶子と結婚しようと、カミさんと別れたのにな。まったく・・」

結婚、それは遥か彼方の昔に切望していた文字だったはずだが、今となっては酔った良一のプロ
ポーズめいた申し出は迷惑な重荷でしかなく、叶子は彼の言葉を聞き流した。

「それで離婚の慰謝料に奥様に家屋敷を取られてしまうわけ？」
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「いや、その心配はないんだ。あいつも男をつくったらしくてね」

良一は思わず白状し、それだったら身から出た錆というものではないかと叶子は思ったが、黙って
彼の愚痴を聞くことにする。

「相手は誰だと思う？なんとこれがお決まりのカルチャー教室の講師。それもだぞ、テニスコーチと
浮気とかって話は聞いたことがあるが、カミさんの相手はパティシエとかなんとか言うケーキ職人。
俺の金でお菓子作りを習いに行って、だ。まったくけしからん」

グラスのワインを煽るように飲む良一の情けない姿に叶子はさすがに心配になったが、彼は愚痴
を吐くのをやめない。

「それでだ、ここがうちのカミさんのすごいところだが、昔俺があいつと別れたくて署名して判まで押
して渡した離婚届をまだ後生大事に持っていて、その離婚届を突き出して、離婚してくれ、だ。晴天
の霹靂だよ」

酩酊している彼をそろそろ何処かのホテルに送り届けた方がよいのではと叶子は思いはじめた。
いったい自分でホテルの記帳ができるだろうか、と不安だ。

「さあ、もう帰りましょう。何処のホテルがいいかしら」

「ちょっと待て。まだ、あるんだ。カミさんも叶子と同じなんだ。その若造を愛している、とかのたまう
んだぜ。何が、愛、だよな。よろめいただけじゃないか。どうしてそれが、さあ離婚、ってことになるの
か、信じられないよ」

テーブルの上に突っ伏して轟沈した哀れな良一の姿を見て、叶子は深い溜息をつく。一度は好き
だった人なのだから、彼にはきちんと幸せでいて欲しかった。

こんな状態ではホテルに送り込んで宿泊させるのは不可能に思えるので、仕方無いがアパートへ
連れ帰ることにする。ウエィターが手伝ってくれたので彼をタクシーに乗せ、ジョージタウンの行き先
を告げ、その後は叶子の細い身体に重い体重を寄り掛けてくる良一を半ば引き摺るような格好で部
屋まで運んだ。

叶子のアパートはワンベッドルームと呼ばれるタイプで、リビング兼ダイニングの部屋と寝室が別
になっており、トイレは客用が玄関脇に、そしてトイレとバスが付いたマスターバスルームは寝室に
付属している。酩酊している良一の重い身体をなんとかリビングのソファーに寝かせ、靴を脱がせて
から予備の毛布を掛けた。クッションを枕に当ててやりながら、叶子はこんな風に彼の寝顔を眺めた
のは何時が最後だったのか思い出そうとし、自分でも答えが出せなくて苦笑した。

「叶子、俺は・・淋しいよ・・」

寝言を吐いていた良一はしばらくすると寝入ったようだった。明日は午前の便でニューヨークへ戻り
そこから東京へ帰ると語っていたので、明朝彼を起こして見送ればいいはずだった。

叶子は寝室に入り内側から鍵を掛けた。仕方無かったとはいえ、リビングに良一を泊めているとい
う事実が懸念される。健に電話をしておかなくてはと思ったが、深夜に連絡してどうこの事態を説明
したら納得してもらえるのかわかりかね、結局電話するのはやめたのだった。

チャイナタウン近くにあるザイチャニアは総ガラス張りの流行のスポットで、レバノン、ギリシア、ト
ルコといった地中海料理とワインを楽しむことができる賑やかな店だ。健とオフィスの若い同僚デイ
ヴと一緒に飲みに行く約束をしていたところ、突然沙織から今度一緒にご飯でもと誘われたので、健
に了承させて沙織にも声を掛けることになった。

やりかけの契約書の草稿にてこずり叶子が遅れてレストランに到着したところ、予約しておいたテ
ーブルでデイヴと沙織が親しそうに並んで座り、夢中で話し込んでいた。

「デイヴって日本語がすごく上手いのね」
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叶子の姿に気づいた沙織がそう褒めるとデイヴは
満更でもなく嬉しそうだった。

「サオリさん、可愛い人ですね」とデイヴは叶子に英
語で耳打ちし沙織に日本語で語った。

「本当は日本語がもっと上手くなりたいんですけれ
ど、カナコさんは英語が上手いし、いつも仕事が忙し
いから、僕の日本語に付き合ってくれないんです。冷
たいよね」

デイヴの軽口を受けて叶子が提案する。

「デイヴ、沙織さんに日本語を習えばいいじゃない。
それで、英語を教えてあげればお相子でしょう？ほ
ら、ランゲージ・エクスチェンジっていうやつ」

「それは名案ですね。サオリさん、それ、やりましょう」

デイヴが相槌を打つと、沙織はしばらく考えているようだった。

「でも私、後一ヶ月ぐらいしかこっちに滞在しないと思うし」

「一ヶ月もある、じゃないですか。じゃ、決まりですね」

デイヴの強引なアプローチで結局二人のエクスチェンジの話はまとまったらしい。

健がなかなか現われないので、叶子は人声の残響が煩いテーブル席を離れ、入り口近くまで戻っ
て彼に携帯で電話をした。

「悪い。例のフィリピンの案件が揉めていて、十時からマニラ・オフィスと電話会議なんだ。僕が遅く
なりそうだったら先に帰ってくれていいよ。後で連絡する」

健の沈んだ声はその揉め事とやらのせいなのか、それとも勝手に沙織に声を掛けたことをやはり
快く思っていないからなのだろうか、と叶子は訝り、はっきり訊いてみればいいのだろうけれど、疲れ
ているらしい彼を問い詰めたくなかった。

結局健が現われないまま夜も更けたので閉会となった。沙織はタクシーで来たとのことだったので
デイヴが車でマクリーンまで送り届けることになり、こちらに片目を瞑ってみせたデイヴに「グッ・ラッ
ク」と叶子は声援を送った。

アパートに戻ってみると、不思議なことに照明が点いている。朝方オフィスへ出かける前にまだソフ
ァーで寝ていた良一を起こし、シャトルに遅れないようにと促したはずなのに、まさか、彼がまだいる
のだろうか。二日酔いの寝ぼけ眼で、わかった、と生返事をしていた良一の顔を思い出して叶子は
慄く。しかし、リビングを見渡し、どうやら彼のルイヴィトンのバッグが消え去っているのを見届けて叶
子はやっと安堵した。

ジャケットを脱いで寝室に向かおうとすると、玄関の扉を手でノックする音が聴こえた。アパートは
オートロックで管理人が常住しており、客は先ず入り口のブザーを鳴らして住人が了承しないと入れ
ないことになっているはずだ。

覗き穴から覗いてみると、健だった。きっと他の住人と一緒に入って来たに違いない。

「電話してくれればよかったのに」

「直接来た方が早いと思ったのさ」

今戻って来たばかりなの、と叶子が彼に伝えようとした矢先、突然「おーい、叶子」という太い男の
声が寝室から響いた。

そして、寝室の扉がバタンと開くと、腰にタオルを巻いただけの良一が裸で立っていた。
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〜第十話　終宴〜

寝室からバスタオルを腰に巻いて裸で出て来た良一の姿を目にして、叶子は愕きのあまり悲鳴を
上げそうになった。なんで彼がまだアパートにいるのだろう。それもいかにもシャワーから出て来た
ばかりという姿で。

健も仰天したらしく唖然と良一を見つめ、良一は困惑した顔で叶子と健を交互に見遣ると、自分
の失態に気づいたようで慌てて寝室のドアを閉めた。

健が叶子に向けた眼差しは、いったいどういうことなのか、と詰問している。答えたいのに叶子は
狼狽のあまり声が出ない。

「違うの」振り絞った声は、自分の声とは思えないほど掠れており、動揺を露にしていた。
「本当に違うの。あなたが思っているようなことじゃないの」
健は叶子の両肩を掴むと、怒りを滲ませた声で尋ねた。
「僕が思っていること？それがどうしてわかる？説明してくれなきゃわからないだろう？」
　説明したいのに、いったいどう弁明したら健に納得してもらえるのか、叶子にはわからない。思

考が止まり頭が真っ白で上手い釈明を何も考え付かないのだ。信じて欲しい。
叶子が無言のままなのを見て、健はくるりと背を向けて玄関へ向かった。
「待って！行かないで！」
扉がバタンと閉まる音を聴きながら、叶子はただそ

の場に放心したように突っ立っていた。まるで金縛り
に遭ったかのように、動けないのだ。

寝室のドアが開いて、ネクタイを締めながら良一が
顔を覗かせた。

「おい、追いかけないのか？」
　のんびりした良一の声音に神経を逆撫でされ、

叶子は寝室へ向かうとベッドの羽袋枕を良一に投げ
つけた。

「帰って！今すぐ出て行ってちょうだい！」
叶子の剣幕に愕いたのか良一は急いでネクタイを

締め終えると靴を履いた。
「心配するなよ。ちゃんと出て行くから。いや、出張の疲れもあって寝過ごしちゃって。それで、せっ

かくだから風呂でもゆっくり浴びて、叶子の顔をもう一度見てから帰ろうと思っていたんだ」
「早く出て行ってよ！」
叶子がもう一つの枕を良一に投げつけると、やっと身仕舞いを終えた彼はボストンバッグを掴ん

でそそくさと退場した。
再び玄関のドアがバタンと閉まる音がした。
叶子はベッドの端に茫然自失の状態で腰掛けたまま、物音一つ無い静寂に一心に耳を傾ける。

鼓動の音が聴こえる。それは健の胸の鼓動に聴こえる。彼を喪ってしまったという苦い事実に胸が
張り裂けそうだ。昔の男だとはいえ、何故同情して良一を泊めてやったりしたのだろう。どうして朝
方急き立ててでもアパートを追い出しておかなかったのだろう。後悔の念に胸を押し潰されそうにな
る。もしかして、これは良一と不倫をしていた自分に今になって与えられた天罰なのだろうか。

健を喪ってしまった。信頼を裏切り傷つけてしまったのだから、彼はもう戻って来ないに違いない。
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そう考えた途端に涙が溢れて止まらなくなった。彼の柔らかな眼差し、力強い抱擁、熱いキス。そ
れがすべて手の届かないものになってしまったことを想うと、息をつけぬほど苦しくなる。

いったいどれぐらい長い間そうしていたのか、わからない。数分であったようにも思えるし、数時間
経ったようにも感じられた。

玄関のブザーが煩く鳴り、叶子の神経が凍りついた。ホテルが見つからなかったとか理由をつけ
て良一が戻って来たに相違ないからだ。しばらくすると来訪者はどうやら諦めたらしく、静寂が戻っ
て来た。全神経が耳になったかのようで、叶子は息を潜める。

ドアをノックする微かな物音を聴いた。間違いない。叶子は立ち上がるとドアへ向かった。良一が
アパートに闖入して来たのだった管理人か警察を呼んででも追い返してもらおうと決意し、覗き穴
から恐る恐る覗いてみると、そこに立っていたのは健だった。

急いでドアを開けて招き入れると叶子は彼の首に抱きついた。
「ごめんなさい。本当にごめんなさい。あの人、昔の彼なの。きっぱり別れたのだけれど、ニューヨ

ークへ出張とかでワシントンへ遣って来て。ご飯を一緒に食べただけなの。酔っ払ってどうしようも
ないからアパートのソファーに寝かせて、朝、ニューヨークへ戻ったはずだった。本当にそれだけな
の」

堰を切ったように訴える叶子の腕を首から外すと、健は意味深な笑みを浮かべた。
「それは、信じられない話だな。だって、あの男の話と随分違う」
「逢ったの？」
「ああ、君の説明を聞こうと下でブラブラしていたらあいつが出て来た」
良一が健に逢ったとすると彼はとんでもない説明をしたに違いなく、叶子は慄く。
彼女が唖然としていると、健は上着を脱いでネクタイを緩めはじめた。
「とりあえず、ビール、くれる？」
冷蔵庫から缶ビールを出して差し出すと、健はソファーに腰掛け叶子に横に座るように促した。
「あいつの話によると彼は君の叔父さんで、ニューヨークへ出張が入ったのでワシントンへ寄って

君にご飯を奢り、心優しい姪の君がホテルのチェックアウトの後フライトの時間までアパートで過ご
していいと言ってくれたので一風呂浴びてゆっくりしていた」

健は口許に含み笑いを浮かべると叶子を振り向いた。
「どう？こっちの話の方が信憑性がありそうだろう？」
彼の言葉に、叶子は再び愕いている。ということは、良一は彼なりに叶子の為に言い訳を考えて

くれたらしい。叶子が黙っていると、健が続けた。
「それでさ、ところで、とか言って僕達の関係をいろいろ詮索するんだ。叔父としては可愛い姪の

君がワシントンで一人暮らしをしているのが心配で、とかでね」
「それで、あなたは答えたの？」
叶子が尋ねると、健はこちらを向いて微笑した。
「ああ。僕はあいつにきっちり言ってやったさ。僕は君のことを誰よりも愛しているし、他の男にな

んか絶対渡さない、ってね」
胸がいっぱいになり叶子が思わず涙を滲ませると、健は真面目な顔になって、提案した。
「これからは隠し事はなしにしよう。きっと君は一人でことを片付けようと思ったのかもしれないけ

れど、君が僕の婚約解消を手伝ってくれたみたいに、僕だって君の助けになれる。もしあの男が君
にまとわりついたりするんだったら、本気でぶん殴ってやる。それぐらいはできるからさ」

「ごめんなさい。怖かったの。あの人が突然現われてあなたがどんなふうに思うかって」
叶子の言葉に、健は笑った。
「そりゃ、愕いたさ。正直言って、怒り心頭だ。だって、そうだろう？あいつが裸で君のベッドルーム

から現われたんだからな。でも、外へ出て頭を冷やしてからこう考えた。君が僕以外の男に靡くは
ずがない、とね」
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「大変な自信ね」
言いながら、叶子は健の首を抱き締める。
「でも、すごく当たっているわ」

ベイカー・クリフォードが法務アドヴァイサーを務め
るタイの電力案件は売電契約も整い順調に動き出し
た。主要契約条項は既にスポンサー側から融資側
に提示してあり融資側の第一次回答も受け取ってい
る。顔を合わせての協議はバンコクで開催されること
になった。

バンコクへは香港事務所のアレックスと共に叶子
も行くことになった。火曜日の晩にバンコク入りし土
曜日に帰ってくるという強行軍だ。国際投融資公社
の健も現地オフィスのスタッフと共に協議に参加する
そうで、その後マニラへ廻ると言っている。

叶子はスポンサー側、健は融資側なので、この案
件に関しては互いに一切話をしないことにしており、朝食に始まり軽食を会議室に並べての昼食、
夕食を含め延々と続く三日間の協議の間、会場となっているホテルの会議室以外では逢うことがな
かった。

最終日を終えて叶子がスポンサー側の打ち上げのような夕食で集っている時に、健から、見せた
いものがあるからホテルのロビーで十一時に落ち合おう、と携帯に連絡があった。

深夜に健が連れて行ってくれたのはバンヤンツリーという瀟洒な高層ホテルだ。
五十九階まで高速エレベーターで行き、そこから大理石の階段を登ると屋外が見える場所に出る

のだが、健に手を引かれて更に階段を登ると、そこはソファーが並びテーブルの上のキャンドルや
照明が美しく煌く天上の南国リゾートのような幻想的なラウンジバーだった。

低いガラスの塀しか遮るものが無い六十階の高みにある屋上ラウンジからは三百六十度パノラ
マのバンコクの夜景が見渡せ、林立する摩天楼の黒い影、無数の窓灯り、そしてネオンや街燈の
灯りが彩りを添える様は宝石を鏤めたごとく美しい。

「素晴らしいわ！こんなに雄大で綺麗な夜景、今まで見たことがない」
　感激のあまり叶子が息を弾ませて賞賛すると、健は嬉しそうに寄り添って耳許で囁いた。
「これを是非君に見せたかったんだ。愛の誓いを捧げるのに世界中でここほど相応しい場所って

ないだろう？」
　愛の誓い、という台詞に愕いて叶子が健を振り向くと、言葉は要らないとでもいうように優しく唇

を塞がれた。（了）

【執筆後記】

ワシントンは四季を通じて美しくロマンチックな街、ご当地恋愛小説『ポトマックの煌めき』をお楽し
み頂けましたでしょうか。一年間のご愛読をどうも有難うございました。（愛川耀）
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